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【科学英語】

化学版 これを英語で言えますか？

科学者のための英文手紙･
メール文例集　CD-ROM付き

Judy先生の
耳から学ぶ科学英語　CD付き

Judy先生の英語科学論文の
書き方 増補改訂版

Judy先生の成功する理系英語
プレゼンテーション　CD付き

ESPにもとづく工業技術英語
　大学･高専生のための新しい英語トレーニング
 CD付き

英文ニュースで学ぶ健康と
ライフスタイル

「３モル濃度の硫酸」を英語でぱっと
言えますか？「イス形配座」「試験管
立て」「沸騰石」「引火性」等々、英語
ではどう言うの？　という化学英語が
盛りだくさん！　教科書になかなか
載っていない秘蔵の英語集誕生！

間違いのない英文手紙を書くための１
冊！　累計７万部超のベストセラーを
改訂。研究において遭遇するシチュエ
ーションを多く収集。全文掲載なので、
コピー＆ペーストしてそのまま使え
る。CD-ROM付き。

数式の分数や乗数、単位や尺度、多用
される器具機械の名称や操作用語、基
礎的な化学名などの広い分野の科学英
語をCDの模範発音を聞きながら理解
できる１冊。

電子媒体による投稿が主流となってい
る最新事情に対応して大幅改訂。知っ
ておくと役に立つ論文表現の数々はも
ちろん、電子投稿の注意点やレビュア
ーとのやりとりのコツまで、ふんだん
にノウハウを盛り込んだ。

研究者に不可欠のスキルである、英語
によるポスター発表と口頭発表。その
基礎から極意、裏技までを伝授。準備
段階でも会場でも使えるノウハウが満
載。一歩上を行く発表術を実現する、
研究者必携の１冊。CD付き。

工学部や高専学生のための工業技術英
語。文例は、技術系職業現場でかわさ
れるメールや説明書、特許出願など、
実際の技術文書や図版を収載。明日の
工業技術を担う学生に求められる最新
英語トレーニング。CD付き。

医療や健康の話題を扱ったニュース記
事で英語リーディング能力をレベル
アップ！一般人向けの記事だから、出て
くる用語は一般常識レベルで、文章も
読みやすい。看護系や健康栄養系の学
生のための新しい英語トレーニング！

齋藤勝裕／増田秀樹・著
四六判 191頁 本体1,900円電⃞KS 978-4-06-154376-8

阪口玄二／逢坂 昭・著
A5 302頁 本体3,500円⃞KS 978-4-06-155616-4

野口ジュディー・著
B5 94頁 本体3,400円⃞KS 978-4-06-153937-2

野口ジュディー／松浦克美／春田 伸・著
A5 206頁 本体3,000円電⃞KS 978-4-06-153156-7

野口ジュディー／照井雅子／藤田清士・著
A5 143頁 本体2,800円⃞KS 978-4-06-155620-1

野口ジュディー／深山晶子・監修
B5 95頁 本体1,900円⃞KS 978-4-06-155784-0

田中芳文・編著
B5 111頁 本体2,600円⃞KS 978-4-06-155629-4
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【科学英語】

はじめての栄養英語

はじめての臨床栄養英語

英語で読む21世紀の健康

Letʼs Study English !

Health and Nutrition
　英語で読む健康と栄養

医療従事者のための
医学英語入門

チーム医療のための メディカル英語
　基本表現100

やさしい英文で初学者でも栄養英語に
親しめるよう工夫されたテキスト。栄
養素、代謝、解剖生理、消化吸収、食
品添加物、食物アレルギーなどを、や
さしく短い英文でとりあげた。

栄養管理を必要とする疾患を中心に、
平易な英文で、組織・器官の名称、病
気の概要、診断基準、食事療法、薬物
療法を学ぶ、これまでにない教科書。
病院臨地実習やゼミで必須となる基本
英語を集約。大学院受験にも役立つ。

健康・栄養・福祉についてWHOから
発信される的確ですぐれた英文を選り
すぐり、わかりやすい解説をつけ健康
科学系の大学・短大などへ向けた、画
期的な英語の教科書。

栄養系学生のための教養課程英語テキ
スト。健康な食生活に必要な知識（栄
養素やその摂取法、病気にならない食
生活・エクササイズ、酒やタバコの害、
食中毒、ストレス解消など）を幅広く
学べるように編集。

人体組織、器官を中心に基礎医学をコ
ンパクトに収載した1991年刊の好評テ
キスト『医療技術者のための医学英語
入門』が新版となって登場。図版も追
加され、さらに使いやすくなった。

医療現場でよく使われるやさしい英語
表現を100厳選！　各診療科（内科、
外科、小児科など）でのケーススタディ
を基に、覚えておきたい表現を集めた。
コメディカル系学生が初歩から学べる
１冊。

清水雅子・著
B5 108頁 本体1,800円⃞KS 978-4-06-155613-3

清水雅子／ J. パトリック バロン・著
B5 121頁 本体2,300円⃞KS 978-4-06-155621-8

阿部祚子／正木美知子・著
B5 102頁 本体1,800円⃞KS 978-4-06-153664-7

横尾信男・編著
A5 94頁 本体1,500円⃞KS 978-4-06-153951-8

清水雅子・著
A5 213頁 本体2,500円⃞KS 978-4-06-155615-7

髙木久代／小澤淑子・編著
矢田 公／西村 甲／小林由直・著
A5 191頁 本体2,400円電⃞KS 978-4-06-155624-9

ニュースで読む医療英語
　　　　　　　　　　　　　　　CD付き

医療・看護系のためのやさしい英語テ
キスト。一般向けのわかりやすい医療
ニュースを題材にしているので、入門
レベルの読者でもすらすら読める。ネ
イティブ読みあげCD付きでリスニン
グもバッチリ！

川越栄子・編著
森 茂／田中芳文／名木田恵理子／大下晴美・著
B5 110頁 本体2,800円⃞KS 978-4-06-156310-0
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【科学英語】

特許の英語表現・文例集 
　　　 　　　 増補改訂版

特許翻訳の基礎と応用
　高品質の英文明細書にするために

耳から学ぶ
楽しいナース英語 CD付き

医学部編入への 英語演習

はじめての薬学英語
　　　　　　　　　　　音声CD付き

入門 薬学英語 CD付き

医療 薬学英語

特許業界の最新事情、さらには新しく
なった米国特許制度をふまえて、大幅
に改訂。充実の特許英語表現はもちろ
ん、代理人の選定方法など実務に役立
つ情報もふんだんに紹介する。特許翻
訳に役立つ情報も充実させた。

特許翻訳のポイントがわかる実力養成
講座。難解な日本語を正確・簡潔・明
瞭な英語に仕上げ、強い特許権を取る
ための翻訳手法を、豊富な例題で系統
的に解説した、初心者から上級者まで
利用できる実用講座。

CDを聞きながら学ぶ看護英語の決定
版。国際化時代の医療現場では英語は
不可欠の時代、聞きとれること話せる
ことは必須要素。「どうかしましたか」
「どのように痛みますか」こんな会話
が話せるようになる１冊。CD付き。

医学部編入試験で合格点をとるために
は、入念な準備が必要。本書は多数の
過去問に加え、形式別問題、重要単語
リストなど厳選内容で受験者をサポー
ト！　詳しい解説付きで、試験の要点
をつかむことができる。

扱う英文は薬学に直結する内容。アメ
リカ厚生労働省の市民向け健康ウェブ
サイトや高校の生物学教科書など、専
門知識がなくても簡単に読めるものば
かり。分量も半期の授業で難なくこな
せるよう配慮。音声CD付き。

多様な文例とCDで身につく「読む」「聞
く」英語力。教養英語ではなく、薬学
専門で使える英語の力を養う。医療関
係の一般用語と専門用語の単語を学ぶ
ことから始め、多様な文例で文体を覚
え、英語に慣れることを狙う。CD付き。

医療の英単語がわかり、英文速読の力
がつく。医療現場でも多用される英語、
そこでのコミュニケーション力向上を
目的に医療関係の単語を多数収載。ま
た、英文を「読める」から「速読でき
る」に重点を置き実用性を志向。

W.C.ローランド／奥山尚一／N.マッカードル／
J.T.ムラオカ／時國滋夫・著
A5 271頁 本体3,400円⃞KS 978-4-06-155628-7

倉増 一・著
A5 262頁 本体3,500円⃞KS 978-4-06-155610-2

中西睦子・監修
野口ジュディー／川越栄子／仁平雅子・著
B5 110頁 本体3,400円⃞KS 978-4-06-153672-2

河合塾KALS・監修
土田 治・著
B5 191頁 本体4,000円⃞KS 978-4-06-153886-3

野口ジュディー／神前陽子／スミス朋子／
天ヶ瀬葉子・著
B5 103頁 本体2,500円⃞KS 978-4-06-155619-5

野口ジュディー／神前陽子／籠田智美／
山口秀明・著
B5 124頁 本体2,800円⃞KS 978-4-06-155611-9

野口ジュディー／神前陽子／三木知博／
籠田智美／山口秀明・著
B5 142頁 本体3,000円⃞KS 978-4-06-155612-6
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【科学英語】

特許翻訳の実務
　英文明細書・特許法のキーポイント

プロが教える技術翻訳のスキル

金融英語の基礎と応用
　すぐに役立つ表現・文例1300

品質向上に必要なこと、翻訳実務の流
れ、翻訳に必要な特許法の知識、明細
書の作成・出願・補正時に翻訳者が知っ
ておくべきことがわかる。プロフェッ
ショナルを目指す人のための１冊。

現役の翻訳プロ達が、翻訳スキルの上
達法、英語の勉強法、クライアントと
の付き合い方のコツ、翻訳のノウハウ、
翻訳ツールの使い方、高品質・高スピ
ード翻訳のコツなどを詳しく伝授。技
術翻訳業界の現状についても解説。

金融分野で翻訳（英日、日英）に従事
する人・翻訳家に必携の書。運用報告
書、投資レポート、財務諸表、決算書
類、経済論文、市場分析などの翻訳の
要点がよくわかる。金融英語の動詞や
副詞、形容詞の使い分けも解説。

沢井昭司／時國滋夫・著
A5 223頁 本体3,000円電⃞KS 978-4-06-155623-2

時國滋夫・編著
高橋さきの／大光明 宜孝／佐藤エミリー綾子／
田中千鶴香・著
A5 191頁 本体2,400円電⃞KS 978-4-06-155622-5

鈴木立哉・著
A5 271頁 本体3,500円電⃞KS 978-4-06-155626-3





科学一般

スポーツ医科学
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【科学一般】

PowerPointによる
理系学生・研究者のための
ビジュアルデザイン入門

新版 理系のためのレポート・
論文完全ナビ

学振申請書の書き方とコツ
　DC／ PD獲得を目指す若者へ

ステップアップ心理学シリーズ

心理学レポート・論文の書き方
　演習課題から卒論まで

理系留学生のための日本語

理科教育法
　独創力を伸ばす理科授業

博物館資料保存論

短時間でセンスよく仕上げるテクニッ
クが満載で、プレゼン資料とポスター
作成時のお悩みを解決します。デザイ
ンのプロから作成のコツを学んで、い
つもの資料をワンランクアップ。複雑
なイラストだってパワポで描けます。

レポート・論文執筆で知っておくべき
決まりごと＆コツを厳選！　コピペ問
題や引用のルールに関する話題を追
加・増強し、論文検索方法も改訂した。
理系学生ならば一度は読んでおきたい
１冊。

学振申請書の正しい書式、知っておき
たい知識とコツを一挙解説！　見やす
く、わかりやすい申請書が書ければ審
査も通りやすくなる。採用者のサンプ
ルと知恵を参考に、もう一歩申請書を
ブラッシュアップしよう！

まったくの初心者を想定して、最初は
ごく基本的なルールから解説。徐々に
ステップアップしながらレベルに合っ
た知識やコツを紹介するから、スラス
ラ読めてしっかり身につく。読み終わ
るころには論文を書く準備完了！

理系生活をおくるうえで遭遇する日本
語を解説。研究室でのコミュニケー
ションから、さけて通れない専門用語、
科学文書ならではの特殊な日本語表現
をていねいに解説。すっきりと頭に入
るように頁数や読みやすさにも配慮。

第１部は理科学習の現状および構成主
義的な新しい理科の授業方法論を解
説。理科学習指導案の書き方や教育統
計についても詳説。第２部は児童・生
徒が喜ぶ理科実験を数多く紹介。学生、
小中高教員に必携の１冊。

学芸員の資格取得を目指す人のための
コンパクトな教科書。文部科学省の要
綱に沿ったスタンダードな目次立てだ
から使いやすい。中学理科や高校科学
の復習と用語の解説が充実しているの
で基礎から学びたい入門者にぴったり。

田中佐代子・著
B5 127頁 本体2,200円⃞KS 978-4-06-153150-5

見延庄士郎・著
A5 186頁 本体1,900円電⃞KS 978-4-06-153158-1

大上雅史・著
A5 191頁 本体2,500円電⃞KS 978-4-06-153160-4

板口典弘／山本健太郎・著
A5 予224頁 近刊⃞KS 978-4-06-154809-1

野口ジュディー・監修／林 洋子・著
B5 143頁 本体2,300円⃞KS 978-4-06-155625-6

川村康文・著
A5 286頁 本体3,600円電⃞KS 978-4-06-156536-4

石﨑武志・編著
A5 174頁 本体2,200円⃞KS 978-4-06-156503-6
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【科学一般】

学芸員のための
展示照明ハンドブック

できる研究者の論文生産術
　どうすれば「たくさん」書けるのか

できる研究者の論文作成メソッド
　書き上げるための実践ポイント

できる技術者・研究者のための特許入門
　元特許庁審査官の実践講座

マンガ「種の起源」
　ダーウィンの進化論

博物館展示論

博物館教育論

学芸員やキュレーターが知っておきた
い展示照明の基礎とノウハウをまとめ
た。作品・鑑賞者・照明の関係性を理
解して、展示のテーマに合わせた照明
が実践できるようになります。見開き
完結の説明で読みやすい。

全米で話題の『How	to	Write	a	Lot』
待望の邦訳！　いかにして多くの本や
論文を執筆するかを軽快に解説。雑用
に追われている研究者はもちろん、ア
カデミックポストを目指す大学院生も
必読！　人生が変わる。

「本当に使える文章読本」と大好評の
『できる研究者の論文生産術』の続編
が邦訳！　論文誌の選び方から投稿ま
での実践ポイントを解説した。シル
ヴィア節は健在で、初めて英語論文を
書く大学院生に有益この上ない！

特許に強い技術者になろう！　元特許
庁審査官の著者が、知っておけばとて
も役立つ実践知識を余すところなく解
説。実務のうえで便利なチェックリス
トも満載！　全技術者にとって最高級
の必携書‼

マンガで読めちゃうダーウィンの『種
の起源』。ホントはとっても面白い科
学の名著。その面白さをあますことな
くマンガにして読みやすくしました。
ポイントをしっかり押さえてあるので
これ１冊でバッチリ。

学芸員を目指す人のためのコンパクト
なカラーテキスト。文科省の要綱に沿っ
たスタンダードな構成でまとめた。博
物館・美術館における展示の基本を学
べるだけでなく、現場で活かすことが
できる実践的な技術を多数紹介。

学芸員の資格取得を目指す人のための
教科書。基礎理論と一緒に具体例を紹
介するので、近年増加する地域コミュ
ニティーや学校との連携による博物館
教育の効果的な実践方法もわかりま
す。現場の学芸員にも役立つ１冊！

藤原 工・著
A5 175頁 本体3,000円⃞KS 978-4-06-156521-0

ポール . J. シルヴィア・著
高橋さきの・訳
四六判 190頁 本体1,800円⃞KS 978-4-06-153153-6

ポール. J. シルヴィア・著
高橋さきの・訳
四六判 予288頁 近刊⃞KS 978-4-06-155627-0

渕 真悟・著
A5 185頁 本体2,400円⃞KS 978-4-06-153152-9

田中一規・著
A5 211頁 本体1,400円⃞KS 978-4-06-154901-2

黒沢 浩・編著
A5 175頁 本体2,400円⃞KS 978-4-06-156531-9

黒沢 浩・編著
A5 176頁 本体2,400円⃞KS 978-4-06-156542-5
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【科学一般】

今なら解ける！
大人のための東大数学入試問題

よくわかるマンガ微積分教室

歴史を織りなす
女性たちの美容文化史

カソウケン（家庭科学総合研究所）
へようこそ

超ひも理論をパパに習ってみた
　天才物理学者・浪速阪教授の70分講義

昔苦しんだ大学受験の数学も大人にな
れば、楽に解けるのです。「今なら東
大の問題も解けるんじゃないか」と
思っている大人のあなた！　この本を
読んで挑戦してみませんか？　脳の活
性化にも最適。

笑っちゃうほどわかりやすい悶絶入門
書！　微分積分は難しい？　そんな呪
縛を解き放つ！　どんなに数学が苦手
でも、たちまちナットクしてしまう面
白さ。マンガだから１時間もあれば読
みきれます。

化粧のはじまりとされるクレオパトラ
を筆頭に、美容文化を彩った歴史上の
女性42人を紹介。彼女たちのヘア・メ
イク・ファッションに秘められた意味
を知り、学ぶことで「美容」の世界の
楽しさが広がるカラーテキスト。

科学ゴコロは家庭で育つ、家庭は科学
研究所。朝から晩まで、年中無休の家
庭科学総合研究所（カソウケン）。研
究テーマは、家庭生活。料理や洗濯に
も科学がいっぱい。体当たりのおもし
ろ研究レポート。

平凡な女子高生・美咲のパパは、なん
と超ひも理論が専門の天才物理学者

（そして関西人）。「理解の鍵は『異次元』
や！」と最先端物理学を語りだすパパ
に、美咲は最初辟易するが…⁉　物理
ファン垂涎の名講義、堂々開講！

齋藤寛靖・著
A5 191頁 本体2,000円電⃞KS 978-4-06-156538-8

田中一規・著　今野紀雄・監修
四六判 174頁 本体1,000円⃞KS 978-4-06-154290-7

ジェニー牛山・著
B5 95頁 本体2,000円⃞KS 978-4-06-153151-2

内田麻理香・著
四六判 254頁＋口絵４頁 本体1,500円電
⃞KS 978-4-06-154279-2

橋本幸士・著
四六判 159頁 本体1,500円電⃞KS 978-4-06-153154-3

偏差値20台から医学部合格
したけど、何か質問ある？
　カリスマ講師の最強受験術

なぜ日本の大学には
工学部が多いのか
　理系大学の近現代史

3000人の受験生を医学部に合格させた
スゴ腕講師が教えるその秘密。合格で
きそうにない子、やる気の出ない子を
どのようにして合格させてきたのか。
医学部受験生の親、わが子の将来を考
えている親は必読！！

大学は現在大きな転換期にある。戦後
および高度経済成長期に大学数および
定員を増し、拡大の一途を辿ってきた
が、法人化、運営費交付金の削減など
見直しに迫られている。大学の過去を
振り返り、行く末を考える。

可児良友・著
四六判 233頁 本体1,600円電⃞KS 978-4-06-156704-7

功刀 滋・著
四六判 303頁 本体2,200円⃞KS 978-4-06-156705-4
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【科学一般】

つい誰かに教えたくなる
人類学63の大疑問

タイム・イン・パワーズ・オブ・テン
　一瞬から永遠まで、時間の流れの図鑑

学校ではほとんど教わらなかった「ヒ
トという生き物」について学ぼう。日
本のトップ研究者による世界一おもし
ろい授業が開講。素朴な疑問をやさし
く解説してもらおう。明日、誰かに話
したくなる雑学が満載！

ノーベル賞物理学者の著者が、時の流
れをたどる旅に読者を招待。「１秒」
から10倍ずつ順を追って、10の−44乗
秒から10の90乗秒までのさまざまな自
然現象を見渡す。美しい写真と最新科
学に基づくイラストで魅せる１冊。

日本人類学会教育普及委員会・監　
中山一大／市石 博・編
A5 191頁 本体2,200円⃞KS 978-4-06-153451-3

G. トホーフト他・著　東辻千枝子・訳
AB判 223頁 本体5,500円電⃞KS 978-4-06-153155-0

長沼式合格確実シリーズ 
日本留学試験対策問題集 総合科目

長沼式合格確実シリーズ 
日本留学試験対策問題集 数学コースⅠ

総合科目は日本の高校社会と同範囲で
あり、網羅するのはとても難しい。そ
こでポイントとなる基本的な知識と論
理的な判断能力を重視した対策を紹
介。日本語を補いながら効率よく勉強
でき、志望校合格へと導く問題集。

類似問題が出題され難易度も高くない
文系数学は、重要項目の解法パターン
と考え方がポイント！そこでポイント
を理解するための問題・解法・考え方
を紹介。日本語を補いながら効率よく
勉強でき、志望校合格へと導く問題集。

唐津裕貴・著　学校法人長沼スクール
東京日本語学校・編　曽根ひろみ・監
B5 本文191頁、別冊59頁 本体2,600円
⃞KS 978-4-06-155630-0

塚原佑紀・著　学校法人長沼スクール
東京日本語学校・編　太田伸也・監
B5 本文158頁、別冊62頁 本体2,400円
⃞KS 978-4-06-155631-7
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【ドラゴン桜式ドリルシリーズ】

 新課程版

ドラゴン桜式 数学力ドリル
数学Ⅰ・Ａ

 新課程版

ドラゴン桜式 数学力ドリル
数学Ⅱ・Ｂ

 新課程版

ドラゴン桜式 数学力ドリル
数学Ⅲ

無理なくはじめられる、やり遂げられ
る、そして実力がつく！　先輩たちの
「使ってよかった！」を新課程で学ぶ
君も実感しよう。「脱・ゆとり」「数理
強化」もこわくない。

二項定理、三角関数、数列など多様な
内容の数学Ⅱ・Ｂもこのドリルで基礎
力を鍛えてのりきろう。栄光をつかん
だ先輩たちにつづけ！

先輩たちの「使ってよかった！」を次
の入試に挑戦する君も実感しよう。微
分積分を得意分野にする１冊。

牛瀧文宏／三田紀房／モーニング編集部・監修
A5 78頁 本体700円⃞KS 978-4-06-154299-0

牛瀧文宏／三田紀房／モーニング編集部・監修
A5 94頁 本体700円⃞KS 978-4-06-156700-9

牛瀧文宏／三田紀房／モーニング編集部・監修
A5 78頁 本体700円⃞KS 978-4-06-156702-3

ドラゴン桜のメソッドが具現化した、勝ち組のドリル

ドラゴン桜式ドリルシリーズ
学校採用続出！　東大家庭教師友の会推薦！
人気マンガ『ドラゴン桜』のキャラクターたちと
いっしょにゲーム感覚で学べるドリル。
厳選された問題で基礎力が短期間でUP！
大人も楽しめる、脳に効果的ないきいきドリル。
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【スポーツ医科学】

これからの
健康とスポーツの科学
　　　　　　　　　　　　  　　第4版

健康・運動の科学
　介護と生活習慣病予防のための運動処方

高齢者の筋力トレーニング
　安全に楽しく行うための指導者向け実践ガイド
　　　　　　　　　　　　　　　　　DVD付き

新版 乳酸を活かした
スポーツトレーニング

乳酸
　「運動」「疲労」「健康」との関係は？

一般教養の体育の教科書。各種データを更
新し、サルコペニアなど話題のテーマもと
りあげた。生活習慣病、運動の効果、筋力
トレーニングのメカニズム、骨粗しょう症、
ストレスへの対応など、一生を通して役立
つ内容。２色刷。

考え方がよくわかる運動処方の入門
書。基礎理論から対象別の応用例（生
活習慣病予防、高齢者の介護予防）ま
で具体的に解説。さらに運動効果の最
新のエビデンスを紹介。「健康運動」「運
動処方」の教科書にも最適。

介護予防の現場で活用できる実践テキス
ト。マシンを使わずに安全かつ効果的に行
える筋力トレーニング法を紹介。理論につ
いてもわかりやすく説明し、筋トレ教室の
運営方法にも言及。保健師、介護関係者に
とっても待望の１冊。DVD付き（約45分）。

最新知見のカラー改訂版。乳酸を切り
口に、運動時の生体内のメカニズムを
基礎からやさしく説明。乳酸と疲労の
関係についても、さらに言及。血中乳
酸濃度測定のノウハウ、各競技の活用
事例も紹介。

乳酸で強くなる。一番やさしい乳酸の
本。乳酸って本当に体にとって悪者な
の？　乳酸菌と乳酸の違いは？　そん
な素朴な疑問にQ&A形式で答える。
イラストが満載で、気楽に読みながら、
競技力アップ！

安部 孝／琉子友男・編
B5 207頁 本体2,400円⃞KS 978-4-06-280662-6

田口貞善・監修
小野寺孝一／山崎先也／村田 伸／中澤公孝・編
B5 199頁 本体2,200円⃞KS 978-4-06-280659-6

都竹茂樹・著
B5 124頁 本体2,800円⃞KS 978-4-06-280660-2

八田秀雄・著
A5 156頁 本体1,900円電⃞KS 978-4-06-280661-9

八田秀雄・著
A5 158頁 本体1,600円電⃞KS 978-4-06-155901-1

もっとなっとく 
使えるスポーツサイエンス

『新版　これでなっとく使えるスポー
ツサイエンス』の全面リニューアル
版！　カラー化し、Qを一新。最新の
理論をわかりやすく解説。トレーニン
グに、試合に、健康に、役立つ知識が
満載。

征矢英昭／本山 貢／石井好二郎・著
A5 予192頁 近刊⃞KS 978-4-06-280664-0

スポーツカウンセリング入門 選手の心を支えるために。スポーツカ
ウンセリングの基礎を、カウンセリン
グ技法の説明から実践例までやさしく
明解に説明。スポーツトレーナー、コ
ーチ、学生、選手、若手カウンセラー
に最適。

内田 直・著
A5 134頁 本体2,200円電⃞KS 978-4-06-280656-5
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【スポーツ医科学】

コアセラピーの理論と実践

リアライン・トレーニング
〈体幹・股関節編〉
　関節のゆがみ・骨の配列を整える最新理論

リアライン・トレーニング
〈下肢編〉
　関節のゆがみ・骨の配列を整える最新理論

加圧トレーニングの
理論と実践

コアセラピーの理論が明確にわかる。
『コアコンディショニングとコアセラ
ピー』の姉妹編。「コアセラピー」に
特化した内容で、より専門的にメソッ
ドが理解できる。理学療法士など医療
資格者向け。２色刷。

新たなリハビリテーション理論「リアライ
ン・コンセプト」に基づくトレーニング法。
関節のアライメントや動きの異常の見極め
方、その歪みを解消する方法を写真を多用
して解説。歪みを解消することで、パフォ
ーマンスが向上する。２色刷。

体幹・股関節編に続く、第２弾。関節
のアライメントや動きの異常の見極め
方、その歪みを解消する方法を写真を
多用しながら解説。より具体的に競技
特性を考慮した理論を展開。理学療法
士、トレーナー、選手向けの１冊。

加圧トレーニングの科学的・臨床的な
研究。東京大学を始め、多くの研究者
が集めた加圧トレーニングの客観的デ
ータを紹介。有効性、安全性、将来の
方向性を探る。研究者、医療従事者、
スポーツ指導者必読の書。２色刷。

平沼憲治／岩﨑由純・監修　蒲田和芳・編
㈶日本コアコンディショニング協会・協力
B5 237頁 本体4,200円⃞KS 978-4-06-280657-2

蒲田和芳・著
B5 174頁 本体3,600円電⃞KS 978-4-06-280658-9

蒲田和芳・著
B5 予174頁 近刊⃞KS 978-4-06-280663-3

佐藤義昭／石井直方／中島敏明／安部 孝・編
B5 192頁（カラー口絵２頁） 本体3,800円
⃞KS 978-4-06-153131-4

コアコンディショニングとコアセラピー 競技スポーツやフィットネスクラブの現場
で広く活用されているコアコンディショニ
ング。そして医療資格者により治療効果を
期待して行われるコアセラピー。その歴史、
現状、未来を整理し、現時点での理論と方
法論を網羅した待望の１冊。２色刷。

平沼憲治／岩﨑由純・監修
蒲田和芳／渡辺なおみ・編
㈶日本コアコンディショニング協会・協力
B5 254頁 本体4,200円⃞KS 978-4-06-280651-0



物理学・数学

統計・経済

情報科学
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【物理学】

基礎量子力学

大学院生のための基礎物理学

古典場から量子場への道
 増補第 2版

量子力学を学ぶための 増補第 2版

解析力学入門

量子場を学ぶための 増補第 2版

場の解析力学入門

明解 量子宇宙論入門

明解 量子重力理論入門

『量子力学Ⅰ・Ⅱ』の明快な解説で好
評の著者コンビが書き下ろす新しい入
門書。ていねいな解説と、豊富で精選
された問題演習を通じて概念の理解が
深まるよう配慮。

大学院生なら知っておきたい基礎の全
てが学べる。学部の物理学は、専門分
野にかかわらず身に付けておきたい必
須知識。大学院生のために、一歩高い
立場から、力学・電磁気学・熱力学・
統計力学・量子力学を総復習する。

好評のロングセラーに、相対性理論誕
生100年として話題の「重力の場」の
章を新しく加え、物理学にとって場と
は何かをていねいに解説した拡充新
版。場の量子論入門の決定版。

定評ある高橋教授流解析力学入門の拡
充改訂版。好評の前著をもとに最近話
題の〝物理系の対称性〟の章を新たに
加え、他の章の内容も精選して時代の
要求に応えた最新版。理解を助ける適
切な演習問題と解答付き。

好評の高橋流前著をもとに、柏教授に
よる経路積分からの導入を加え、正準
構造からの正統的アプローチとの組み
合わせによる現代的な新しい視点をふ
まえた拡充決定版。

宇宙の謎に迫る現代の物理学。最新理
論が予言する壮大な宇宙モデルは、ど
こまで正しいのか？　どのような観測
で検証できるのか？　急速に発展を続
ける量子宇宙論を、最低限の予備知識
をもとに、わかりやすく説き明かす。

物質の究極と宇宙の謎に、最先端物理
学が迫る。相対論と量子論を統一する
ことはできるのか？	最先端理論が説
く宇宙の過去と未来とは？	近年発展
の著しい量子重力理論の最先端を、基
礎から明解に説き明かす入門書。

猪木慶治／川合 光・著
A5 302頁 本体3,500円⃞KS 978-4-06-153240-3

園田英徳・著
A5 398頁 本体3,800円電⃞KS 978-4-06-153277-9

高橋 康／表 實・著
A5 254頁 本体3,200円⃞KS 978-4-06-153260-1

高橋 康・著
A5 166頁 本体2,200円⃞KS 978-4-06-153241-0

高橋 康／柏 太郎・著
A5 188頁 本体2,700円⃞KS 978-4-06-153252-6

吉田伸夫・著
A5 267頁 本体3,800円電⃞KS 978-4-06-153285-4

吉田伸夫・著
A5 213頁 本体3,000円電⃞KS 978-4-06-153275-5
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【物理学】

量子力学 Ⅰ

量子力学 Ⅱ

精選された問題を通して理解できる学
部学生向け教科書。前期量子論を簡略
化し解析力学の基礎を省略する一方、
より現代的な構成をめざした。各章に
適切な例題と演習問題を付し、読者が
自習できるように工夫した。

問題から理解する新しい量子力学のテ
キスト。Ⅰ巻ではSchrödinger方程式、
中心力場、角運動量と対称性など基本
的概念の導入、Ⅱ巻では摂動論や散乱
問題などの各論や具体的な問題、相対
論的量子力学入門を扱う。

猪木慶治／川合 光・著
A5 308頁 本体4,660円⃞KS 978-4-06-153209-0

猪木慶治／川合 光・著
A5 336頁 本体4,660円⃞KS 978-4-06-153212-0

ひとりで学べる一般相対性理論
　ディラックの記号法で宇宙の方程式を解く

相対論に王道なし。「空間の曲がり」
という基本概念から出発し、テンソル
の計算手法をマスターしながら、腰を
すえてじっくりと一般相対論を学ぶ。
時空概念を変え、宇宙膨張を発見した
知的革命を読者は体験するであろう。

唐木田健一・著
A5 204頁 本体3,200円電⃞KS 978-4-06-153292-2

高校と大学をつなぐ
穴埋め式 力学

わかりやすい理工系の力学

新版 理工系のための 力学の基礎

穴埋め式で高校と大学の「力学」をつ
なぐ。重要語句、例題の解答が空欄に
なっている。手を動かして、穴を埋め
る。すると、みるみる「力学」が身に
つく。高校と大学をつなぐ、新感覚の
大学生向け教科書。

大学初学年用の中レベルの教科書。て
いねいな解説で高校と大学の橋渡しを
する。例題も良問を豊富に入れている
ので、知識固めもしっかりできる１冊。
演習問題付き。２色刷り。

力学を平易に解説した学部学生向け教
科書の改訂版。基本原理であるニュー
トンの運動法則から微積分を用いた剛
体、弾性体、流体の力学まで平易にま
とめた。ティーブレイクやクイズで親
しみやすく力学を理解。

藤城武彦／北林照幸・著
B5 207頁 本体2,200円⃞KS 978-4-06-153269-4

川村康文／鳥塚 潔／山口克彦／細田宏樹・著
B5 190頁 本体2,800円⃞KS 978-4-06-153279-3

宇佐美誠二／貴島準一／西村鷹明／鳥塚 潔・著
B5 198頁 本体2,400円⃞KS 978-4-06-153254-0

理工系のための解く！ 力学
 第 2版

好評の自習書をフルカラー改訂。日常
的に目にする物や実際に使う装置を題
材に力学の基本法則を理解する。大学
での微分積分学履修前から無理なくス
タートできるよう、微分方程式の扱い
にも配慮した。写真・図版多数収録。

平山 修／篠原俊二郎・著
A5 207頁 本体2,500円⃞KS 978-4-06-280603-9
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【物理学】

完全独習 量子力学
　前期量子論からゲージ場の量子論まで

完全独習 電磁気学
　古典電磁気学の形成から量子電磁気学まで

高校と大学をつなぐ
穴埋め式 電磁気学

新版 理工系のための
電磁気学の基礎

完全独習 現代の宇宙論

完全独習 現代の宇宙物理学

初歩の初歩から場の量子論までを１冊
で踏破する！　前期量子論から始まる
基礎を網羅し、量子力学のハイレベル
な理解にたどり着く。群論などの数学
的事項も簡潔に解説。本当に学びたい
人のための、熱気あふれる独習書。

電磁気学は美しい学問である。実験事
実に基づく古典電磁気学の完成、そし
て相対論的形式と量子電磁気学に至る
流れが、本書を読み通すことによって
体系的に理解できる。この１冊で、物
理学の真髄を初歩から学ぶ。

書いて覚える、覚えて解く！	電磁気
学。「力学」に続く第２弾。手を動か
して、空欄を埋めよう。すると、みる
みる「電磁気学」が身につく！　高校
と大学をつなぐ、新感覚の大学生向け
教科書。

わかりやすく電磁気学の一歩から解説
する！　目に見える「光」の現象から
「電界」や「磁界」を学び物理法則と
物理現象とのつながりを理解すること
を目標にした理工系学部生向け教科書。
図や写真を豊富に入れ平易に説明する。

高校レベルの予備知識から出発し、読
者が独力で現代宇宙論のエッセンスを
理解できる独習書。無からの宇宙誕生
から、元素の合成、天体の形成、そし
て宇宙の未来まで、宇宙の進化の歴史
に沿ってわかりやすく解説。

太陽系から恒星、ブラックホール、銀
河、そして全宇宙までの諸現象を、物
理学で解明する。宇宙の本当の姿を理
解する理論を、高校レベルの予備知識
だけをもとに、数式をたどりながら嚙
みくだいて解説した。

林 光男・著
A5 331頁 本体3,800円電⃞KS 978-4-06-153283-0

林 光男・著
A5 349頁 本体3,800円電⃞KS 978-4-06-153289-2

遠藤雅守／櫛田淳子／北林照幸／藤城武彦・著
B5 206頁 本体2,400円⃞KS 978-4-06-153273-1

万代敏夫／西村鷹明／鈴木裕武・著
B5 174頁 本体2,200円⃞KS 978-4-06-153257-1

福江 純・著
A5 326頁 本体3,800円電⃞KS 978-4-06-153286-1

福江 純・著
A5 367頁 本体4,200円電⃞KS 978-4-06-153291-5

完全独習 相対性理論 重力とは何か？時空はなぜ歪むのか？
高校物理レベルの知識だけを前提とし
て読めるように、気鋭の著者が工夫を
こらして解説した。特殊相対性理論か
ら一般相対性理論まで、この壮大な知
の体系を一冊で学びつくす独習書。

吉田伸夫・著
A5 287頁 本体3,600円⃞KS 978-4-06-153293-9
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【物理学】

理工系のための解く！ 振動・波動 免震と耐震とは何が違うのか知ってい
ますか？　数式展開テクニック紹介の
演習書では実感は得られない。グラフ
を見る前に振動する物を見よう。数式
もグラフも、もともと何だったかを
知ってこそ。現実に使う物理。

三沢和彦・著
A5 205頁 本体2,400円⃞KS 978-4-06-155782-6

密度汎関数法の基礎

Ｘ線反射率法入門

Ｘ線物理学の基礎

トポロジカル絶縁体入門

有機半導体のデバイス物性

コーンシャム方程式から様々な汎関数
の種類まで詳しく解説。最新の研究も
紹介。密度汎関数法に関わる理論・実
験研究者に必携の１冊。世界的に見て
もここまで詳しく解説した本はない。

Ｘ線反射率法の完全マニュアル本。原
理、装置の組み立て、データ解析法か
ら各種材料までＸ線反射率法のすべて
がわかる待望の解説書。

欧米では定番のテキストの翻訳版。Ｘ
線が関わる物理現象の基礎理論から回
折・散乱現象を扱う際に必要となる運
動学的／動力学的近似まで詳細に解
説。Ｘ線源やイメージングについても
幅広く紹介。最新の応用例も豊富。

注目の新物質「トポロジカル絶縁体」
の専門書！　トップ研究者が「基礎理
論」から「トポロジカル超伝導体」ま
でを丁寧に解説。量子力学・固体物理
学のおさらいも充実の親切な構成。こ
の１冊ですべてがわかる！

有機EL素子はもちろん、有機薄膜太
陽電池や有機トランジスタまで、有機
半導体のデバイス物性がこれ１冊でわ
かる。素子劣化や長寿命化技術、有機
半導体材料に関する情報も豊富な第一
線の研究者による待望の書。

常田貴夫・著
A5 252頁 本体5,500円電⃞KS 978-4-06-153280-9

桜井健次・編
A5 318頁 本体5,500円⃞KS 978-4-06-153268-7

J. アルスニールセン／D. マクマロウ・著
雨宮慶幸／高橋敏男／百生 敦・監訳
篠原佑也／白澤徹郎／矢代 航・訳
A5 476頁 本体7,000円⃞KS 978-4-06-153278-6

安藤陽一・著
A5 251頁 本体3,600円⃞KS 978-4-06-153288-5

安達千波矢・編
A5 318頁 本体3,800円⃞KS 978-4-06-154354-6

初歩から学ぶ 固体物理学 固体物理学の入門的なテキスト。順を
追った丁寧な解説と例題・演習問題に
より、難解な翻訳書よりも理解できる。
量子力学、統計力学などの基礎から丁
寧に解説しているので、学生だけでな
く、異分野の方にもお薦めです。

矢口裕之・著
B5 予288頁 近刊⃞KS 978-4-06-153294-6
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【物理学】

はじめての光学

プラズモニクス
　基礎と応用

メタマテリアルハンドブック
 基礎編

メタマテリアルハンドブック
 応用編

「ファインマン物理学」を読む
　量子力学と相対性理論を中心として

「ファインマン物理学」を読む
　電磁気学を中心として

「ファインマン物理学」を読む
　力学と熱力学を中心として

一線の研究者による入門書。親切・丁
寧な解説に加え、顕微鏡などの応用や
プラズモニクスなどの最新の話題も満
載で、テキストでありながら実際に使
える。化学系など異分野の方の入門書
としてもお薦めです。

基礎から応用までをまとめた入門的専
門書。これから研究を始める人も、す
でに研究をしている人も、プラズモニ
クス研究のバイブルとして必備の１
冊。

膨大なボリュームで書かれたメタマテ
リアル分野のハンドブックの翻訳書。
著者は欧米にて第一線で活躍中の研究
者。基礎編では、あらゆる用途に対す
る理論および概念を、歴史的背景を含
めて丁寧に解説。

応用編ではマイクロ波、テラヘルツ波、
光領域などに関する応用を完全に網
羅。訳者もこの分野で日本を代表する
研究者ばかり。大学・企業を問わず、
研究室に最低１冊は置いてほしいお薦
めの本。

物理学における世界的名著といわれる
「ファインマン物理学」で彼は何をい
いたかったのか、彼の着想のどこがす
ごいのかを量子力学と相対性理論を中
心として解説。ファインマン物理学の
真髄がわかる。

名著「ファインマン物理学」の中でファ
インマンが語った電磁気学を初学者に
もわかりやすく嚙み砕いて解説する第
２弾。ファインマンだから知っていた
電磁気学の勘どころを見事なまでに解
き明かす。

名著には失われない輝きがある。名著
「ファインマン物理学」の中の力学と
熱力学に焦点をあて、ファインマンの
行った講義の要点を解説する。「量子
力学と相対性理論」「電磁気学」に続
く第３弾。完結編。

川田善正・著
A5 223頁 本体2,800円電⃞KS 978-4-06-153287-8

岡本隆之／梶川浩太郎・著
A5 271頁 本体4,900円⃞KS 978-4-06-153270-0

F. カッポリーノ・編
萩行正憲／石原照也／真田篤志・監訳
A5 1051頁 上製函入り 本体32,000円
⃞KS 978-4-06-156517-3

F. カッポリーノ・編
萩行正憲／石原照也／真田篤志・監訳
A5 814頁 上製函入り 本体30,000円
⃞KS 978-4-06-156518-0

竹内 薫・著
A5 204頁 本体2,000円電⃞KS 978-4-06-153251-9

竹内 薫・著
A5 188頁 本体2,000円電⃞KS 978-4-06-153255-7

竹内 薫・著
A5 174頁 本体2,000円電⃞KS 978-4-06-153256-4
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【数学】

数学英和小事典 はじめて英語で「数学する」人のため
の１冊。読みたい英文といっしょに持
ち歩けるハンディな小事典。英語と数
学のどちらがわからないのか迷った時
などに。頼れる英和。

飯高 茂／松本幸夫・監修
岡部恒治・編
B6 302頁 本体3,200円⃞KS 978-4-06-153956-3

おもしろいほど
数学センスが身につく本

新しい微積分〈上〉

新しい微積分〈下〉

はじめての微分積分15講

大学の教養数学の大人気授業が書籍
化！数学が生まれ育ってきた歴史か
ら、数や集合、関数をおもしろ楽しく
解説。「中学数学の知識もあやふやだ
なあ」という人でも大丈夫。数学の魅
力をあますことなく感じてほしい。

これまでにない章構成で、読者を最短
で「微積分の核心」へと導く。独習用
としても、講義テキストとしても成り
立つ新しいタイプの教科書。上巻では、
テーラー展開、1変数関数の積分、曲線、
微分方程式を扱う。二分冊。

二分冊のうちの一冊。下巻では、2変
数関数の微積分、ベクトル場の微積分
などを扱い、最後に解析的基礎理論を
解説した。「微積分」「微分方程式」を
カバーした本書で、現代数学への確か
な一歩を踏み出そう！

微分積分の著書が10万部を超える小寺
先生があらたに送る新教科書。中堅大
学の理工系学生に合わせた解説、例題、
章末問題を配した。本文も4色印刷と
なり見やすくなった。これからの大学
生の教科書として最適な1冊。

橋本道雄・著
A5 254頁 本体2,600円⃞KS 978-4-06-156560-9

長岡亮介／渡邊 浩／矢崎茂俊／宮部賢志・著
A5 予272頁 近刊⃞KS 978-4-06-156558-6

長岡亮介／渡邊 浩／矢崎茂俊／宮部賢志・著
A5 予288頁 近刊⃞KS 978-4-06-156559-3

小寺平治・著
A5 予176頁 近刊⃞KS 978-4-06-156564-7

工学基礎 はじめての線形代数学

超入門 微分積分

工学者による工学部生のための教科書。
「行列」をまったく知らない学生を対
象とした。新学習指導要領対応。線形
代数がどのように応用されるのかが、
この１冊でわかる。工学部生が身につ
けるべき内容を網羅。オールカラー！

まかせろ！平治親分がやさしく解説。
厳選された問題と丁寧な解説で、試験
も授業もまかしとけ！　な超演習書。
平治親分がオタスケマンとなって親身
に説明。微分積分が得意になること間
違いなし！

佐藤和也／只野裕一／下本陽一・著
A5 220頁 本体2,200円⃞KS 978-4-06-156537-1

小寺平治・著
A5 181頁 本体2,200円⃞KS 978-4-06-155764-2
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【数学】

だれでもわかる微分方程式

微分積分学の史的展開
　ライプニッツから高木貞治まで

微積分と集合
そのまま使える答えの書き方

カラーテキスト微分積分

カラーテキスト線形代数

初歩からの線形代数

はじめての線形代数15講

どんな学生でもわかるフルカラーテキ
スト！　やさしい変数分離形から級数
解法までを扱い、講義に使いやすい15
週構成とした。例題を豊富に入れるこ
とで、学習者の意欲を高める。これか
らの理工系大学生の必携書！

ライプニッツらの着想から始まった近
代の微分積分学は、数学史上の巨人た
ちによる精緻化を経て、やがて現代数
学の基礎を築く。本書は、当代一流の
数学史家の筆を得て、微分積分学の辿っ
た壮大なる歴史を描く雄篇である。

精選問題の解答お手本集。「模倣」で
解ける類題多数収録。論理記号や数学
独自の言いまわしをノートや解答用紙
に「そのまま」書ける形で例示。「とっ
かかり」をつかむための１冊。

近年の数学力の低下、未履修学生の増
加に対応して、基本から丁寧に解説。
１次関数、２次関数から始めて、１変
数の微積分、多変数の微積分まで扱う。
カラーで見やすく、コンパクトにまと
めたテキスト。例題・章末問題も充実。

高校の新課程などに対応して、高校で
抜け落ちてしまった基本から丁寧に解
説。ベクトル・行列から始めて、行列
式・固有値までを扱う。これから始め
る初学の学生に最適なカラーテキス
ト。例題・章末問題も充実。

はじめて行列に触れる学生向けである
ことを意識し、理系で必要な計算がで
きるようになることを目指した。約30
の項目に内容を整理。高校教科書執筆
者と線形代数講義担当者らによる大学
数学のスタートにふさわしい１冊。

高校の数学を復習しつつ、大学の線形代数
を基本からていねいに解説する。ベクトル
からはじめて、行列、行列の基本変形、行
列式、ベクトル空間、行列の対角化、固有
値問題までを扱う。例題と演習問題で理解
を深める。初学者に最適の教科書！

石村園子・著
A5 173頁 本体1,900円⃞KS 978-4-06-156548-7

高瀬正仁・著
A5 283頁 本体4,500円電⃞KS 978-4-06-156541-8

飯高 茂・編／監修
A5 174頁 本体2,000円電⃞KS 978-4-06-153957-0

杉山忠男・著
二宮正夫・監修
A5 158頁 本体1,900円電⃞KS 978-4-06-156526-5

大原 仁・著
二宮正夫・監修
A5 152頁 本体1,900円電⃞KS 978-4-06-156527-2

長崎生光・監修
牛瀧文宏・編
A5 189頁 本体2,200円⃞KS 978-4-06-156530-2

小寺平治・著
A5 172頁 本体2,200円⃞KS 978-4-06-156546-3
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【数学】

新版 集合と位相
そのまま使える答えの書き方

明解 ガロア理論 原著第 3版

明解 ゼータ関数とリーマン予想

ヤコビ 楕円関数原論

黒板や解答用紙に「そのまま」書ける
形式での「答え」を提供し、好評を博
したロングセラーを刷新。「書く」に
は欠かせない論理の章を加え、より初
歩から集合・位相の証明問題と向き合
えるよう配慮した。

悲劇の天才ガロアが残した世にも偉大
な贈り物。世界的に高名な数学解説の
名手、イアン・スチュアートの手にな
る最新の増補改訂。難解といわれるガ
ロア理論を、「具体」から「抽象」へ
の流れで明解に説き明かす。

天才数学者たちが探求したゼータ関数
の理論を、基本から一歩ずつ解説した
１冊。この名著を本邦初の翻訳で日本
の読者に贈る。数学史上最大級の未解
決問題「リーマン予想」を理解するた
めの必携の書。

世界初の翻訳で世に問う、楕円関数論
の源流たる名著！　天才数学者ヤコビ
の主著『フンダメンタ・ノヴァ』を、
ラテン語原典から完全翻訳。現代数学
に底流する楕円関数論の理解のために、
全ての研究者・数学ファンに贈る１冊。

一樂重雄・監
A5 174頁 本体2,200円⃞KS 978-4-06-156557-9

I. スチュアート・著
並木雅俊／鈴木治郎・訳
A5 366頁 本体4,500円⃞KS 978-4-06-155770-3

H.M. エドワーズ・著
鈴木治郎・訳
A5 345頁 本体4,500円⃞KS 978-4-06-155799-4

カール・G.J. ヤコビ・著
高瀬正仁・訳
A5 254頁 本体7,800円電⃞KS 978-4-06-156504-3

基礎物理数学　第４版
ベクトル・テンソルと行列

基礎物理数学　第４版
特殊関数

アルフケン教授が18年間にわたる講義
を基礎にまとめあげた物理数学のテキ
スト。書き方は非常に親切、かつ、て
いねい。実例が豊富で、工科系学生に
も入りやすい。

親切、ていねいな説明で定評のあるア
ルフケン物理数学。第1章　ガンマ関
数、第2章　ベッセル関数、第3章　ル
ジャンドル関数、第4章　特殊関数。

アルフケン／ウェーバー・著 
権平健一郎／神原武志／小山直人・訳
A5 350頁 本体4,500円⃞KS 978-4-06-153960-0

アルフケン／ウェーバー・著 
権平健一郎／神原武志／小山直人・訳
A5 270頁 本体4,200円⃞KS 978-4-06-153979-2
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【スタンダード工学系の数学シリーズ】

スタンダード　工学系の複素解析

スタンダード　工学系の微分方程式

スタンダード　工学系の
フーリエ解析・ラプラス変換

スタンダード 工学系のベクトル解析

電気系・情報系など、工学部の学科で
必要とされる複素数の基本をコンパク
トにまとめた。講義を組み立てやすく
する工夫満載。関数の定義域としての
複素平面の扱いなど、フルカラーで視
覚的にもわかりやすく解説。

微分方程式を立てて標準的な方法で解
けるようになることを目標に、工学部
全学科必須範囲をカバーする。講義が
組み立てやすい15章構成。要点が見や
すく理解しやすいフルカラー教科書。

工学部の専門科目で使われる解析手法
を基礎から解説する。高速フーリエ変
換や離散関数への橋渡しにも配慮。要
点や進度がわかりやすいレイアウトで
教科書として使いやすい。

ベクトルとは何かにはじまり、内積、
外積、div、grad、rot、▽、偏微分や
積分に至るまで、基本に絞り解説する。
要点整理や見やすい図など、カラーを
いかした学びやすい紙面で、工学部専
門基礎科目テキストに好適。

安岡康一／広川二郎・著
A5 111頁 本体1,700円電⃞KS 978-4-06-156534-0

広川二郎／安岡康一・著
A5 111頁 本体1,700円電⃞KS 978-4-06-156533-3

植之原裕行／宮本智之・著
A5 143頁 本体2,000円⃞KS 978-4-06-156540-1

宮本智之／植之原裕行・著
A5 111頁 本体1,700円⃞KS 978-4-06-156539-5

スタンダード工学系の数学シリーズ
解析系必須科目を大学ごとの講義スタイルにあわせて
選べる形に編集。
15章を３つのパートに分け、パートごとに学んだこと
を確認できる確認事項リストをつけた。
「授業のための事前の準備」→「授業の受講」
→「事後の展開」による「主体的な学び」
（中央教育審議会大学分科会大学教育部会審議まとめ）
の実現を目指したテキスト。
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【統計】

はじめての統計15講

ゼロから学ぶ統計解析

今日から使える統計解析

単位が取れる 統計ノート

高１レベルの数学知識を前提として、
Σを使わないなど、レベルに配慮し、
内容を15節にわけ、授業で使いやすい
ように工夫した。最新の統計データを
用いながら具体的に学ぶ、初級者向け
教科書。

天下り的な記述ではなく、統計学の諸
概念と手法を、rootsとmotivationを大
切にわかりやすく解説。学会誌でも絶
賛の楽しく、爽やかな入門書。

統計の意味も使い方も、この１冊にお
任せ！　プロとして現場で統計解析を
使い倒した著者が、痛快な例題と丁寧
な解答、珠玉のわかりやすさで綴る統
計術の秘伝書。「統計にダマされる人」
はこれにて卒業！

受験数学界の泰斗・西岡康夫先生が満
を持して解き放つ最高の学習参考書！　
ビデオの売り上げなど、大学生に身近
なデータを駆使し、統計に親しみが持
てるよう工夫した。統計のエッセンス
が凝縮された大学生必携の１冊。

小寺平治・著
A5 134頁 本体2,000円⃞KS 978-4-06-156501-2

小寺平治・著
A5 222頁 本体2,500円⃞KS 978-4-06-154656-1

大村 平・著
A5 206頁 本体2,300円⃞KS 978-4-06-155656-0

西岡康夫・著
A5 220頁 本体2,400円⃞KS 978-4-06-154457-4

実践のための基礎統計学

生物系のための
やさしい基礎統計学

ステップアップ心理学シリーズ

心理統計入門
　わかって使える検定法

知識ゼロからはじめるデータサイエン
ス。豊富な図や演習で、理解が深まり、
個々の問題に適用するための基礎を身
につけることができる。統計検定2級、
3級受験者にも好適。実践志向のやさ
しい統計本。

大学1・2年生向け講義のテキストとし
て最適！バイオで頻出する例題を解き
ながら、統計の基本的な考え方や処理
方法が自然と身につきます。エクセル
操作のポイントを紹介するので、実験
レポートや卒論でも役立ちます。

「心理学って数学使うの!?」と驚いた
筋金入りの文系学生のために。なぜ統
計なのか、どんなときにどの手法を使
うのか、納得しながら身につけられる。
学生の気持ちをよく知る著者による、
ステップアップ型の親切な入門書。

下川敏雄・著
A5 239頁 本体2,600円⃞KS 978-4-06-156562-3

藤川 浩／小泉和之・著
A5 224頁 本体2,200円⃞KS 978-4-06-156565-4

板口典弘／森 数馬・著
A5 予256頁 近刊⃞KS 978-4-06-154810-7
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【統計・経済】

入門 共分散構造分析の実際

だれでもわかる数理統計

みんなの医療統計
　12日間で基礎理論とEZRを完全マスター！

単位が取れる 経済数学ノート

理論より使い方で学ぶ注目の多変量解
析手法。先輩ユーザーとして入門者の
必要を理解している著者らによる実践
入門書。コンピュータのアウトプット
の意味がわかる賢いユーザーを目指そ
う！　数式が苦手でも大丈夫。

わかりやすい、やさしい、コンパクト！　
データ収集の基本から始めて、統計処
理に必要となる数学的な考え方をてい
ねいに解説する。教科書執筆の名手が
書き下ろす、全編フルカラーの新しい
数学テキスト。

医療統計を学ぶすべての人におくる
新・定番の解説書！　『よくわかる解
説編』と『EZRを使って統計処理をし
てみよう』の二部構成を基本としたつ
くりで、基本的な解析手法がばっちり
身につく！

単位がヤバイ……という学生必携の１
冊！　「経済学入門塾シリーズ」の人
気講師・石川秀樹先生がやさしく解説
します。知識ゼロからでも大丈夫です。
試験のポイントの的確さはハンパな
い！

朝野熙彦／鈴木督久／小島隆矢・著
A5 174頁 本体2,800円⃞KS 978-4-06-155751-2

石村貞夫・著
A5 191頁 本体1,900円⃞KS 978-4-06-156549-4

新谷 歩・著
A5 255頁 本体2,800円電⃞KS 978-4-06-156314-8

石川秀樹・著
A5 135頁 本体1,900円⃞KS 978-4-06-154479-6

Excelで簡単統計
　Excel2007対応版
　データ入力一発解答 CD-ROM付

Excelで簡単 多変量解析
　データ入力一発解答 CD-ROM付

Excelで簡単 多重比較
　データ入力一発解答 CD-ROM付

データ貼り付け答えがポン！が55。卒
論、研究現場で役立つ進化した好評ソ
フト「猫一」の2007対応版。マニュア
ル不要の55種の計算が簡単便利にでき
るスグレモノ。統計をやってこなかっ
た人を前提に解説も充実！

データ貼り付け答えがポン！の多変量
解析編。マニュアル不要で重回帰、主
成分、判別、クラスター、分散の分析
がデータを貼るだけで簡単にできる。
卒論もレポートもデータマイニングも
付録ソフト『三毛猫』におまかせ！

３群以上の平均値の比較に用いる多重
比較。エクセルシートにデータを貼り
付けるだけで、計算結果を簡単に出す
ことができるようにしたソフト付き。
生物学、薬学、看護学、栄養学、教育
系の例を用いて解説。研究者必携書。

小椋將弘・著
A5 230頁 本体3,500円⃞KS 978-4-06-155783-3

小椋將弘・著
A5 233頁 本体3,800円⃞KS 978-4-06-155758-1

小椋將弘・著
A5 165頁 本体3,200円⃞KS 978-4-06-156509-8
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【経済】

経済・経営・商学のための 実践データ分析
　アンケート・購買履歴データをいかす

実践システム・シンキング
　論理思考を超える問題解決のスキル

単位が取れる マクロ経済学ノート

単位が取れる ミクロ経済学ノート

予測にいかす統計モデリングの基本
　ベイズ統計入門から応用まで

式や記号が嫌いという気持ちがわかる
著者が全体を組み立て、情報科学の専
門家が一歩進むためのヒントを加え
た。基礎がわかれば、自分の課題にい
かせる。「集まってしまう」データを「使
えるデータ」にするコツを知ろう。

だれでもできる、すぐできる、何にで
も使える思考術。われわれが直面する
問題の多くは、論理だけでは太刀打ち
できない。全体を見通す視点をもって、
袋小路から抜け出そう！　豊富な練習
問題で経験を積み、即実践、即戦力！

単位が心配……という学生さんをお助
けします。公務員試験対策本「経済学
入門塾シリーズ」で有名な人気講師・
石川秀樹先生がマクロ経済学をマスタ
ーする秘訣を伝授。満足度300％の最
高・最強の入門書登場！

単位がヤバイ……という学生必携の１
冊‼　「経済学入門塾シリーズ」で有
名な人気講師・石川秀樹先生がやさし
く丁寧に解説。試験のポイントもがっ
つり伝授。『単位が取れるマクロ経済
学ノート』の姉妹編。

ベイズの基礎から自力でのモデル構築
まで。データの見方や考え方から述べ
られた本当にほしかった入門書。マ
ニュアル本や事例集では自分の仕事に
いかせなかった人必読。動的モデルで
実際に予測をしてみよう。

奥瀬喜之／久保山哲二・著
A5 141頁 本体1,800円⃞KS 978-4-06-157300-0

湊 宣明・著
A5 190頁 本体2,200円⃞KS 978-4-06-157305-5

石川秀樹・著
A5 142頁 本体1,900円⃞KS 978-4-06-154478-9

石川秀樹・著
A5 150頁 本体1,900円⃞KS 978-4-06-154477-2

樋口知之・著
A5 156頁 本体2,800円電⃞KS 978-4-06-155795-6
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【情報科学】

GPUプログラミング入門
　CUDA5による実装

OpenCVによる画像処理入門

数理最適化の実践ガイド

今日から使える！ 組合せ最適化
　離散問題ガイドブック

NVIDIA社全面協力のもと、新アーキ
テクチャKepler、最新GPUのCUDA5.0
に対応した世界初の入門書！　FOR	
TRANにも対応し、数値計算の応用例
も多彩で、初学者にも上級者にも必ず
役立つ！

OpenCVで画像処理の基本が身につく
入門書！　基礎概念を丁寧に解説し、
実用的な３言語（Ｃ言語、C＋＋、
Python）によるプログラミングを多
く掲載した。理論と実践のバランスが
よく、テキストにも最適。

何を理解し、どう選び、どう使いこな
すか。システム、アルゴリズム、工程、
モデル、装置など、最適化するべき課
題をもつ人のための道案内。連続最適
化問題を中心に、企業研究者が現場で
実感した知恵を伝授する。

連続問題に比べ、体系としては考えづ
らいといわれる離散問題を実用レベル
で分類・整理し、実際に解決するため
の道を示す。最適化やアルゴリズムの
基本も、実践に必要な範囲に絞って解
説。現実に解きたい人のための本。

伊藤智義・編
B5変 213頁 本体2,800円電⃞KS 978-4-06-153820-7

小枝正直／上田悦子／中村恭之・著
B5変 236頁 本体2,800円⃞KS 978-4-06-153822-1

穴井宏和・著
A5 158頁 本体2,800円電⃞KS 978-4-06-156510-4

穴井宏和／斉藤 努・著
A5 142頁 本体2,800円⃞KS 978-4-06-156544-9

基礎から学ぶ
電気電子・情報通信工学

情報メディア論
　テクノロジー・サービス・社会

「電気はなぜ伝わるのか」「インター
ネットになぜつながるのか」といった、
電気・電子、情報、通信系の学生なら
ば必ず知っておかなければならない基
礎事項を網羅したテキスト。キーワー
ド・演習問題つき。

SNSや電子マネーなど現代の生活に欠
くことのできないサービスとそれを支
える技術、さらにそれらが社会へ与え
る影響について学ぶ。教養として身に
つけたいディジタルメディアの基礎を
総合的に学ぶことができる教科書。

田口俊弘／堀田利一／鹿間信介・編著
B5 175頁 本体2,400円⃞KS 978-4-06-156561-6

小泉宣夫／圓岡偉男・著
B5 155頁 本体2,400円⃞KS 978-4-06-153826-9

例にもとづく情報理論入門 定理の厳密な証明を避け、例題を通じ
て着実に理解が進むよう配慮。情報系
の必須科目の最も平易かつていねいな
教科書。アルゴリズムや暗号との関連
性についても解説。電子・通信・情報
工学系学部生向けテキスト。

大石進一・著
A5 142頁 本体2,136円⃞KS 978-4-06-153803-0
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【情報科学】

POV-Rayで学ぶ はじめての3DCG制作
　つくって身につく基本スキル

フリーソフトPOV-Rayを使った作品
づくりを通じて、初心者がCGの基本
をマスターできる一冊。オブジェクト
の扱い方から始めて、色や光、背景の
操作などを順番に習得する。さらに演
習で、学んだ技術を定着させる。

松下孝太郎・編著
B5 予160頁 近刊⃞KS 978-4-06-153827-6
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【イラストで学ぶ情報科学シリーズ】

イラストで学ぶ
ヒューマンインタフェース

イラストで学ぶ
情報理論の考え方

イラストで学ぶ 機械学習
　最小二乗法による識別モデル学習を中心に

イラストで学ぶ
人工知能概論

イラストで学ぶ 音声認識

イラスト満載！　これ１冊ですべてが
わかる！　人間特性、GUI設計、ユー
ザビリティ評価などをイラストととも
に学ぼう。事例も適宜紹介され、ヒュ
ーマンインタフェースの全貌をわかり
やすく解説。

イラストを駆使した珠玉の１冊！　抽
象的でとっつきにくいシャノンの情報
理論をイラストとともに学ぼう！　２
進数の概念から誤り訂正符号までを平
易に解説。初学者にとって最良の教科
書を目指した。

最小二乗法で、機械学習をはじめま
しょう‼　数式だけでなく、イラスト
や図が豊富だから、直感的でわかりや
すい！　MATLABのサンプルプログ
ラムで、らくらく実践。さあ、黄色本
よりさきに読もう！

ホイールダック２号の冒険物語を通し
て、人工知能全般が学べる異色の教科
書！　これからの人工知能に欠かせな
い「位置推定」「学習と認識」「自然言
語処理」に多くのページを割く構成。
新時代の定番テキストはこれだ！

買わずにはいられない！　本書で音声
認識技術の基礎理論をマスターしよ
う。一目でわかる的確なイラストで、
初学者が知っておくべきことを平易に
解説。聴覚器官・発声器官の構造と機
能や、WFSTについても詳しく解説。

北原義典・著
A5 223頁 本体2,600円電⃞KS 978-4-06-153816-0

植松友彦・著
A5 239頁 本体2,400円電⃞KS 978-4-06-153817-7

杉山 将・著
A5 230頁 本体2,800円電⃞KS 978-4-06-153821-4

谷口忠大・著
A5 253頁 本体2,600円電⃞KS 978-4-06-153823-8

荒木雅弘・著
A5 191頁 本体2,600円⃞KS 978-4-06-153824-5

ずっと、初学者品質。

イラストで学ぶ情報科学シリーズ
・情報科学の基盤となっている理論や技術をイラストで学ぼう！
・徹底してわかりやすさを追求します。
・誰もが認める最強の執筆陣。
・初学者の独習書としても、講義のテキスト
　としても大好評‼
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【イラストで学ぶ情報科学シリーズ】

イラストで学ぶ ディープラーニング 機械学習ブームを牽引する「ディープ
ラーニング」が「イラストで学ぶシリ
ーズ」に登場！　チュートリアルの経
験豊富な著者が、カラー図版で明快に
解説した。「ディープラーニング」を
使いこなしたい人向け。

山下隆義・著
A5 215頁 本体2,600円⃞KS 978-4-06-153825-2
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【機械学習プロフェッショナルシリーズ（全30巻）】

機械学習のための確率と統計

深層学習

オンライン機械学習

トピックモデル

機械学習分野に参入したい技術者・大
学生を対象とし、機械学習技術の理解
に必要なトピックに厳選した。イメー
ジが摑めるように図を多く掲載したか
ら、わかりやすい。コンパクトなので
初学者の教科書としても最適！

いま最も注目されている機械学習手法
である深層学習（ディープラーニング）
の本邦初の入門書。講演会・講習会で
引く手あまたのトップ研究者が、満を
持して執筆した大注目の１冊‼

誰でもすぐにオンライン機械学習を実
践できる即戦力の入門書！　オンライ
ン機械学習の基礎から理論、実装、応
用、最新手法までをすべて網羅し、明
快に解説した。この１冊で、面白いほ
どよくわかる‼

離散確率分布の基本から、各種モデル、
応用事例、今後の展開までが１冊で見
通せる。日々生成されるデータはその
ままでは意味を成さない。機械がデー
タの意味を発見できる背景、理論、応
用がわかる。

杉山 将・著
A5 127頁 本体2,400円電⃞KS 978-4-06-152901-4

岡谷貴之・著
A5 175頁 本体2,800円電⃞KS 978-4-06-152902-1

岡野原大輔／得居誠也／海野裕也／徳永拓之・著
A5 168頁 本体2,800円電⃞KS 978-4-06-152903-8

岩田具治・著
A5 158頁 本体2,800円電⃞KS 978-4-06-152904-5

明日を切り拓け！　挑戦はここから始まる。

機械学習プロフェッショナルシリーズ（全30巻）
杉山　将（編集）

・発展著しい機械学習技術の数学的な基礎理論、
　実用的なアルゴリズム、それらの活用法を簡潔丁寧に解説。
・ビッグデータ時代を牽引している若手・中堅の現役
　研究者が一堂に会した最強の執筆陣！
・手に取りやすいページ数で、大事な点をしっかりと
　押さえた必携書。
・データ解析分野に参入したい技術者・大学生向け。

第１期刊行
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【機械学習プロフェッショナルシリーズ（全30巻）】

サポートベクトルマシン

確率的最適化

統計的学習理論

異常検知と変化検知

劣モジュラ最適化と機械学習

スパース性に基づく機械学習

さまざまな学習アルゴリズムはもちろ
んのこと、「構造化サポートベクトル
マシン」「弱ラベル学習」などの新し
いアプローチについても明快に解説し
た。わかりやすい、実にわかりやすい！
こんな本を待っていた。

教師あり学習や凸解析の復習から、大
量データ解析に有用な並列分散確率最
適化までを１冊で。広く知られている
技法も新しいトピックも、丁寧な解説
できちんと理解できる。式の成り立ち、
アルゴリズムの意味がわかる！

どのような学習アルゴリズムが効率的
かを見極めるには、確率論・統計学に
根ざした基礎が不可欠。カーネル法、
SVM、ブースティングなど、重要概念
を丁寧に記述した。学習手法をしっか
り理解して使いこなせるようになる。

企業所属の著者が、データ解析に携わ
る人の視点でまとめた。必要な理論を
幅広く、体系的に述べる。大規模デー
タから「珍しいパターン」を見出す、
あるいは変化の「兆し」を素早くつか
む必要がある人は必読。

解法にたどりつくことが難しい組合せ
最適化（離散最適化）問題を、劣モジュ
ラ性を使って広範囲に扱う。この離散
凸構造をアルゴリズムや事例に言及し
ながら解説する。パワフルな道具を手
に入れよう。

どんな分野でも効率的な処理には優れ
たアルゴリズムが欠かせない。スパー
ス（疎）という性質に着目すると、最
短の道が見えてくる。定義や必要な数
理、考え方の基礎から今後期待される
応用方法までを１冊で学ぼう。

竹内一郎／烏山昌幸・著
A5 189頁 本体2,800円電⃞KS 978-4-06-152906-9

鈴木大慈・著
A5 174頁 本体2,800円電⃞KS 978-4-06-152907-6

金森敬文・著
A5 189頁 本体2,800円電⃞KS 978-4-06-152905-2

井手 剛／杉山 将・著
A5 190頁 本体2,800円電⃞KS 978-4-06-152908-3

河原吉伸／永野清仁・著
A5 184頁 本体2,800円⃞KS 978-4-06-152909-0

冨岡亮太・著
A5 191頁 本体2,800円⃞KS 978-4-06-152910-6

第２期刊行

第３期刊行
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【機械学習プロフェッショナルシリーズ（全30巻）】

生命情報処理における機械学習
　多重検定と推定設計

ゲノム解析、タンパク質構造分析など、
データに基づき成果が得られてきてい
る生命科学で、情報を発見につなげる
方法を解説する。近年、ますます増え
るデータを研究に活かすには機械学習
は必須となる。研究者必携。

瀬々 潤／浜田道昭・著
A5 190頁 本体2,800円⃞KS 978-4-06-152911-3

第４期刊行

第５期刊行

ノンパラメトリックベイズ
　点過程と統計的機械学習の数理

ヒューマンコンピュテーショ
ンとクラウドソーシング

変分ベイズ学習

グラフィカルモデル

ウェブデータの機械学習

確率分布の基礎から時系列データやス
パースモデリングへの応用までを明快
に説く。理論的な背景である測度論も
基礎から丁寧に解説する親切設計。新
進気鋭のエース研究者が、満を持して
執筆した。全ベイジアン必携！

計算機では対応できない問題は，ヒュ
ーマンコンピュテーションとクラウド
ソーシングを組み合わせて解決する！
基本概念から技術的課題とその解決方
法までをわかりやすく紹介。将来展望
や研究動向も把握できる最適な一冊！

有効な近似手法なくして、実問題の解
決なし。本書では、ベイズ学習の基礎
と、計算が困難な問題群で力を発揮す
る近似手法「変分ベイズ学習」を学ぶ。
「共役性」と「制約の設計指針」に焦
点を当て、簡潔に説き起こした。

各種グラフィカルモデルの紹介から、
機械学習における使い方まで丁寧に解
説する。この手法が有効な問題の見分
け方、グラフの扱い、推論・学習に活
かす方法など、必要なことをコンパク
トにまとめた。

ウェブデータに対し、機械学習がどの
ように応用されているかを概観する。
なかでも、評判分類の学習、単語の意
味表現、検索結果の順序学習を重点的
に解説。話題を瞬時に発見するバース
ト検出やウェブのリンク解析も紹介。

佐藤一誠・著
A5 170頁 本体2,800円⃞KS 978-4-06-152915-1

鹿島久嗣／小山 聡／馬場雪乃・著
A5 127頁 本体2,400円⃞KS 978-4-06-152913-7

中島伸一・著
A5 159頁 本体2,800円⃞KS 978-4-06-152914-4

渡辺有祐・著
A5 183頁 本体2,800円⃞KS 978-4-06-152916-8

ダヌシカ・ボレガラ／岡﨑直観／前原貴憲・著
A5 186頁 本体2,800円⃞KS 978-4-06-152918-2
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【機械学習プロフェッショナルシリーズ（全30巻）】

バンディット問題の
理論とアルゴリズム

データ解析における
プライバシー保護

後悔のない選択肢をあぶり出せ！　方
策やリグレット解析などの基礎理論を
丁寧に解説。最適腕識別や連続腕バン
ディットはもちろんのこと、モンテカ
ルロ木探索やインターネット広告など
のより具体的な状況への対応も紹介。

日本のプライバシー保護技術の数理を
牽引する研究者が、「仮名化／匿名化」
「差分プライバシー」「秘密計算」を統
計学・データ工学・暗号理論の観点か
ら丁寧に解説した。とにかくわかりや
すい。データ解析実務者も必読！

本多淳也／中村篤祥・著
A5 218頁 本体2,800円⃞KS 978-4-06-152917-5

佐久間 淳・著
A5 231頁 本体3,000円⃞KS 978-4-06-152919-9

機械学習のための連続最適化

関係データ学習

オンライン予測

おだやかではない。かつてこれほどの
教科書があっただろうか？　「制約な
し最適化」「制約付き最適化」「学習ア
ルゴリズムとしての最適化法」という
独自の切り口で、機械学習に不可欠な
基礎知識が確実に身につく！

データ単体ではなくデータ間の関係に
注目すると、データが「次」を予測し
てくれる。多重に次元が上がる解析を
実際に行うために必要な知識を1冊に
おさめた。考え方を理解して、自分の
分野で応用しよう。

絶えず流れる情報を、いかに捉え、い
かに学習するか？　広告配信、証券投
資、経路探索……いまや豊富な応用分
野を擁するオンライン予測。Hedge、
OGD、ONSなど多彩なアルゴリズム
を理解し、使えるようになる。

金森敬文／鈴木大慈／竹内一郎／佐藤一誠・著
A5 予352頁 近刊⃞KS 978-4-06-152920-5

石黒勝彦／林 浩平・著
A5 予192頁 近刊⃞KS 978-4-06-152921-2

畑埜晃平／瀧本英二・著
A5 予160頁 近刊⃞KS 978-4-06-152922-9

第６期刊行予定

画像認識 デジタルカメラの顔認識機能など、身
近で利用されている画像認識。機械学
習の応用により、その精度は格段に向
上している。基礎から機械学習を取り
入れた応用、そして今後の展望まで、
最前線で活躍する研究者が解説する。

原田達也・著
A5 予256頁 近刊⃞KS 978-4-06-152912-0
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【機械学習プロフェッショナルシリーズ（全30巻）】

強化学習
森村哲郎・著

深層学習による自然言語処理
坪井裕太／海野裕也／鈴木 潤・著

統計的音響信号処理
亀岡弘和／吉井和佳・著

脳画像のパターン認識
神谷之康・著

ロボットの運動学習
森本 淳・著

ガウス過程と機械学習
持橋大地／大羽成征・著

第７期刊行予定
映像・音声認識
篠田浩一・著

統計的因果探索
清水昌平・著
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【穴埋め式らくらくワークブックシリーズ】

穴埋め式 微分積分
らくらくワークブック

穴埋め式 線形代数
らくらくワークブック

穴埋め式 確率・統計
らくらくワークブック

穴埋め式 統計数理
らくらくワークブック

悩むより、書いてマスターする計算の
コツ。ノートの準備がなくても、教科
書の証明がよくわからなくても、まず
は公式を実際に使ってみよう！　穴埋
めを手がかりに、数学ユーザーのため
の「手でわかる」演習書。

行列、ベクトル……公式丸暗記では使
えない。公式は、使ってこそ価値があ
る。本当の基礎、必要とされる部分に
絞っての出題と、公式の使い方がわか
る穴埋め問題。書き込みながら、数学
を使えるようになる１冊。

大がかりな背景より、使いでのある式
で練習。数学を上手に使うための数の
数え方から、統計の入り口まで、穴埋
め問題を足がかりに、基本をマスター。
よく使われる公式や用語に絞って出題
された実用的演習書。

書いているうちに感覚がつかめる簡単
練習帳。統計用語や基本的な使い方を
手を動かしながらいつのまにかマスタ
ー。統計を使うなら、知っておきたい
基礎の基礎を学べる初心者に最適の１
冊。さあ、はじめよう！

藤田岳彦／石村直之・著
B5 174頁 本体1,900円⃞KS 978-4-06-153992-1

藤田岳彦／石井昌宏・著
B5 174頁 本体1,900円⃞KS 978-4-06-153993-8

藤田岳彦／高岡浩一郎・著
B5 174頁 本体1,900円⃞KS 978-4-06-153994-5

藤田岳彦・監修　黒住英司・著
B5 174頁 本体1,900円⃞KS 978-4-06-153995-2

わかった「つもり」じゃ使えない

穴埋め式らくらくワークブックシリーズ
数学を「極めたい」人ではなく、数学を
「使いこなしたい」人のための練習帳。
何から手をつけていいかわからないなら、
「とりあえず」これ！　講義や教科書では
「何か不安」なら、やはりこれ。広いスペ
ースで手を動かしてみよう。
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【講談社基礎物理学シリーズ（全12巻）】

0 巻 大学生のための物理入門

1巻 力学

2巻 振動・波動

3巻 熱力学

４巻 電磁気学

教養としての物理学を解説。長さと
は？　重さとは？　といった基礎から
始め、身の回りから原子・宇宙までの
話題を盛り込み物理の面白さを体感。
理系のみならず、文科系・教養の教科
書として最適。

物理学の第１歩はこの教科書から。大
学に入学して初めて力学を学ぶ学生向
け教科書。物理学科や、応用的な理工
学の分野に進む学生など、広範囲な学
生を対象。重要な例題を多くし知識の
定着を図る。

実際の現象から原理を学ぶ。単振動に
始まり、減衰振動・強制振動、波の干
渉・回折そして波動方程式までをさま
ざまな物理現象と結びつけながら解
説。フーリエ解析の手法もやさしく説
明。

熱力学を学び始める人のための教科
書。熱力学の考え方を丁寧に説明し、
熱力学の第１法則、第２法則、熱機関
などの事項を体系的に理解できるよう
に解説。例題には、身近な現象から実
際の実験までを記述。

丁寧に説く電磁気学の理論とその意
味。著者の豊富な講義・演習の経験を
反映して、学生がどうすれば電磁気学
を理解できるかに配慮した。初学者に
最適でありながら、電磁気学の深い理
解へ導く構成。

並木雅俊・著
A5 215頁 本体2,500円電⃞KS 978-4-06-157200-3

副島雄児／杉山忠男・著
A5 232頁 本体2,500円電⃞KS 978-4-06-157201-0

長谷川修司・著
A5 253頁 本体2,600円電⃞KS 978-4-06-157202-7

菊川芳夫・著
A5 206頁 本体2,500円⃞KS 978-4-06-157203-4

横山順一・著
A5 290頁 本体2,800円⃞KS 978-4-06-157204-1

21世紀の新教科書シリーズ

講談社基礎物理学シリーズ （全12巻）
シリーズ編集委員 二宮正夫／北原和夫／並木雅俊／杉山忠男

・「高校復習レベルからの出発」と「物理の本質的な理解」を両立！
・独習も可能な「やさしい例題展開」方式！
・第一線級のフレッシュな執筆陣！　経験と信頼の編集陣！
・講義に便利な「１章＝1講義（90分）」スタイル！
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【講談社基礎物理学シリーズ（全12巻）】

5 巻 解析力学

6巻 量子力学Ⅰ

７巻 量子力学Ⅱ

８巻 統計力学

９巻 相対性理論

10巻 物理のための数学入門

11巻 現代物理学の世界
　トップ研究者からのメッセージ

物理学の論理構成の美しさを知る。初
等力学から解析力学の流れと、物理に
おける解析力学の位置づけを体系的に
理解。ラグランジュ方程式や正準方程
式などを網羅し、量子力学とのつなが
りにも触れた。

はじめて学ぶ人のための絶好の教科
書。できるだけ平易な理論と数式を用
い、本質が摑めるように構成。例題を
多く入れ、量子力学入門的な部分をき
ちんと理解できるように説明。量子力
学の学習のスタートに最適。

量子力学の体系を知る最適の教科書。
量子力学の基本的性質から、摂動論、
散乱問題、ファインマン経路積分など
を解説。内容の多くを例題を通して詳
解。解答付き章末問題もあり。最近の
学生が興味をもつテーマも解説。

統計力学を学ぶ学生必携のバイブル。
統計力学の理論的体系を解説したうえ
で、さまざまな物質の物性、熱力学と
の関連、さらには量子力学への導入ま
で、統計力学の方法論がいかに用いら
れるかを詳述。

相対論を初めて学ぶ人に最適。相対性
理論の基礎である特殊相対性原理やロ
ーレンツ変換を、具体例を通し明解に
解説。一般相対性理論への導入を目指
し、近年の観測に伴う新たな知見にも
触れた。

数学でつまずかないために。力学、振
動・波動、熱力学、電磁気学、量子力
学を学ぶ上で必要となる数学的事項
を、具体的例題を豊富に入れて説明。
数学力、物理力の両方が身につく一石
二鳥の本。

物理学はいま、どこまで進んでいるの
か。現代物理学が解き明かした無数の
知見を第一線の研究者20名余が一丸と
なり執筆。次世代を担う読者に熱い
メッセージを贈る。物理学の「いま」
を知りたい人に最適。

伊藤克司・著
A5 199頁 本体2,500円電⃞KS 978-4-06-157205-8

原田 勲／杉山忠男・著
A5 223頁 本体2,500円電⃞KS 978-4-06-157206-5

二宮正夫／杉野文彦／杉山忠男・著
A5 222頁 本体2,800円電⃞KS 978-4-06-157207-2

北原和夫／杉山忠男・著
A5 243頁 本体2,800円電⃞KS 978-4-06-157208-9

杉山 直・著
A5 215頁 本体2,700円電⃞KS 978-4-06-157209-6

二宮正夫／並木雅俊／杉山忠男・著
A5 266頁 本体2,800円電⃞KS 978-4-06-157210-2

二宮正夫・編
A5 202頁 本体2,500円⃞KS 978-4-06-157211-9
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【今度こそわかるシリーズ】

今度こそわかる場の理論

今度こそわかる
くりこみ理論

今度こそわかる
ゲーデル不完全性定理

今度こそわかる
マクスウェル方程式

今度こそわかる
Ｐ≠NP予想

丁寧に説く「量子場」の基礎の基礎。
学部１年生から「量子場の理論」に慣
れ親しむための入門書。予備知識を最
小限度に抑えて、ゼロから学んでいく。
場の理論はむずかしくない！

物性物理から素粒子物理まで、幅広い
物理現象の本質をとらえる「くりこみ
理論」を丁寧に解説。多くの人の「学
ぼうとしても、たどり着く前に挫折す
る」という経験を熟知した著者が、物
理的直観を重視して読者に導く１冊。

ゲーデルは、何を証明しようとしたの
か？　数理論理学を初学者に教えれば
右に出る者のない著者が、わかりやす
い言葉遣いで説く。初学者が不完全性
定理を一歩ずつ着実に理解できるよう
に心がけた、新しい入門書。

マクスウェル方程式は物理学の「宝石」
だ！　たった４つの式から電気と磁気
のすべての法則が導かれるのは、まさ
に知的快感。ベクトル解析の直観的意
味も解説しつつ、電磁気学のエッセン
スを明快・簡潔にえぐり出す好著。

計算機で解けない問題は存在するか？　
計算機科学の奥深くに控えた重大な未
解決問題が、学部生レベルを超えない
数学予備知識で理解できる。今までの
どの本を読んでもよくわからなかった
読者に贈る、平易な「再入門書」。

西野友年・著
A5 215頁 本体2,900円電⃞KS 978-4-06-153282-3

園田英徳・著
A5 207頁 本体2,800円電⃞KS 978-4-06-156603-3

本橋信義・著
A5 171頁 本体2,700円電⃞KS 978-4-06-156506-7

岸野正剛・著
A5 184頁 本体2,800円電⃞KS 978-4-06-156604-0

渡辺 治・著
A5 185頁 本体2,800円電⃞KS 978-4-06-156600-2

「そうだったのか」と思わず叫ぶ面白さ！

今度こそわかるシリーズ
重要だが難しそうな理論や定理、法則にテーマを絞
り、初心者がつまずくところを熟知した著者が丁寧
に解説する。「今までの本ではわかった気がしない」
という声に応えて、本当に理解できる面白い記述を
特長とした新シリーズ。
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【今度こそわかるシリーズ】

今度こそわかる
ファインマン経路積分

今度こそわかる論理
　数理論理学はなぜわかりにくいのか

今度こそわかる
量子コンピューター

今度こそわかる素粒子の標準模型

天才ファインマンが作り上げた「経路
積分」により、量子論は飛躍的に進展
した。この画期的手法を、物理的意味
を重視してやさしく解読する。従来の
どの本を読んでもわからなかった読者
の再入門に最適の書。

「数理論理学は難解で、よくわからな
い」といわれる現状を打ち破る１冊。
身近な具体例から始めて、論理の考え
方を平易に説き、いつしか論理学の正
しい理解が身につく。読めば誰もがわ
かる平易な “再入門書” が誕生！

スパコンが千年かかって解けない問題
を数秒で解くという。この技術の理論
を独習自習したい人のために、基礎の
基礎から丁寧に解説。量子テレポーテ
ーションや量子暗号もこれでナット
ク！

クォーク、レプトン、ヒッグス粒子…科
学記事をにぎわす様々な素粒子は、い
かに構想され、発見されたのか。素粒
子理論を専門とする著者が、学部レベ
ルの量子力学と相対論を使って、素粒
子の理論的意味を丁寧に解説。

和田純夫・著
A5 239頁 本体3,000円電⃞KS 978-4-06-156601-9

本橋信義・著
A5 151頁 本体2,700円電⃞KS 978-4-06-156606-4

西野友年・著
A5 207頁 本体2,900円電⃞KS 978-4-06-156605-7

園田英徳・著
A5 216頁 本体2,900円電⃞KS 978-4-06-156608-8
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【今日から使えるシリーズ】

今日から使える物理数学

今日から使える複素関数

今日から使える微分方程式

実例で学ぶ数学は、使える・役立つ・
面白い。身のまわりの物理現象を解明
するのに、おおいに使える数学の方法。
決して難解ではない、便利な物理数学
に、多彩な実例からくわしくアプロー
チ。

i さえあれば、世の中すべて説明で
きる！　複素関数の「高尚で難解」な
イメージを一掃。電気回路から量子論
まで、現実に役立つ複素関数をお教え
します。入門も応用も一気に学べる、
面白くて欲張りな１冊！

微分方程式が解ける！　使えるように
なる！　無味乾燥な問題をただ解くだ
けの勉強はうんざり。「実際に何の役
に立っているか」を中心にした、実例
本位のやさしい解説で、きっと微分方
程式が面白くなります。

岸野正剛・著
A5 262頁 本体2,300円電⃞KS 978-4-06-155651-5

飽本一裕・著
A5 231頁 本体2,300円⃞KS 978-4-06-155663-8

飽本一裕・著
A5 254頁 本体2,300円⃞KS 978-4-06-155657-7

実例本位ですぐに身につき、たちまち使えるようになる！

今日から使えるシリーズ
実例に即したやさしい解説で、何に使う
のか、何のために学ぶのかをハッキリさ
せる物理・数学シリーズ。

今日から使えるラプラス変換・ｚ変換

今日から使えるフーリエ変換

難しい数学は一切不要。＋−×÷の四
則演算から始まるやさしい解説で、ラ
プラス変換が物理や工学にドンドン使
える。情報技術に重要なｚ変換まで見
すえた、実用のための最短入門書！

使えることに意義のあるフーリエ変換
を伝授。この世はすべて波だらけ。波
を分析するフーリエ変換を使いこな
し、世の中の様々な現象を解き明かし
ます！　抽象的な数学の授業にウンザ
リしている人にピッタリ。

三谷政昭・著
A5 231頁 本体2,300円⃞KS 978-4-06-155661-4

三谷政昭・著
A5 254頁 本体2,500円⃞KS 978-4-06-155654-6
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【今日から使えるシリーズ】

今日から使える統計解析

今日から使えるベクトル解析

統計の意味も使い方も、この１冊にお
任せ！　プロとして現場で統計解析を
使い倒した著者が、痛快な例題と丁寧
な解答、珠玉のわかりやすさで綴る統
計術の秘伝書。「統計にダマされる人」
はこれにて卒業！

使えるベクトル解析を手軽に体験しよ
う！　水や空気や電気の流れをどう
やって読み解くか？　多彩な例からベ
クトル解析の便利な技が身につく、最
高に実用的なお役立ち本。ベクトルを
知らない人でも大丈夫！

大村 平・著
A5 206頁 本体2,300円⃞KS 978-4-06-155656-0

飽本一裕・著
A5 205頁 本体2,500円⃞KS 978-4-06-155666-9
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【単位が取れるシリーズ】

単位が取れる 微積ノート

単位が取れる 線形代数ノート

単位が取れる 統計ノート

大学生に贈る、新感覚の学習参考書。
「板書するのって、面倒くさい……」
「試験対策用の参考書が欲しい……」
そんなあなたにお薦めする１冊。もう
ノートのコピーは、いりません。

予備校きっての人気講師・齋藤寛靖先
生が、線形代数のもつれた糸を解きほ
ぐす。いらない証明や役立たずな定理
はバッサリ省略し、本当に必要な要点
だけを明快に詳説。本書で勉強すれば
試験で差がつくこと請け合いである。

受験数学界の泰斗・西岡康夫先生が満
を持して解き放つ最高の学習参考書！　
ビデオの売り上げなど、大学生に身近
なデータを駆使し、統計に親しみが持
てるよう工夫した。統計のエッセンス
が凝縮された大学生必携の１冊。

馬場敬之・著
A5 205頁 本体2,400円⃞KS 978-4-06-154452-9

齋藤寛靖・著
A5 190頁 本体2,000円電⃞KS 978-4-06-154455-0

西岡康夫・著
A5 220頁 本体2,400円⃞KS 978-4-06-154457-4

これで単位は落とさない！

単位が取れるシリーズ
・大学受験界の超人気講師や大学現場の
　専門家の先生による執筆！
・明快なので高校で勉強してなくてもOK！
・ノートをとる手間を省いてくれる！
・実際の試験問題に即した問題を収録！
・穴埋め式の実習問題でパワーアップ！
・最少の労力・最短の時間で単位を取得！
・持ち込み可の試験はこの１冊にお任せ！

単位が取れる 微分方程式ノート

単位が取れる 力学ノート

予備校きっての人気講師・齋藤寛靖先
生が、微分方程式の試験に頻出する重
要なポイントをやさしく丁寧に解説す
る。カラフルで見やすいレイアウトや
わかりやすい内容が自慢の、これまで
なかった全く新しい学習参考書。

大学生のための参考書、ついに登場！
力学の試験に必要な知識をコンパクト
にまとめ、また頻出する問題を厳選し
ました。これを予備校の超人気講師、
橋元淳一郎先生がていねいに解説しま
す。力学の単位はこの１冊にお任せ！

齋藤寛靖・著
A5 204頁 本体2,400円電⃞KS 978-4-06-154464-2

橋元淳一郎・著
A5 189頁 本体2,400円電⃞KS 978-4-06-154451-2
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【単位が取れるシリーズ】

単位が取れる 力学演習帳

単位が取れる 流体力学ノート

単位が取れる 電磁気学ノート

単位が取れる 電磁気学演習帳

単位が取れる 電気回路ノート

試験に出る問題を厳選！　これだけや
れ！　大学受験のカリスマ、橋元淳一
郎先生が、試験に出る頻出問題とその
解答を丁寧に解説。単位なんか簡単に
取れる！

ご安心あれ！　流体力学もお任せくだ
さい！　〈単位が取れる〉シリーズに
現役大学教員がついに参戦！　流体力
学の単位がどうしても欲しいアナタに
は、経験豊富な武居先生の懇切丁寧な
解説がどんぴしゃり！

あの『単位が取れる	力学ノート』の
著者・橋元淳一郎先生が贈る、大学生
向け試験対策本の第２弾。無闇に暗記
をしても試験で点数は取れません。要
所をきちんとおさえ、効率的に電磁気
学を勉強したいアナタに。

「もっと問題を」という熱心な要望に
お応えし、〈単位が取れる〉シリーズ
に演習書が加わりました！　橋元流の
ていねいな解答と解説で、電磁気学の
理解がさらに深まります。優・Ａや院
試攻略を目指すアナタに。

悪戦苦闘している大学生へ妙薬あり！　
田原先生が、単位がどうしてもほしい
学生を強力にサポートします！　10年
間、大学生にずっと愛されてきたNo.1
参考書〈単位が取れるシリーズ〉で、
電気回路もガッチリ！わかる！

橋元淳一郎・著
A5 135頁 本体1,900円電⃞KS 978-4-06-154480-2

武居昌宏・著
A5 246頁 本体2,800円電⃞KS 978-4-06-154481-9

橋元淳一郎・著
A5 238頁 本体2,600円電⃞KS 978-4-06-154453-6

橋元淳一郎・著
A5 238頁 本体2,600円電⃞KS 978-4-06-154476-5

田原真人・著
A5 255頁 本体2,600円⃞KS 978-4-06-154484-0

単位が取れる 量子力学ノート

単位が取れる 解析力学ノート

大学生待望の橋元流物理学に第３弾登
場！　予備校の人気講師にして著名な
SF作家、そして科学解説のエキスパ
ートである橋元淳一郎先生が、今度は
量子力学の謎を解き明かす。最高級の
知的興奮をアナタに。

難しい解析力学も、橋元流なら楽々！
「物理はイメージだ！」でおなじみの
人気予備校講師・橋元淳一郎先生が、
解析力学をマスターする秘訣を伝授。
満足度120％の最高・最強の入門書登
場！

橋元淳一郎・著
A5 270頁 本体2,800円電⃞KS 978-4-06-154454-3

橋元淳一郎・著
A5 175頁 本体2,400円電⃞KS 978-4-06-154475-8
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【単位が取れるシリーズ】

単位が取れる 熱力学ノート

単位が取れる 橋元流 物理数学ノート

単位が取れる 物理化学ノート

単位が取れる 有機化学ノート

単位が取れる 量子化学ノート

大学生待望の橋元流物理学もいよいよ
第４弾。懇切ていねいな解説は、熱力
学の本質を直観させてくれます。そし
て豊富なイラストは、確実な理解を
しっかりサポート。こころ躍る知的冒
険の旅が、いま、はじまる！

大学生待望の橋元流物理学もとうとう
第５弾。物理学の本質をダイレクトに
摑むため、数学的な厳密性よりも直観
的イメージに重点を置いた。物理学に
応用の利く種々の数学的テクニックが
容易に身につけられる好著！

試験まで時間がないあなたに最適の１
冊。「化学なのに、何の因果で物理ま
で……」と今日も大学生の嘆き節。そ
の上、教科書は分厚く無愛想で、勉強
する気も雲散霧消。そんなあなたに
ぴったりの書！

有機化学でお悩み中の大学生に朗報。
有機化学の単位を取りたい大学生のた
めに、受験界の著名講師が試験に頻出
する単元を整理し、達意の文章で解説
する。有機化学の試験対策はこの１冊
で決まり！

受験生に大人気の有名講師・福間智人
先生が大学生のために特別講義！　そ
の洗練された解説はあくまで軽快、そ
の読後感はあくまで爽快。読者にスト
レスを感じさせない鮮やかでスッキリ
とした量子化学入門書！

橋元淳一郎・著
A5 204頁 本体2,400円電⃞KS 978-4-06-154459-8

橋元淳一郎・著
A5 166頁 本体2,200円電⃞KS 978-4-06-154469-7

吉田隆弘・著
A5 186頁 本体2,400円電⃞KS 978-4-06-154460-4

小川裕司・著
A5 222頁 本体2,600円⃞KS 978-4-06-154456-7

福間智人・著
A5 190頁 本体2,400円電⃞KS 978-4-06-154458-1

単位が取れる マクロ経済学ノート

単位が取れる ミクロ経済学ノート

単位が心配……という学生さんをお助
けします。公務員試験対策本「経済学
入門塾シリーズ」で有名な人気講師・
石川秀樹先生がマクロ経済学をマスタ
ーする秘訣を伝授。満足度300％の最
高・最強の入門書登場！

単位がヤバイ……という学生必携の１
冊‼　「経済学入門塾シリーズ」で有
名な人気講師・石川秀樹先生がやさし
く丁寧に解説。試験のポイントもがっ
つり伝授。『単位が取れるマクロ経済
学ノート』の姉妹編。

石川秀樹・著
A5 142頁 本体1,900円⃞KS 978-4-06-154478-9

石川秀樹・著
A5 150頁 本体1,900円⃞KS 978-4-06-154477-2
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【単位が取れるシリーズ】

単位が取れる 経済数学ノート

単位が取れる フーリエ解析ノート

単位がヤバイ……という学生必携の１
冊！　「経済学入門塾シリーズ」の人
気講師・石川秀樹先生がやさしく解説
します。知識ゼロからでも大丈夫です。
試験のポイントの的確さはハンパな
い！

式の展開を省略しないでていねいに説
明しながら、単位を取るための重要ポ
イントを伝授。フーリエ解析に必要な
初歩の数学から始めるので、初学者で
もあんしんの１冊。

石川秀樹・著
A5 166頁 本体1,900円⃞KS 978-4-06-154479-6

高谷唯人・著
A5 191頁 本体2,400円電⃞KS 978-4-06-154486-4
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【ゼロから学ぶシリーズ】

ゼロから学ぶ量子力学

ゼロから学ぶ統計力学

ゼロから学ぶ電子回路

ゼロから学ぶ電磁気学

ゼロから学ぶ微分積分

量子力学も、みんなで学ぶとよくわか
る。先生のわかりやすい講義と、さま
ざまな個性・経歴をもった生徒たちの
容赦のない質問愚問で、量子力学の基
礎と疑問をすっきり解決する本。

雲をつかむような学問といわれる統計
力学を、わかりやすく、そして面白く
解説。温度、分配関数、エントロピー
など、統計力学の謎を解き明かす。頭
の中の雲が晴れること間違いなし！　
面白問答も充実！

まずは、携帯電話を分解、そしてパソ
コンを分解し電子回路がどんなふうに
使われているかをきちんと説明。電子
回路の基礎の基礎を学ぶ大学初年向け
の入門書。

電気と磁気のしくみをわかりやすく解
説。数式だらけでよくわからないと思
われがちな電磁気学も、イメージがわ
かれば完全理解できる。初学者に向け
た電磁気学お助け本。

微分積分の「ゆりかごから大学まで」
を学ぶ本。数学科と経済学科を修了し
た著者が贈る。微分積分の本質をつか
むための絶好の入門書。物理・経済の
実例も豊富。数式だけで終わらせない。

竹内 薫・著
A5 222頁 本体2,500円電⃞KS 978-4-06-154651-6

加藤岳生・著
A5 222頁 本体2,500円電⃞KS 978-4-06-154676-9

秋田純一・著
A5 206頁 本体2,500円電⃞KS 978-4-06-154664-6

西野友年・著
A5 212頁 本体2,500円電⃞KS 978-4-06-154672-1

小島寛之・著
A5 222頁 本体2,500円電⃞KS 978-4-06-154652-3

千里の道も最初の一歩から！

ゼロから学ぶシリーズ
「なっとくシリーズ」の弟分の
ゼロから学ぶシリーズ。
概念のおさらいはもちろん、高校では習わない
新しい概念をとにかくやさしく、しっかりと、
面白く学べる本。
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【ゼロから学ぶシリーズ】

ゼロから学ぶ統計解析

ゼロから学ぶベクトル解析

ゼロから学ぶ線形代数

ゼロから学ぶ
ディジタル論理回路

天下り的な記述ではなく、統計学の諸
概念と手法を、rootsとmotivationを大
切にわかりやすく解説。テキストとし
ても大人気の入門書。

ベクトル解析ってこんなにおもろいん
かー。「この本って、ほんとにおもろ
いんですかぁ？」「ほんまにおもろい
よ。読んでみたらわかるで。ほんまの
基礎から外積、ガウスの定理までおも
ろく解説してるで」。

線形代数のイメージを大変革。どんど
ん削られていく高校での数学の授業内
容をカバーする、線形代数の意味と面
白さをゼロから学ぶためのアイディア
を盛り込み、わかりやすく解説した。

わかりやすいディジタル論理回路の超
入門書。頭がこんがらがってしまい、
どうしようもないといわれる論理回路
を初心者でも安心して学べるようにや
さしくした。AND回路もOR回路も
バッチリなっとく！

小寺平治・著
A5 222頁 本体2,500円⃞KS 978-4-06-154656-1

西野友年・著
A5 214頁 本体2,500円電⃞KS 978-4-06-154662-2

小島寛之・著
A5 230頁 本体2,500円電⃞KS 978-4-06-154653-0

秋田純一・著
A5 222頁 本体2,500円電⃞KS 978-4-06-154666-0
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【なっとくシリーズ】

なっとくする演習・熱力学

なっとくする電子回路

なっとくするディジタル
電子回路

熱力学法則やエントロピー等、基本問
題充実。熱力学第１・第２法則、エン
トロピー、熱力学関数、状態方程式な
ど、熱力学の基本問題を定評ある著者
の語り口でくわしく、やさしく解説し
たユニークな演習書。

エレクトロニクスの基本の基本を平易
に解説。テレビ、ラジオ、オーディオ
などは電子回路を巧みに利用した文明
の利器である。その原理から計算まで
を、誰にでもなっとくのゆく形で紹介
するユニークな入門書。

工学部必須のディジタル回路のポイン
トを詳説。基本論理ゲート、論理回路、
フリップフロップ、順序回路、A/D
変換など、ディジタル電子回路の基本
事項を初学者にもわかるように、かみ
くだいて解説。

小暮陽三・著
A5 274頁 本体2,700円電⃞KS 978-4-06-154510-6

藤井信生・著
A5 218頁 本体2,700円電⃞KS 978-4-06-154504-5

藤井信生・著
A5 198頁 本体2,700円電⃞KS 978-4-06-154511-3

やさしい、くわしい、だからなっとく‼

なっとくシリーズ
難解な原理を平易に説くことにかけては定評
のある著者たちによる、ホントがわかる科学
の諸原理。

なっとくする流体力学 機械工学や土木工学に必須の流体力学
の考え方を、実例に即して巧みにわか
らせる。川の流れ、空気の流れ、はた
また血液の流れは、科学的にどう把握
できるか？木田重雄・著

A5 212頁 本体2,700円電⃞KS 978-4-06-154552-6

なっとくする微分方程式 理工系学生に必須の数学的道具である
微分方程式を、かんでふくめるように
平易に解説する。一歩一歩、読者とと
もに微分方程式の山へと登る気持ちで
読む。平易にして、しかも本質をはず
さない好著。

小寺平治・著
A5 262頁 本体2,700円⃞KS 978-4-06-154521-2
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【なっとくシリーズ】

なっとくする偏微分方程式

なっとくするフーリエ変換

なっとくする複素関数

なっとくする群・環・体

これでなっとく、偏微分方程式の解き
方！　とにかく複雑な偏微分方程式の
世界に、絶妙のわかりやすさで切り込
む本。応用に役立つ３種類の方程式、
放物型・双曲型・楕円型をこれでもか
と解説した決定版！

難解なフーリエ変換を具体例で平易に
解説。熱伝導、拡散、通信などの具体
例を用いて、フーリエ級数、フーリエ
変換、微分方程式、ラプラス変換といっ
たフーリエ解析のツボを、なっとくの
ゆくまでわかりやすく説明する。

魔法のように積分をやってのける複素
関数入門。虚数 i を使った不思議な
数──複素数。それは壮大で美しい数
の世界への入り口である。複素数を変
数とする複素関数の世界へ、平易明解
な記述で導く待望の書。

読めばなっとく、現代代数学のエッセ
ンス！　群・環・体ってどんなもの？　
わかったようでわからない代数学の基
礎を、現代的応用も交えて明快な論理
で解きほぐす。名著者が語る新感覚の
入門書！

斎藤恭一・著　武曽宏幸・絵
A5 213頁 本体2,700円⃞KS 978-4-06-154558-8

小暮陽三・著
A5 226頁 本体2,700円電⃞KS 978-4-06-154520-5

小野寺嘉孝・著
A5 166頁 本体2,300円⃞KS 978-4-06-154526-7

野﨑昭弘・著
A5 198頁 本体2,700円電⃞KS 978-4-06-154572-4

なっとくする集合・位相

なっとくする行列・ベクトル

なっとくする数学の証明

抽象的な集合の、「し」の字からくわ
しく解説。有限集合から無限集合、数
の濃度からラッセルのパラドックス、
位相までを、数学科の学生以外でもわ
かるように解説する面白い数学の本。

行列とベクトル、すなわち線型代数の
基本的エッセンスを、平易かつビジュ
アルにわからせようと努力した本。と
くに、論理の積み上げと図解の仕方が、
本書の「ウリ」となっている。

なぜ、数学では証明をするのか？　そ
もそも証明とは、何をする営みなの
か？　著者一流の軽妙な語り口で、こ
の奥深くも面白い世界を切りひらく。
本書を読めば、「難しい」が「楽しい」
に変わること請け合い！

瀬山士郎・著
A5 244頁 本体2,700円電⃞KS 978-4-06-154534-2

川久保勝夫・著
A5 241頁 本体2,700円電⃞KS 978-4-06-154522-9

瀬山士郎・著
A5 189頁 本体2,700円電⃞KS 978-4-06-154573-1



54

【なっとくシリーズ】

なっとくする数学記号

なっとくする
オイラーとフェルマー

サッと引けサクッとわかる数学の記号
の事典。数学や物理を勉強していて、
見たことのない記号に出会ってしまっ
たときに役に立つ数学記号事典。読む
だけでためになる話題が盛りだくさん
の理系学生必携の書。

天才数学者たちを魅了した数のミステ
リーと定理の数々！　オイラーやフェ
ルマーが赤裸々にした整数と素数の秘
密をわかりやすく解説した好著。ピタ
ゴラス数、フィボナッチ数、フェルマ
ー数等。いろいろな数が次々に登場。

黒木哲徳・著
A5 254頁 本体2,700円電⃞KS 978-4-06-154535-9

小林昭七・著
A5 262頁 本体2,700円⃞KS 978-4-06-154537-3

なっとくする量子化学

なっとくする機器分析

なっとくする有機化学

電子レベルで読み解く化学の世界。な
ぜ葉っぱは緑色なのか、なぜシュレ
ディンガー方程式なのかなどの基本的
な問いから始めて、分子から分光法ま
での必須事項を学ぶ画期的入門書。

ブラックボックスな機器の中身がよく
わかる。NMRやIRを始めとする化学
の分析機器のしくみをていねいに解
説。数式はあまり使わずに、イメージ
を大切にした。中田先生の名解説は一
読の価値あり！

有機化学はオモシロイ。イロハのイか
ら、大学の有機化学を勉強してしまう
画期的な本。教科書の内容を机上の空
論に終わらせず、有機化学の面白さ、
大切さをなっとくさせます。

中田宗隆・著
A5 254頁 本体2,700円電⃞KS 978-4-06-154530-4

中田宗隆・著
A5 226頁 本体2,700円電⃞KS 978-4-06-154570-0

秋葉欣哉・著
A5 254頁 本体2,700円電⃞KS 978-4-06-154529-8



化　学

工　学
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【化学】

溶剤ハンドブック

取り扱い注意試薬
ラボガイド

研究室に所属したらすぐ読む
安全化学実験ガイド

実験室の笑える？
笑えない！ 事故実例集

教科書にない実験マニュアル
　よくある失敗・役だつNG集

理工系大学
基礎化学実験 第 ４版

総論編では、溶剤の基礎理論、溶剤選
択の指針、危険性・有害性、法的規制、
取り扱い法と廃溶剤の処理法に関する
解説と最新情報を収めた。各論編では、
約600種の実用溶剤に関する具体的デ
ータから廃棄法に至るまでを記した。

危険な試薬、毒性の高い試薬、分解し
やすい試薬約400について、使い方、
保管、廃棄を具体的に解説。外観、物
性、精製、毒性等の記載もあり試薬辞
典としても便利。

学部３〜４年生向けの安全実験の指針
書。正しい実験への心構えとは？　実
験操作の裏に隠れている危険とは？　
危険の少ない実験室環境とは？　研究
生活を始める前に是非読んで欲しい１
冊。

他人の事故は他山の石。自分を守る実
例満載。実験室でよく起きる事故防止
のために実体験を紹介。各例に原因、
危険性、対処法、防止法を解説。気楽
に読めて、リアルな例が自分に生きる。
事故に遭わないための必読書。

失敗を読んで笑って身につく実験事故
防止法。実験事故を無くすには失敗か
ら学ぶのが第一と、著者の評判のHP
で長年書き綴った話題を一から書き直
し、笑いをパワーアップ。楽しく読ん
で身につく事故の防ぎ方。

東京工業大学での60余年に及ぶ経験か
ら、理工系初学年度生が１テーマ３時
間以内に終了できることをめざして厳
選した実験テキストの第４版。実験計
画、研究問題も適切に指導。フルカラ
ーでわかりやすい。

浅原照三／戸倉仁一郎／大河原 信／
熊野谿 従／妹尾 学・編
A5 938頁 本体14,000円⃞KS 978-4-06-129882-8

東京化成工業㈱・編
A5 220頁 本体3,204円⃞KS 978-4-06-153311-0

NPO法人 研究実験施設・環境安全教育研究会
（REHSE）・編
A5 175頁 本体1,900円⃞KS 978-4-06-154366-9

田中陵二／松本英之・著
A5 126頁 本体1,500円⃞KS 978-4-06-153397-4

西脇永敏・著
A5 149頁 本体1,600円⃞KS 978-4-06-154345-4

東京工業大学化学実験室・編
B5 107頁 本体2,300円⃞KS 978-4-06-154389-8

化学版 これを英語で言えますか？ 「３モル濃度の硫酸」を英語でぱっと
言えますか？「イス形配座」「試験管
立て」「沸騰石」「引火性」等々、英語
ではどう言うの？　という化学英語が
盛りだくさん！　教科書になかなか
載っていない秘蔵の英語集誕生！

齋藤勝裕／増田秀樹・著
四六判 191頁 本体1,900円電⃞KS 978-4-06-154376-8
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【化学】

香料の科学

決定版！
やさしい一般化学

なっとくする有機化学

わかりすぎてヤバい！
亀田講義ナマ中継 有機化学

生物有機化学がわかる講義

「香料」から香りと匂いの科学の世界
を探求する入門書。社会が進歩し、生
活が豊かになったことで日常生活のさ
まざまな分野で広がりをみせる香料。
そんな可能性を秘めた香料の世界を写
真やイラストを交えてカラーで紹介。

「ゆとり」教育で習ってこなかったこ
とも大学では知っていることとして授
業が進んでしまいがち。たとえそこで
つまずいても化学の基礎を自信を持っ
て理解できる。

有機化学はオモシロイ。イロハのイか
ら、大学の有機化学を勉強してしまう
画期的な本。教科書の内容を机上の空
論に終わらせず、有機化学の面白さ、
大切さをなっとくさせます。

先生、大学の有機も教えて！　超講師、
参上。悩める学生に救世主現る。一度
聞いたら忘れられないスーパー講義
で、大学の有機化学も軽々攻略。「異
端児」独特のデータベース化も健在。
忘れるほうが難しい！

頻出例題で生物有機化学を基礎からマ
スター。むずかしい生物有機化学の反
応も、頻出例題付きのわかりやすい解
説で学べるテキスト登場！　はじめて
大学で有機化学を学ぶ人におすすめの
１冊です。

長谷川香料株式会社・著
四六判 238頁 本体2,500円⃞KS 978-4-06-154379-9

齋藤勝裕・著
A5 175頁 本体1,800円⃞KS 978-4-06-156151-9

秋葉欣哉・著
A5 254頁 本体2,700円電⃞KS 978-4-06-154529-8

亀田和久・著
A5 203頁 本体2,200円電⃞KS 978-4-06-156252-3

清田洋正・著
A5 190頁 本体2,300円⃞KS 978-4-06-150151-5

新版 有機反応のしくみと考え方 若い研究者必読の有機反応機構の参考
書。基礎から応用までを余すところな
く解説。旧版で評価の高かった膨大な
数の反応例に加え、新版では最近の反
応例が充実。学生にも先端の研究者に
もオススメの１冊。

東郷秀雄・著
A5 399頁 本体4,800円⃞KS 978-4-06-154365-2

たのしい 物理化学 1
　化学熱力学・反応速度論

名コンビが数式の意味を丁寧に解説し
た国産テキストの決定版！　反応速度
論も過不足なく解説した。初学者向け
で演習問題も豊富。物理化学をもっと
わかりやすく！　物理化学をたのしくマ
スター！　化学の本質は熱力学にあり。

加納健司／山本雅博・著
B5 予256頁 近刊⃞KS 978-4-06-154395-9
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【化学】

改訂 有機人名反応
 そのしくみとポイント

有機合成化学
　最先端の研究例から学ぶ合成戦略と反応機構

研究者に向けた有機人名反応の参考書
の改訂版。実際に使えるだけでなく基
礎も学べる。最新の応用例＋引用文献
が充実して、さらに反応機構まで。有
機合成に携わる研究者に必携の１冊。

100近い化合物について逆合成と実際の
合成経路、そして重要な反応の反応機
構が示されており、多くの種類の反応・
反応機構が学べる。比較的最近の学術
論文をベースに構成されており、実用
的でありながら参考書としても有用。

東郷秀雄・著
A5 382頁 本体3,900円⃞KS 978-4-06-154373-7

東郷秀雄・著
A5 399頁 本体3,900円⃞KS 978-4-06-156809-9

若手研究者のための
有機合成ラボガイド

若手研究者のための
有機実験ラボガイド

有機化学のための
高分解能NMRテクニック

よくある質問
NMRスペクトルの読み方

よく使う基本的合成法を詳しく具体的
に解説。研究室に入ったばかりの学生
に役だつ実験書。研究室でよく使う合
成法、人名反応を実験例をあげて多数
紹介。実際の合成、実験計画に役だつ
ラボガイド。

文献調査、溶媒の選択、反応スケール
の選択、実験の進め方からはじめ、実
験器具・装置、各種実験の基本操作を
詳細に解説。さらに廃試薬の廃棄法な
ど周辺事項もサポート。これから実験
を始める人、始めたばかりの人に最適。

最新手法・定番となる手法を厳選し、
チャートを多用して手法と理論をわか
りやすく解説。理論的な背景を理解し
ながらNMRの実験を自分で組立てた
い人に必読の書。

スペクトルが読める！　構造が決めら
れる！　初めてNMRスペクトルを見
る人から二次元を読みこなしたい人ま
で、いまさら聞けない疑問を解決しな
がら、構造を決める力がつく。授業で
習わないノウハウが満載。

山岸敬道／山口素夫／佐藤 潔・著
A5 382頁 本体4,200円⃞KS 978-4-06-154323-2

山岸敬道／佐藤 潔・著
A5 254頁 本体3,700円⃞KS 978-4-06-154375-1

T.D.W. クラリッジ・著　竹内敬人／西川実希・訳
B5 402頁 本体9,800円⃞KS 978-4-06-154314-8

福士江里・著
A5 190頁 本体2,500円電⃞KS 978-4-06-280304-5

プログラム学習
有機合成化学

シントン（合成単位）という考え方に
基づき、目的分子を合成するためにど
の反応をどう組み合わせれば効果的か
を判断できる力を養う演習書。基礎反応
から順次積み上げるので、初心者も合成
の魅力を十分味わい実力を養成できる。

S. ウォーレン・著
野村祐次郎／友田修司・訳
A5 238頁 本体2,330円⃞KS 978-4-06-139317-2
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【化学】

よくある質問
NMRの基本

学びやすい一問一答形式の入門書。複
雑な二次元スペクトルを読み解くため
には確かな基礎が必要です。NMRの原
理からスペクトルの読み方まで「わかっ
たつもりでわかっていない」知識の穴
が埋められます。Q&Aを62問収録。

竹内敬人／加藤敏代・著
A5 207頁 本体2,600円電⃞KS 978-4-06-280303-8

ナノ材料解析の実際 複数の手法を組み合わせて、材料解析
を行うことで、材料の本当の姿がみえ
てくる。「ナノ材料」の解析全般を網
羅し、実例を交えながら、要点を解説
した。「よりよいデータを」と願う研
究者・技術者の羅針盤となる指南書！

米澤 徹／朝倉清高／幾原雄一・編著
A5 350頁 本体4,200円⃞KS 978-4-06-154392-8

新版 現代物性化学の基礎

分光法シリーズ1
ラマン分光法

分光法シリーズ2
近赤外分光法

分光法シリーズ3
NMR分光法

スペクトル定量分析

現代化学の基礎を要領よくまとめた教
科書の改訂版。元素の物理・化学的性
質を把握し、新しい機能性や物性現象
を発現させる物性化学の分野が、自然
科学の他の分野と密接に関係のあるも
のだという事を学生に明示する。

測定原理、装置の構成、スペクトルの
較正、データ解析から、物理科学分野、
生命科学分野、工業分析における応用
例までを幅広く解説。付録も充実して
おり、ラマン分光法を使うすべての方
にとってバイブル的な１冊です。

装置や実験法がユニークな近赤外分光の基
礎からケモメトリックス、量子化学計算を
含めたスペクトルの解析法、溶液化学、高
分子、プロセス分析、農業、医薬品、医学
への応用まで幅広く解説。近赤外イメージ
ングについても紹介します。

多次元NMRや固体NMRについても詳
細に解説し、有機化学分野だけでなく、
生命科学分野や材料科学分野への応用
例について数多く取り上げます。さら
に、付録にある典型化合物のNMRス
ペクトルは実に有用です。

スペクトルの定量解析法を体系的に解
説。測ったスペクトルから本当に欲し
い量的情報を、いかにして取り出すの
か。新しい分析化学・物理計測の基礎
となる概念を、体系的にていねいに解
説。

小川桂一郎／小島憲道・編
A5 257頁 本体3,000円⃞KS 978-4-06-154369-0

濵口宏夫／岩田耕一・編著
A5 213頁 本体4,200円電⃞KS 978-4-06-156901-0

尾崎幸洋・編著
A5 286頁 本体4,500円電⃞KS 978-4-06-156902-7

阿久津秀雄／嶋田一夫／鈴木榮一郎／
西村善文・編著
A5 350頁 本体4,800円⃞KS 978-4-06-156903-4

長谷川 健・著
A5 178頁 本体3,800円⃞KS 978-4-06-154326-3
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【化学】

免疫測定法
　基礎から先端まで

免疫測定法の理論と技術を身につけ、
役立つプロトコールとハイテク免疫測
定法でスキルアップ。自作抗体でオリ
ジナル研究のエキスパートを目指す！　
食品の安全性確保、環境保全分野での
活用にも力を入れた。

生物化学的測定研究会・編
編集委員・小林典裕／上田 宏／三宅司郎／荒川秀俊
B5 335頁 本体7,800円⃞KS 978-4-06-154385-0

若手研究者のための
機器分析ラボガイド

これからの環境分析化学入門

緩衝液
その原理と選び方・作り方

なっとくする機器分析

機器分析で〝正確に測る〟技を具体的
に解説。知っていることと実際に使え
ることは別問題。分析の現場に配属さ
れたばかりの若手、新人、学生に、試
料調製、分析機器の選択・測定法に重
点をおいて解説する役立つ実験書。

１冊ですべてが学べるテキスト！　大
気、水、土壌、食品、住環境の分析手
法と、環境放射能の測定を解説。また、
化学平衡論、各種機器分析手法、環境
基準も詳しく解説。はじめて学ぶ人に
も実務者にも役立つ１冊‼

現場で必須な緩衝液の選び方、作り方
の実際。緩衝液を使う人の立場に立ち、
知りたいことがすぐわかり、しかも基
礎をしっかり理解できるように解説。
無機分析化学、生命科学分野の実例を
豊富に収載。

ブラックボックスな機器の中身がよく
わかる。NMRやIRを始めとする化学
の分析機器のしくみを丁寧に解説。数
式はあまり使わずに、イメージを大切
にした。中田先生の名解説は一読の価
値あり！

澤田 清・編
A5 254頁 本体3,800円⃞KS 978-4-06-154322-5

小熊幸一／上原伸夫／保倉明子／
谷合哲行／林 英男・編著
B5 270頁 本体2,900円⃞KS 978-4-06-154382-9

澤田 清／大森大二郎・著
A5 190頁 本体3,400円⃞KS 978-4-06-154363-8

中田宗隆・著
A5 226頁 本体2,700円電⃞KS 978-4-06-154570-0

熱分析　第４版 『最新	熱分析』の改訂版。近年の熱分
析装置の性能向上に伴う超微量試料測
定や超高感度測定、さらに原子間力顕
微鏡などの走査型プローブ顕微鏡との
複合化による局所的な測定についても
詳細に解説。熱分析のバイブル。

吉田博久／古賀信吉・編著
A5 予320頁 近刊⃞KS 978-4-06-154396-6

なっとくする量子化学 電子レベルで読み解く化学の世界。な
ぜ葉っぱは緑色なのか、なぜシュレ
ディンガー方程式なのかなどの基本的
な問いから始めて、分子から分光法ま
での必須事項を学ぶ画期的入門書。中田宗隆・著

A5 254頁 本体2,700円電⃞KS 978-4-06-154530-4
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【化学】

入門 分子軌道法
　分子計算を手がける前に

密度汎関数法の基礎

新版 すぐできる量子化学計算
ビギナーズマニュアル

すぐできる分子シミュレーション
ビギナーズマニュアル
　（分子シミュレーションプログラム〝AMBER〟（試用版）付き）DVD-ROM付き

ミクロの世界の法則──量子力学に基
づく分子軌道法とはどのようなものか
を、豊富な図表を用いて解説し、その
発展する姿と分子計算の基本的考え方
を示す入門書。量子力学の苦手な化学
者や学部学生に好適の書。

コーンシャム方程式から様々な汎関数
の種類まで詳しく解説。最新の研究も
紹介。密度汎関数法に関わる理論・実
験研究者に必携の１冊。世界的に見て
もこれほど詳しく解説した本はない。

やりたい計算がすぐできる！　分子の
構造や遷移状態が知りたい、論文に計
算による考察が必要だ、自分の実験に
援用したい、などなど、量子化学計算
を始める研究者に向けた実践書！　大
好評書が大改訂でよりわかりやすく！

すぐに使えて研究の役に立つ！　タン
パク質などの巨大分子の解析に使われ
る分子シミュレーションのハウツーを
ゼロから解説。ソフト（windows対応）
がついて、今日から使える便利な１冊。
研究者必携。

藤永 茂・著
A5 212頁 本体2,718円⃞KS 978-4-06-153325-7

常田貴夫・著
A5 252頁 本体5,500円電⃞KS 978-4-06-153280-9

平尾公彦・監修　武次徹也・編著
A5 223頁 本体3,200円⃞KS 978-4-06-154388-1

長岡正隆・編著
A5 302頁 本体4,500円⃞KS 978-4-06-154356-0

新版 錯体化学
　基礎と最新の展開

錯体化学の基礎
　ウェルナー錯体と有機金属錯体

基礎と応用をバランスよく解説した改
訂新版。基礎科学の簡潔な解説ととも
に、生命科学・材料科学への応用をわ
かりやすく紹介した好評の教科書の全
面改訂版。境界領域に大きく発展する
錯体化学を平易に紹介。

有機金属と錯体を一緒に理解すること
を目指し、しかも基礎から研究、生産
の最先端まで幅広く鳥瞰し、教養クラ
スの学生に理解できるようにわかりや
すく解説した。学部学生の教科書とし
て好適。

基礎錯体化学研究会・編
A5 249頁 本体3,800円⃞KS 978-4-06-154306-5

渡部正利／矢野重信／碇屋隆雄・著
A5 206頁 本体2,840円⃞KS 978-4-06-153319-6

プログラム学習
錯体化学

錯体の立体構造と物性、機能性、溶液
内現象の関連性を大学２年生以上を対
象に、わかりやすく説明することに徹
底した。有機金属も含めて解説し、最
新のトピックスを収録。水町邦彦／福田 豊・著

A5 158頁 本体2,427円⃞KS 978-4-06-139745-3
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【化学】

光合成の光化学

分子論理ゲート
　情報処理のできる機能性分子

光散乱法の基礎と応用

太陽電池・発光素子の研究者のための
書。植物の光合成はなぜ効率良く行わ
れるのか。構造や反応機構など現在わ
かっている知見を光化学的にまとめた
専門書。光合成を模倣したデバイス設
計への指針も示す。

センサーや医療分野への応用が期待さ
れる分子論理ゲートの概念および応用
についてまとめた専門書。その原理と
なる光化学の基礎から、実際の設計指
針についてもわかる。若い研究者に是
非お薦めしたい１冊。

日本初の解説書。基礎編では静的・動
的光散乱、多重散乱、電気泳動光散乱
について解説。応用編ではさまざまな
系への応用例を紹介。データを正しく
解釈するためにも、原理を理解せずに
測定している方へ特にお薦めしたい。

山崎 巌・著
A5 190頁（カラー口絵８頁） 本体5,500円
⃞KS 978-4-06-154372-0

A.P. デシルバ・著
内山聖一・著訳
A5 219頁 本体4,200円電⃞KS 978-4-06-154384-3

柴山充弘／佐藤尚弘／岩井俊昭／木村康之・編著
A5 350頁 本体5,000円⃞KS 978-4-06-154387-4

高分子の構造と物性

高分子の合成（上）
　ラジカル重合・カチオン重合・アニオン重合

高分子の合成（下）
　開環重合・重縮合・配位重合

エッセンシャル高分子科学

第一線の研究者が高分子物性の奥深さ
を伝えるために書き下ろした超大作。
歴史的な背景や理論式の導出などを丁
寧に記述。高分子の魅力が凝縮された
１冊で、高分子に関わるすべての学生・
研究者にお薦め。

高分子の重合反応に特化した専門書。
上巻ではラジカル重合、カチオン重合、
アニオン重合を取り扱う。重合反応の
基礎からリビング重合など反応の精密
制御までを網羅。高分子に携わる研究
者必読の書。

下巻では開環重合、重縮合、配位重合
を詳説。反応の多様性という特徴を有
するこれらの重合反応からはさまざま
な機能材料が生み出される。上下巻合
わせて読破し、高分子合成をマスター。

高分子を作ること（合成）、それがど
のような構造、物性を持つかを順次記
述し、高分子科学の基礎事項をコンパ
クトに解説した教科書。付録で重要な
関連事項を詳述。

松下裕秀・編著
佐藤尚弘／金谷利治／伊藤耕三／渡辺 宏／
田中敬二／下村武史／井上正志・著
A5 558頁 本体6,400円⃞KS 978-4-06-154380-5

遠藤 剛・編　澤本光男／上垣外正己／佐藤浩太郎
／青島貞人／金岡鐘局／平尾 明／杉山賢次・著
A5 479頁 本体6,300円⃞KS 978-4-06-154361-4

遠藤 剛・編著　須藤 篤／上田 充／木村邦生／
横澤 勉／塩野 毅／中山祐正／蔡 正国・著
A5 479頁 本体6,300円⃞KS 978-4-06-154362-1

中浜精一／野瀬卓平／秋山三郎／讃井浩平／
辻田義治／土井正男／堀江一之・著
A5 260頁 本体3,204円⃞KS 978-4-06-153310-3
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【化学】

高分子分析入門

高分子赤外・ラマン分光法

若手研究者のための
有機・高分子測定ラボガイド

高分子分析法をわかりやすくまとめた
入門書。「自分の持っている高分子材
料のこういう特性を知りたい」と思っ
たとき、まず最初に開く本。これから
新たに高分子に携わっていく研究者の
方には特にお勧めの１冊。

材料開発に従事する企業研究者、大学
で新材料の研究に取り組む研究者にむ
けた実用書。高分子の赤外・ラマン分
光法の基礎（原理と得られる情報およ
び測定法）と応用（現場の実例）を挙
げて分析の進め方を説明する。

学生実験と研究室の実験のギャップを
埋める１冊。研究室に入ったばかりの
学生に役立つ実験書。分子の構造と物
質の物性の測定法を多数紹介し、目的
に合った測定法の選び方を解説。実際
の操作法も実験例を用いて解説。

西岡利勝・編
A5 527頁 本体8,800円⃞KS 978-4-06-154360-7

西岡利勝・編著
A5 429頁 本体13,000円⃞KS 978-4-06-154386-7

野瀬卓平／堀江一之／金谷利治・編
A5 351頁 本体3,900円⃞KS 978-4-06-154318-8

界面・コロイド化学の基礎

詳説 無機化学

ウエスト固体化学
　基礎と応用

無機工業化学
　現状と展望

鉄も燃えるnmの世界＝コロイドへの
道案内。物質は大きさで性質が変わる。
μm〜nmのコロイドは鉄も燃える特
異な性質を示す。それは界面現象が強
く働くためで、本書はコロイドを体系
化し現象と結んで解説。

電子のふるまいから無機化学をとら
え、総論と各論の各章をバランスよく、
図表を多用しわかりやすく説明した。
固体や有機金属化学も含めた最新の学
部学生向け標準的テキスト。

定番教科書の改訂版。判型が大きくな
りカラーに。合成法と加工法に関する
章が新たに設けれられ、光学的性質や
磁気的性質など応用面の記述が充実。
基礎も応用もパーフェクトな教科書と
して世界中で使われている。

総論と各論に分けたコンパクトなテキ
スト。資源・エネルギー・環境・材料
を柱として、豊富な講義経験をもつ著
者らが、総合的見地からわかりやすく
まとめた新しいタイプの教科書。グラ
フや写真を多く用いた。

北原文雄・著
A5 172頁 本体3,400円⃞KS 978-4-06-153360-8

福田 豊／海崎純男／北川 進／伊藤 翼・編
A5 302頁 本体4,280円⃞KS 978-4-06-153372-1

A.R. ウエスト・著
後藤 孝／武田保雄／君塚 昇／菅野了次／
池田 攻／吉川信一／角野広平／加藤将樹・訳
B5 542頁 本体5,500円⃞KS 978-4-06-154390-4

金澤孝文／谷口雅男／鈴木 喬／脇原將孝・著
A5 158頁 本体2,816円⃞KS 978-4-06-153358-5
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【化学】

最新工業化学
　持続的社会に向けて

時代の要請にあわせ、かつ工学的視点
から解説。省エネルギー、グリーンプ
ロセスなど新時代を見すえて日本の基
幹産業である化学工業を紹介。大学と
企業技術者による最新トピックスとと
もに工学的視点も解説。

野村正勝／鈴鹿輝男・編
A5 270頁 本体3,300円⃞KS 978-4-06-154320-1

16年ぶりの全面的な改訂により、石油精製プロ
セス全般にわたる最新かつ最高の技術を網羅。

新版 石油精製プロセス

石油化学プロセス

すぐに役立つ実用・実践ハンドブック

触媒便覧

新たに、溶剤脱れき、原油の改質、原
油多様化に対応した装置材料、省エネ
ルギー、プロセスシミュレーションの
章を増補。各プロセスについて、目的、
発展の経緯、代表的なプロセスフロー
の特徴、建設実績などを詳細に記載。
石油精製の事業所や研究所はもとよ
り、石油化学、化学工学、触媒化学な
どの石油精製と関係の深い産官学の研
究室に必備の１冊。

石油化学プロセスの製品別集大成の決
定版。20世紀における石油化学プロセ
スの現状を把握し、将来の技術を展望
した解説書。第一線の研究者・技術者
により幅広い分野を網羅した実用的・
ハンドブック的底本。

手元においてすぐに役立つ実用的・実
践的ハンドブック。1958年に発足した
触媒学会創立50周年記念事業として、
学会の総力をあげて編集・執筆した決
定版。学界、産業界から広く200名に
及ぶ研究者・技術者が執筆に加わり、
基礎科学から反応速度論、特性評価、
触媒調製法、反応プロセス、工業触媒
一覧まで幅広く網羅。資料編、索引が
充実。

公益社団法人 石油学会・編
編集委員長・五十嵐 哲
編集幹事・猪俣 誠／畑中重人
編集・赤司信二／臼井和俊／宮﨑英輝／安井 進
B5 492頁 上製函入り ビニール装 本体25,000円⃞KS 978-4-06-154383-6

公益社団法人 石油学会・編
B5 412頁 上製函入り ビニール装 本体20,000円
⃞KS 978-4-06-153392-9

触媒学会・編集
編集委員長・小野嘉夫／御園生 誠
副編集委員長・岩澤康裕
A5 923頁 上製函入り ビニール装
本体30,000円⃞KS 978-4-06-154351-5
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【化学】

ゼオライトの科学と工学 新材料と環境保全・浄化を充実した第
３作。ゼオライト膜、メソ多孔体物質、
アルミノリン酸塩など新材料を加え、
環境浄化プロセスに重点をおき時代の
要請に対応。新材料の基礎科学、新し
い解析手法も詳解。

小野嘉夫／八嶋建明・編
A5 270頁 本体4,900円⃞KS 978-4-06-153389-9

触媒・光触媒の科学入門

固体表面
キャラクタリゼーションの実際
　ナノ材料に利用するスペクトロスコピー

吸着の科学と応用

最新 グリーンケミストリー
　持続的社会のための化学

新進気鋭の著者グループが具体例中心
に解説。触媒と光触媒の科学と応用を
同等に扱い、環境分野など実用例をモ
デルにわかりやすく解説。工学学部生
のテキストとして、また研究者・技術
者向け入門書として最適。

どの手法で何がわかるかのノウハウを
紹介。ナノテクノロジー材料の登場に
伴い急速に展開しているスペクトロス
コピーによる固体表面の特性評価法
を、多様な手法で専門家が具体例をも
とにわかりやすく解説。

多岐にわたる応用をふまえて吸着現象
を論理的に取り扱うための科学的基礎
を提供。基礎理論から最新の測定法の
紹介まで、幅広い応用例を多数取り上
げた。工学応用に携わる研究者・技術
者向けの決定版。

９年ぶりの改訂。最新の知見を紹介。
「環境にやさしい化学とは何か」、「研
究者はどうしたらよいのか」、基本的
概念から応用まで丁寧に解説。化学に
携わる研究者必読の１冊。

山下弘巳／田中庸裕／三宅孝典／西山 覚／
古南 博／八尋秀典／窪田好浩／玉置 純・著
A5 198頁 本体2,900円⃞KS 978-4-06-154347-8

田中庸裕／山下弘巳・編
A5 206頁 本体3,500円⃞KS 978-4-06-154325-6

小野嘉夫／鈴木 勲・著
A5 174頁 本体3,200円⃞KS 978-4-06-154307-2

御園生 誠／村橋俊一・編
A5 262頁 本体4,200円⃞KS 978-4-06-154371-3
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【工学】

やさしい信号処理
　原理から応用まで

難しい数学は不要の、実学としての信
号処理！　通信・メディア・セキュリ
ティなどに大活躍している信号処理を、
サイン・コサインのレベルから理解す
ることを目指す。生きた題材から処理
手法を学べる、初学者に最適の１冊。

三谷政昭・著
A5 255頁 本体3,400円⃞KS 978-4-06-156514-2

ESPにもとづく工業技術英語
　大学・高専生のための新しい英語トレーニング
 CD付き

光合成の光化学

有機半導体のデバイス物性

プラズモニクス
　基礎と応用

工学部や高専学生のための工業技術英
語。文例は、技術系職業現場でかわさ
れるメールや説明書、特許出願など、
実際の技術文書や図版を収載。明日の
工業技術を担う学生に求められる最新
英語トレーニング。CD付き。

太陽電池・発光素子の研究者のための
書。植物の光合成はなぜ効率良く行わ
れるのか。構造や反応機構など現在わ
かっている知見を光化学的にまとめた
専門書。光合成を模倣したデバイス設
計への指針も示す。

有機EL素子はもちろん、有機薄膜太
陽電池や有機トランジスタまで、有機
半導体のデバイス物性がこれ１冊でわ
かる。素子劣化や長寿命化技術、有機
半導体材料に関する情報も豊富な、第
一線の研究者による待望の書。

基礎から応用までをまとめた入門的専
門書。これから研究を始める人も、す
でに研究をしている人も、プラズモニ
クス研究のバイブルとして必備の１
冊。

野口ジュディー／深山晶子・監修
B5 95頁 本体1,900円⃞KS 978-4-06-155784-0

山崎 巌・著
A5 190頁（カラー口絵８頁） 本体5,500円
⃞KS 978-4-06-154372-0

安達千波矢・編
A5 318頁 本体3,800円⃞KS 978-4-06-154354-6

岡本隆之／梶川浩太郎・著
A5 271頁 本体4,900円⃞KS 978-4-06-153270-0

メタマテリアルハンドブック
 基礎編

メタマテリアルハンドブック
 応用編

膨大なボリュームで書かれたメタマテ
リアル分野のハンドブックの翻訳書。
著者は欧米にて第一線で活躍中の研究
者。基礎編では、あらゆる用途に対す
る理論および概念を、歴史的背景を含
めて丁寧に解説。

応用編ではマイクロ波、テラヘルツ波、
光領域などに関する応用を完全に網
羅。訳者もこの分野で日本を代表する
研究者ばかり。大学・企業を問わず、
研究室に最低１冊は置いてほしいお薦
めの本。

F. カッポリーノ・編
萩行正憲／石原照也／真田篤志・監訳
A5 1051頁 上製函入り 本体32,000円
⃞KS 978-4-06-156517-3

F. カッポリーノ・編
萩行正憲／石原照也／真田篤志・監訳
A5 814頁 上製函入り 本体30,000円
⃞KS 978-4-06-156518-0
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【工学】

図解 設計技術者のための
有限要素法 はじめの一歩

図解 設計技術者のための
有限要素法 実践編

はじめてのロボット
創造設計 改訂第 2版

ここが知りたいロボット
創造設計

これならできるロボット
創造設計

はじめての
メカトロニクス実践設計

設計現場で必ず役立つ。設計技術者必
携！　解析実務を行う上で、これだけ
は知っておいたほうがいいと思われる
基礎理論をわかりやすく解説。著者が
培ったノウハウやテクニックも満載の
即戦力入門書！

「設計者のバイブル」と大好評の前著
『はじめの一歩』に続く第２弾。フリ
ーソフトを使って、解析のコツを伝授！　
図解だから、ひと目でわかる！　設計
技術者が有限要素法を使いこなすため
の「次なる一歩」が詰まった即買い本！

「日本機械学会教育賞」「文部科学大臣
表彰」に輝いたロボット製作の最高最
強のバイブルがパワーアップ！　実践
的な教科書との呼び声が高かった旧版
のスタイルを踏襲しつつ、内容を全面
的に見直し、演習問題を新たに設けた。

ロボット構造と制御法を学び、自らつ
くるための虎の巻第２弾！　基本構造
から特殊メカ、運動学からニューラル
ネットワーク制御、線形代数から工作
法まで満載の書。

ロボットを自在に動かすためのマイコ
ンとソフトウェアの関係を解き明かす
虎の巻第３弾。もっとホンモノの賢い
ロボットに挑戦したい人のための入門
書。

この本使える。だって、「実践」です
から。知りたいことがここにあり、知
らなきゃマズイこともここにある。情
報満載、具体例充実の、メカトロニク
ス世界にデビューする社会人１年生必
携の書。

栗﨑 彰・著
A5 198頁 本体2,400円⃞KS 978-4-06-156500-5

栗﨑 彰・著
A5 158頁 本体2,000円⃞KS 978-4-06-156528-9

米田 完／坪内孝司／大隅 久・著
B5 280頁 本体3,200円⃞KS 978-4-06-156523-4

米田 完／大隅 久／坪内孝司・著
B5 222頁 本体3,500円⃞KS 978-4-06-153996-9

坪内孝司／大隅 久／米田 完・著
B5 245頁 本体3,800円⃞KS 978-4-06-153965-5

米田 完／中嶋秀朗／並木明夫・著
B5 239頁 本体2,800円⃞KS 978-4-06-155794-9

テレロボティクスから学ぶ
ロボットシステム

これから始めたい人に向けた至極の入
門書！無人宇宙機ロボットを地上から
世界で初めて遠隔操作した経験をもつ
著者が、わかりやすく解説。仕様や制
御などの基礎理論から、ダ・ビンチな
どの応用例までを1冊にまとめた。

松日楽信人・著
A5 予176頁 近刊⃞KS 978-4-06-156513-5
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【工学】

絵でわかる
スーパーコンピュータ

マレー 原子力学入門

「２位じゃだめなんでしょうか？」に
正しく答える義務がスーパーコンピュ
ータに関係する研究者や技術者にはあ
る──「京」開発当事者が語るしくみ、
役割、歴史、応用、可能性。世界最速
は目的ではなかった⁉

米国のマレー著「Nuclear	Energy	7th	
ed.」の邦訳。2014年刊行の最新版。
世界的に最も評判の良い総合的な原子
力の教科書。原子炉設計等の技術面の
変化、福島第一原子力発電所の事故及
び安全性や処分問題等が追加された。

姫野龍太郎・著
A5 174頁 本体2,000円⃞KS 978-4-06-154764-3

R. マレー／ K. ホルバート・著
矢野豊彦・監訳　関本 博／加藤 仁・訳
B5 430頁 本体13,000円⃞KS 978-4-06-156543-2

絵でわかるロボットのしくみ ロボットの役割、技術、研究の最先端
や未来像までをやさしく解説。ロボッ
トとは「感じて、考えて、動く機械」
すべて。この考えのもと、産業ロボも
お掃除ロボも幅広く語る。ロボットの
世界が今よりずっと身近になる。

瀬戸文美・著
平田泰久・監修
A5 158頁 本体2,200円⃞KS 978-4-06-154767-4

これだけは知っておきたい！
機械設計製図の基本

JISの記載順ではなく、学ぶべき順に
大事なところだけを厳選した新時代の
教科書！　現場で使用することが少な
い例外を割愛し、すっきり、見やすく、
テンポよく解説。課題図やまちがい探
しの練習問題を充実させた。

米田 完／太田祐介／青木岳史・著
B5 予176頁 近刊⃞KS 978-4-06-156566-1

最新 使える！MATLAB
 　第 2版

基本がよくまとまっていて「使える！」
と定評ある解説書の改訂版。最新環境
にあわせ、全図版を一新し、カラー化
した。Excelとの連携など、MATLAB
の機能だけでなく、操作性アップにも
対応。

青山貴伸／蔵本一峰／森口 肇・著
A5 239頁 本体2,800円⃞KS 978-4-06-156553-1

理工系のための解く！ 電子回路 シミュレータに頼る前に考えることを
学ぶ。電子回路の基本を、練習しなが
ら身につける。基礎感覚をみがくため
の１冊。電磁気学や電気回路の知識も、
必要に応じて補足した、面倒見のいい
自習書。

杉本泰博・著
A5 206頁 本体2,400円⃞KS 978-4-06-155778-9

基礎から学ぶ
電気電子・情報通信工学

「電気はなぜ伝わるのか」「インター
ネットになぜつながるのか」といった、
電気・電子、情報、通信系の学生なら
ば必ず知っておかなければならない基
礎事項を網羅したテキスト。キーワー
ド・演習問題つき。

田口俊弘／堀田利一／鹿間信介・編著
B5 175頁 本体2,400円⃞KS 978-4-06-156561-6
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【工学】

はじめての電子回路15講 はじめて電子回路に触れる読者のため
に最重要必修ポイントをていねいに解
説。モーニングの電子工作マンガ「ハ
ルロック」の作者がイラストを担当。
最強コラボでわかりやすく楽しく学べ
る!!!

秋田純一・著
A5 174頁 本体2,200円⃞KS 978-4-06-156563-0

使える！ MATLAB／
Simulinkプログラミング

今日から使える！ MATLAB
　数値計算から古典制御まで

IDLプログラミング入門
　基本概念から 3次元グラフィックス作成まで

LabVIEW画像計測入門

技術者必須の情報を完全収録。PC前
必備書。開発環境としてMATLABを
利用する第一線の技術者のために、セ
ミナー講師などで、その必要性をよく
知る著者が知恵と経験をしっかりまと
めた初の本格的専門書。

「ものづくり」に役立つ基本をまとめ
た入門書。多くの初心者を技術者に育
てている各著者だからこそ、今、必要
とされる基本がわかる。これから
MATLABをはじめる人、制御設計に
対応する人に好適。

欧米では定番の科学計算ソフトの入門
書。コマンドラインの利用やプログラ
ムの開発などソフトの主要部分を解説
するだけでなく、応用についても幅広
く紹介。6000頁に及ぶ英文マニュアル
にお困りの方へ特にお薦めの１冊。

知識がゼロでもLabVIEWで画像計測
を試し、適したプログラムを走らせる
ことができる。安価な学生版や無料の
評価版で体験しながら学べる基本解説
書。

青山貴伸・著
B5変 328頁 本体8,000円電⃞KS 978-4-06-155769-7

青山貴伸／蔵本一峰／森口 肇・著
A5 222頁 本体2,800円⃞KS 978-4-06-156532-6

伊藤ただし・著
B5 310頁 本体7,000円⃞KS 978-4-06-156512-8

橋本 岳／山本茂広／浦島 智・著
B5 207頁 本体3,000円⃞KS 978-4-06-155792-5

サウンドシンセシス
電子音響学入門

ゼロからはじめる音響学

音づくりのしくみを基礎から解き明か
す！　電子楽器やコンピュータを使っ
た新しいサウンドづくりに必要な知識
を、音の性質やアナログの音響信号な
どの基本から解説。ディジタルミュー
ジックを学ぶ学生必携書。

ゼロから学べる超入門！　基本的内容
をしっかり押さえ、体系的に解説。サ
ポートサイトで音を聞くことができ、
より理解を深められる。工学系に限ら
ず、メディア系でも、言語聴覚士養成
でも、教科書としても使用できる。

小泉宣夫／岩崎 真・著
A5 223頁 本体3,200円⃞KS 978-4-06-155793-2

青木直史・著
A5 207頁 本体2,600円⃞KS 978-4-06-156529-6
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【エキスパート応用化学テキストシリーズ】

錯体化学
　基礎から応用まで

有機機能材料　基礎から応用まで

光化学
　基礎から応用まで

物性化学

群論に関する解説がとてもわかりやす
く、溶液中での性質についてはもちろ
ん、光機能、電気物性、磁性の基礎や
応用についても丁寧に解説。触媒、生
体関連、希土類錯体やMOFなどの最
新の話題に関するコラムも充実。

色素、高分子材料、液晶、有機半導体
材料、界面活性剤、生体分子、生体材
料、炭素材料、有機-無機ハイブリッ
ド材料まで完全に網羅。機能が発現す
る原理、設計のコンセプトから最先端
の応用までわかる！

分子と光の相互作用の基礎となる量子
力学からスタートし、光の吸収・放出
などの基礎から太陽電池、発光素子、
光機能材料などの応用まで、幅広く深
く網羅。近年注目のフォトニクス分野
についても光化学の視点から解説。

化学の立場から固体の構造・物性につ
いてまとめた書。結晶の構造から始ま
り、バンド理論やホール・電子の概念
などの固体の電気的性質、光物理化学
的性質、磁気的性質へ続く。数式が苦
手な方でも理解できるように努めた。

長谷川靖哉／伊藤 肇・著
A5 254頁 本体2,800円⃞KS 978-4-06-156801-3

松浦和則／角五 彰／岸村顕広／佐伯昭紀／
竹岡敬和／内藤昌信／中西尚志／舟橋正浩／
矢貝史樹・著
A5 255頁 本体2,800円⃞KS 978-4-06-156802-0

長村利彦／川井秀記・著
A5 319頁 本体3,200円⃞KS 978-4-06-156803-7

古川行夫・著
A5 238頁 本体2,800円電⃞KS 978-4-06-156804-4

エキスパート応用化学テキストシリーズ
応用化学系の学部２年生〜４年生向けのテキストシリーズ。
基本概念をていねいに解説し、その基本概念が実際の応用
において、どのように活用されているのかについても幅広
く紹介。
基本を重視しつつ、未来志向を持った構成。
研究者を目指す学生のために、学問分野の全体像が見える
ようにも心がけた。

環境化学 地球は物質循環のシステムであり、そ
のシステムの不健全さが環境問題とし
て表れる。地球を知り環境問題を解決
するため、物質を見る化学の目を養お
う！　地球化学、環境化学、環境工学
の３つの視点から学べる最良の教科書。

坂田昌弘・編著
A5 271頁 本体2,800円⃞KS 978-4-06-156805-1
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【エキスパート応用化学テキストシリーズ】

分析化学

機器分析

生体分子化学
　基礎から応用まで

著者が長年培った講義経験をもとに、
初学者がつまずきやすい箇所を、懇切
丁寧に、一貫したスタンスで解説した。
同じシリーズの「機器分析」とのつな
がりが十分配慮され、教科書として最
高級の仕上がり！

機器分析のすべてがこの１冊でわか
る！分析原理、装置の構成、解析方法、
スペクトルの読み方などを解説。基礎
手法から「フローインジェクション分
析」「熱分析」「表面分析」「顕微鏡観察」
まで網羅した教科書。

核酸、糖、タンパク質という主要な生
体分子だけでなく、天然物やバイオマ
テリアルについても解説があり、生体
分子に関わる化学がこの1冊でよくわ
かる。材料や機能はもちろん、構造や
物性についても勉強できます。

湯地昭夫／日置昭治・著
A5 204頁 本体2,600円⃞KS 978-4-06-156808-2

大谷 肇・編著
A5 287頁 本体3,000円⃞KS 978-4-06-156807-5

杉本直己・編著
A5 予288頁 近刊⃞KS 978-4-06-156806-8

2017年以降のラインアップ
	 A5・230〜280頁・予定本体2,800円〜3,200円

高分子科学
　合成から物性まで

学問としての高分子科学をまとめた教
科書。高分子科学に自然と興味が持て
るような内容や、研究者になりたいと
思えるような内容を心がけました。高
分子科学の概念がわかる1冊で、末長
く使えることは間違いありません。

東 信行／松本章一／西野 孝・著
A5 254頁 本体2,800円⃞KS 978-4-06-156810-5
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【絶対わかる化学シリーズ】

絶対わかる
化学の基礎知識

絶対わかる化学結合

絶対わかる
有機化学の基礎知識

絶対わかる有機化学

絶対わかる無機化学

ことばの意味・概念が単刀直入、一読
理解。同位体と同素体はどう違うのか、
エントロピーとは何か、遷移元素はな
ぜ原子価が何種類もあるのかなど素朴
な疑問、理解しにくい言葉で迷った時
の絶対わかる小辞典。

化学の一番の基本、分子の結合が絶対
わかる。化学結合は電子のやりとり。
電子配置、軌道エネルギー、電子遷移、
分子軌道法、混成軌道、ｄ軌道、分子
間力など結合の理解に必要な知識が
すっきりと絶対わかる。

要点が２行でわかる。解説も２頁の読
み切り。膨大で複雑多岐にわたる有機
化学。基礎として必要な知識・概念を
100選び抜き歯切れよく解説。最初の
２行で要点がわかり、読み切りの見開
き２ページで理解が深まる。

覚えることが多すぎる有機化学も絶対
わかる。高校時代と比べて、新しい言
葉、考え、反応など覚えることが急に
増え、放り出したくなるその前に、こ
の本ならば、量に負けず、わかりにく
さを解決して絶対わかる１冊。

暗記の無機化学とは違う面白さが絶対
わかる。水兵リーベ……も必要だけど、
無機化学ってもっとダイナミック。原
子の周期性という高校の知識を手がか
りに、無機の結合、錯体、結晶など本
物の面白さが絶対わかる。

齋藤勝裕・著
A5 222頁 本体2,400円電⃞KS 978-4-06-155055-1

齋藤勝裕・著
A5 190頁 本体2,400円電⃞KS 978-4-06-155051-3

齋藤勝裕・著
A5 222頁 本体2,400円電⃞KS 978-4-06-155058-2

齋藤勝裕・著
A5 206頁 本体2,400円電⃞KS 978-4-06-155052-0

齋藤勝裕／渡會 仁・著
A5 190頁 本体2,400円電⃞KS 978-4-06-155054-4

わかりやすく	おもしろく	読みやすい

絶対わかる化学シリーズ
歯切れよく、大胆かつダイナミックな解説
で、化学の基礎がどんどんわかる。
図と説明文が見開きで見やすく、しかも
２ページ読み切りのテンポのよさ。
化学がわからなくなったら、この１冊！
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【絶対わかる化学シリーズ】

絶対わかる物理化学

絶対わかる量子化学

絶対わかる高分子化学

絶対わかる分析化学

絶対わかる生命化学

絶対わかる電気化学

「避けられない、でも苦手」な物理化
学も絶対わかる。高校の延長のつもり
でいるといつのまにかついてゆけなく
なる物理化学。つまずくきっかけの熱
力学を中心に、平衡、速度論などすべ
ての基礎となる知識が絶対わかる。

式に軽重を示し、歯切れよくわかり易
く解説。量子化学には差し当たり「理
解できなくても問題でない箇所」があ
る（と著者は思う）。その飛ばして読
める所、大切な所をはっきり指摘し、
易しくわかりやすく解説。

高分子化学の全体像が一目瞭然よくわ
かる。高分子の構造、物性、合成、機
能をバランスよく、要点をかいつまん
で解説。定評のあるやさしくわかりや
すい説明とコンパクトさで一気に読め
て全体像が絶対わかる。

わずらわしさから解放。豪快にすっき
り解説。同じような計算の繰り返しで
うんざりしがちな分析化学が、大胆で、
豪快な解説、図版と説明が見開きの見
やすいレイアウトであっという間に理
解が進む。絶対お薦め。

教科書にないわかりやすさとおもしろ
さ。わかりやすい絵と歯切れよい文章
で生命化学の理解が深まり、生命の不
思議、面白さがよくわかる。お話で終
わらず化学的説明も十分あり、確かな
知識と実力がつく。

基礎から応用まで苦もなくわかる。今
注目の電池から、メッキ、電解、有機
電解合成、光触媒、光合成、電気化学
分析など、幅広い分野で関係する電気
化学を見開きの多数の図版でわかりや
すく解説。

齋藤勝裕・著
A5 190頁 本体2,400円電⃞KS 978-4-06-155053-7

齋藤勝裕・著
A5 190頁 本体2,400円電⃞KS 978-4-06-155056-8

齋藤勝裕／山下啓司・著
A5 190頁 本体2,400円電⃞KS 978-4-06-155057-5

齋藤勝裕／坂本英文・著
A5 190頁 本体2,400円電⃞KS 978-4-06-155061-2

齋藤勝裕／下村吉治・著
A5 190頁 本体2,400円⃞KS 978-4-06-155062-9

齋藤勝裕・著
A5 190頁 本体2,800円電⃞KS 978-4-06-155068-1
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【生物工学系テキストシリーズ】

生物工学序論

バイオ系のための
基礎化学問題集
　生物化学・有機化学・物理化学

ビギナーのための
微生物実験ラボガイド

生物有機化学入門

改訂 酵素 科学と工学

バイオテクノロジー理解のために生物
科学・生化学の基礎科学と、工学的展
開・利用の最新情報を簡潔にわかりや
すく解説。工学部非生物系の学生にも
最適な入門書。

バイオ系に不可欠な基礎化学を、問題
を解いて学ぶ。バイオの基本は化学に
あり。バイオ系の基礎となる生物化学、
有機化学、物理化学の重要な問題を選
び、解説と解答をつけた。大学院入試
対策にも最適の問題集。

工学系学生・技術者のために微生物取
扱いのノウハウを紹介。微生物の分離・
生育から遺伝子工学技術の応用まで、
理論的背景とともに実験の基本的セン
ス・手法を解説。

好評の生物有機化学概論の全面改訂テ
キスト。10年に及ぶ現場経験をもとに
高校新カリキュラムに対応し、ゲノム
時代にも適応する全面改訂版。応用系
に必要な基礎知識の解説とともに、最
新の話題を数多く紹介。

定番教科書の改訂版。酵素反応速度論
などの基礎から最先端のバイオテクノ
ロジーによる応用まで、深く、幅広く
解説。応用面では最新の情報を掲載。
基礎と工学の両方を同時に学べるのは
この１冊だけ。

佐田榮三／小林 猛／本多裕之・著
A5 150頁 本体2,816円⃞KS 978-4-06-139778-1

三原久和／梶原 将／湯浅英哉／小畠英理・編
A5 286頁 本体4,200円⃞KS 978-4-06-139821-4

掘越弘毅／青野力三／中村 聡／中島春紫・著
A5 158頁 本体2,816円⃞KS 978-4-06-139756-9

奥 忠武／北爪智哉／中村 聡／
西尾俊幸／河内 隆／廣田才之・著
A5 205頁 本体3,200円⃞KS 978-4-06-139816-0

虎谷哲夫／北爪智哉／吉村 徹／
世良貴史／蒲池利章・著
A5 302頁 本体3,900円⃞KS 978-4-06-139837-5

生物工学系テキストシリーズ
バイオ系の学部３〜４年生向けの教科書シリーズ。
バイオの分野における学問の基礎、実験手法、応用までを
幅広く学ぶことができる。
企業の技術者や研究者にとっても最新の情報を得る
好個の参考書。



75

【生物工学系テキストシリーズ】

微生物制御 科学と工学

改訂 細胞工学

生物化学工学　第3版

タンパク質 科学と工学

バイオ機器分析入門

微生物制御の科学・工学・応用を詳細
に解説。微生物の生育から活性発現ま
でを理解し、有効に利用するために重
要となる微生物制御の基礎科学から工
学的方法、具体的応用を解説。制御の
視点からの初の成書。

細胞工学分野における定番教科書の改
訂版。微生物細胞、植物細胞、動物細
胞の基礎、手法、応用などが充実した、
化学・物理化学をバックグラウンドと
する工学的な研究者のための教科書。

生物化学工学分野における定番教科書
の改訂第３版。生体触媒の特性、化学
量論と反応速度論、バイオリアクター
の設計・操作、バイオセパレーション
の原理などについて詳細に解説し、実
際のバイオプロセスも紹介。

構造・性質・機能などの基礎科学とそ
の分子生物学、遺伝子工学、タンパク
質工学や変異タンパク質の応用などバ
ランスよく解説した応用系学生・技術
者向けの決定版。

代表的な分析例を取り上げてやさしく
解説。各種の機器分析の原理とシステ
ム、測定法を多くの概念図を使ってや
さしく解説。バイオ系の代表分析例を
多様な手法でそれぞれ取り上げ紹介し
た決定版入門書。

土戸哲明／高麗寛紀／松岡英明／小泉淳一・著
A5 174頁 本体3,500円⃞KS 978-4-06-139798-9

永井和夫／大森 斉／町田千代子／金山直樹・著
A5 242頁 本体3,800円⃞KS 978-4-06-139830-6

海野 肇／中西一弘・監修
丹治保典／今井正直／養王田正文／荻野博康・著
A5 254頁 本体3,300円⃞KS 978-4-06-139831-3

左右田健次／中村 聡／高木博史／林 秀行・著
A5 222頁 本体3,800円⃞KS 978-4-06-139788-0

相澤益男／山田秀徳・編
A5 182頁 本体2,900円⃞KS 978-4-06-139796-5
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【分光測定入門シリーズ】

分光測定の基礎

光学実験の基礎と
改良のヒント

分光装置 Q&A

可視・紫外分光法

分光測定において必要な基礎知識を詳
説。できるだけ具体例を引用しながら、
代表的な分光法の基本原理とその分光
法によりどのような情報が得られるか
を紹介。分光研究を行うすべての方に
ぜひ１冊。

光学の基礎、基本的な光学素子の取り
扱い方法から、光源・検出器の基礎と
それらが実際の分光装置内で使われて
いる例までを説明。光学の物理学的基
礎と実際の実験室での分光研究を結び
つける入門書。

データの取り込みから処理まで知りた
いことがわかる。スペクトルをどう
やってデータ化するか、そのデータを
コンピュータに取り込むにはどうする
か、取り込んだスペクトルデータをど
のように解析するかをQ&Aで解説。

可視・紫外分光法に直面した初心者へ
の指針書。可視・紫外分光法の基礎か
らレーザーを使用した最先端の測定法
までを解説。測定されたスペクトルか
らどのような情報が得られるかを学
ぶ。

編集担当・鈴木 正
小尾欣一・著
A5 186頁 本体3,800円⃞KS 978-4-06-157107-5

編集担当・佐々田博之
上原喜代治／長谷川太郎／佐々田博之・著
A5 175頁 本体3,800円⃞KS 978-4-06-157101-3

編集担当・今城尚志
今城尚志／藤原久志／住吉吉英／森野 勇・著
A5 166頁 本体3,800円⃞KS 978-4-06-157110-5

編集担当・西澤 潔
馬場正昭／星野幹雄／宮崎芳雄／寺嶋正秀／
冨宅喜代一／松本剛昭・著
A5 201頁 本体3,800円⃞KS 978-4-06-157103-7

学生、若手研究者に最適な実用書‼

分光測定入門シリーズ
日本分光学会編集による分光測定の入門書。これから
分光学を学ぼうとする初学者や分光測定を利用する
研究者・技術者に、分光学の基礎知識を分かりやすく
説明することを意図した実用的な入門書。
㈳日本分光学会・編
A5	166〜209頁

赤外・ラマン分光法 赤外分光、近赤外分光、ラマン分光の
原理・測定機器・データ解析から応用
面まで、とことん丁寧に解説した指針
書。赤外・ラマン分光法を利用される
方にはぜひ１冊。

編集担当・長谷川 健
古川行夫／高栁正夫・著
A5 209頁 本体3,800円⃞KS 978-4-06-157109-9
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【分光測定入門シリーズ】

Ｘ線・放射光の分光

顕微分光法
　ナノ・マイクロの世界を見る分光法

Ｘ線と物資との相互作用の基礎から、
固体、表面、生体分子などの測定や微
量分析などまで、Ｘ線による測定法の
実際についてまとめた入門書。放射光
施設の利用とＸ線の発生の手法につい
ても紹介。

蛍光顕微鏡などの汎用となっているも
のから非線形光学顕微鏡、近接場光学
顕微鏡などの最新のものまでを紹介。
すでに顕微分光法をお使いの方にも、
これから始める方にもお薦めの１冊。

編集担当・丑田公規
丑田公規／河合 潤／田中義人／桑原裕司／
藤澤哲郎／長岡伸一・著
A5 192頁 本体3,800円⃞KS 978-4-06-157102-0

担当編集・川田善正
川田善正／橋本 守／渡慶次 学／火原彰秀／
井上康志・著
A5 171頁 本体3,800円⃞KS 978-4-06-157108-2
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【はじめてシリーズ】

はじめての計測工学
 改訂第 2版

〔計測自動制御学会賞著述賞 受賞〕
はじめての制御工学

はじめての現代制御理論

図解 はじめての材料力学

図解 はじめての固体力学
　弾性，塑性，粘弾性

刊行以来、絶大なる支持を集め続けて
いるテキストの待望の改訂版。前著の
スタイルを踏襲しつつ、内容を全面的
に見直した。新たに「放射線の計測」
を加筆し、図版レイアウトを一新。さ
らに低価格を実現した。

大学、高専向けの「いま」の教科書。
微分方程式と古典制御理論のつながり
から丁寧に解説。数学的なフォローが
充実・満載の教科書です。わかりにく
いと言われる「伝達関数」の意味がこ
れならわかる。

大好評『はじめての制御工学』に続く
第２弾。直感的に理解できるように、
できる限り図を入れ丁寧に解説した、
初学者に最適な教科書。状態方程式に
なじめない、行列の計算がよくわから
ないという学生の悲鳴に応えます！

「力のつり合い」から「応力集中」ま
での基礎理論を解説。図が多く、問題
を解きながら学べるから、抜群にわか
りやすい。本書でしっかり身につけ、
材料力学をマスターしよう。ゆえに、
教科書にも最適です。

越えられない壁がある。だから、越え
たい！　弾性力学、塑性力学、粘弾性
力学も材料力学の入門書で有名な有光
先生の図解だからわかる！「応力とひ
ずみの概念」から始まり、難解な「テ
ンソル」を丁寧に解説。

南 茂夫／木村一郎／荒木 勉・著
A5 286頁 本体2,600円⃞KS 978-4-06-156511-1

佐藤和也／平元和彦／平田研二・著
A5 253頁 本体2,600円電⃞KS 978-4-06-155791-8

佐藤和也／下本陽一／熊澤典良・著
A5 239頁 本体2,600円⃞KS 978-4-06-156508-1

荒井政大・著
A5 239頁 本体2,500円⃞KS 978-4-06-155797-0

有光 隆・著
A5 223頁 本体2,800円⃞KS 978-4-06-155790-1

まずは、この一冊からはじめよう！

はじめてシリーズ
・新風を巻き起こしている工学部向けテキストシリーズ。
・わかりやすい図版と丁寧な解説が好評！
・エレガントな装丁が自慢！
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【はじめてシリーズ】

はじめてのトライボロジー

はじめてのアナログ電子回路
　基本回路編

はじめてのアナログ電子回路
　実用回路編

はじめての技術者倫理
　未来を担う技術者・研究者のために

今をときめく研究者が贈る教科書なの
で、向かうところ敵なしのわかりやす
さです！　実務に出ても役に立つ知識
と考え方を身につけよう！　表面分析、
表面改質、トライボマテリアル、ナノ
トライボロジーについても詳しく解説。

MOSトランジスタを中心に、基本増
幅回路から演算増幅回路、電源回路、
発振回路までを丁寧に解説。わかりや
すさにこだわったので、大学のテキス
トとしてはもちろん、初学者の入門書
としても最適な１冊。

研究開発現場で役立つ回路を１冊に凝
縮。カラー図版で直観的に理解でき
る！　Ａ／Ｄ・Ｄ／Ａ変換器、ΔΣ型
Ａ／Ｄ・Ｄ／Ａ変換器、フィルタ回路、
PLL、センサ回路、高周波回路を解説。

見開き１項目で簡潔に解説された大
学・高専向けのテキスト。カラーイラ
ストで直感的にもわかりやすい！　最
新トピックスを扱った「ケーススタ
ディ」も充実。JABEEにもしっかり
対応した。

佐々木信也／志摩政幸／野口昭治／平山朋子／
地引達弘／足立幸志／三宅晃司・著
A5 255頁 本体2,800円⃞KS 978-4-06-156522-7

松澤 昭・著
A5 271頁 本体2,700円⃞KS 978-4-06-156535-7

松澤 昭・著
A5 270頁 本体3,000円⃞KS 978-4-06-156545-6

北原義典・著
A5 175頁 本体2,000円⃞KS 978-4-06-156547-0

はじめての生体工学

はじめての生産加工学2
　応用加工技術編

はじめての生産加工学1
　基本加工技術編

スタンダードなテキスト。材料力学、
熱力学、流体力学、機械力学という基
礎を詳細に解説した後、筋肉・骨格、
細胞・組織、循環器、および最近のキ
ーワードの1つである生体計測・セン
シングについて幅広く解説します。

『はじめての生産加工学1』の姉妹書に
あたるテキスト。「アディティブマニュ
ファクチャリング」「マイクロ加工」
などの新しい加工技術も、章を独立に
設け、詳しく解説した。図が多く、抜
群にわかりやすい！

塑性加工・機械加工の基本をコンパク
トにまとめた教科書。わかりやすい図
版で視覚的に学べる！「プラスチック
成形加工」「溶接・接合」は、章を独
立に設け、詳しく解説した。姉妹書『は
じめての生産加工学2』と同時刊行。

山口昌樹／石川拓司／大橋俊朗／中島 求・著
A5 253頁 本体2,800円⃞KS 978-4-06-156555-5

帯川利之／笹原弘之・編著
A5 141頁 本体2,200円⃞KS 978-4-06-156556-2

帯川利之／笹原弘之・編著
A5 143頁 本体2,200円⃞KS 978-4-06-156550-0





生物科学
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【生物科学】

授業でそのまま使えるPowerPoint付き！
高校生物解説書 植物編

大学 1年生の なっとく！
生物学

よくわかる分子生物学・細胞生物学実験
　原理＆実験の組み立て方

ポストゲノムの
分子生物学入門

はじめての
バイオインフォマティクス

タンパク質の立体構造入門
　基礎から構造バイオインフォマティクスへ

新課程の高校教科書に対応した教員の
ための資料集。新しく加わった内容を
中心に、わかりにくいところを専門家
が補足しながらポイントを解説。授業
やプリント作成で活用しやすいパワー
ポイントデータ付き。植物編。４色刷。

本当に大切な内容だけを厳選。やさし
い文章で解説しているので高校で生物
学を履修していない学生でも大丈夫。
学習効率がさらに高まる演習問題と重
要語句が隠れる赤シート付き。フルカ
ラー図版多数。

複雑な分子生物学の実験手法の原理と
流れが豊富な図版でよくわかる！　
100を超す項目と原理を紹介し、バイ
オ実験初心者でも実験の全貌をスムー
ズに理解できます。２色刷。

ヒトゲノム解読後の新時代に対応した
入門書。分子生物学とバイオテクノロ
ジーの基礎から、ゲノム情報の利用に
不可欠なバイオインフォマティクスの
実際までをカバーした新時代の入門
書。大学のテキストに最適。

初心者向けに基礎の基礎から解説する
入門書。ヒトゲノムの全塩基配列が明
らかになり、ますます重要になるバイ
オインフォマティクスの基礎から全体
像までを、教育経験の豊富な執筆陣が
わかりやすく解説する。

まったくの初学者にもよくわかる入門
書。タンパク質の構造の基礎から説き
起こし、構造決定法や構造バイオイン
フォマティクスまでを丁寧に解説。タ
ンパク質の機能の理解には、立体構造
が欠かせない。

町田泰則／岡田清孝／山本興太朗・監修
B5 107頁 本体3,600円⃞KS 978-4-06-153894-8

田村隆明・著
A5 207頁 本体2,300円⃞KS 978-4-06-153450-6

佐々木博己・編著
河府和義／檀上稲穂／青柳一彦・著
B5 206頁 本体3,400円電⃞KS 978-4-06-153874-0

村上康文・編
A5 254頁 本体3,500円⃞KS 978-4-06-153856-6

藤 博幸・編
B5 166頁 本体2,800円⃞KS 978-4-06-153862-7

藤 博幸・編
B5 190頁 本体3,500円⃞KS 978-4-06-153881-8

もっと知りたい！ PCR実験 あなたの知識がより深まる！	PCRの
原理から操作手順までを、図や写真を
交えながら解説。PT-PCRやリアルタ
イムPCRに加えて、法医学や考古学へ
の応用も紹介。養王田正文・編

B5 173頁 本体3,000円⃞KS 978-4-06-153877-1
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【生物科学】

医学部編入への 生命科学演習

医学部編入への 英語演習

これからはじめる人のための
バイオ実験基本ガイド

DVDで見るバイオ実験
 DVD-ROM付き

緩衝液
その原理と選び方・作り方

医学部編入試験受験者に待望の１冊！　
医学部編入試験に必要な生化学・分子
生物学・生理学の重要例題・過去問・
オリジナル問題を160問収録。記述式
問題では採点時のポイントとなる箇所
も徹底的に解説。

医学部編入試験で合格点をとるために
は、入念な準備が必要。本書は多数の
過去問に加え、形式別問題、重要単語
リストなど厳選内容で受験者をサポー
ト！　詳しい解説付きで、試験の要点
をつかむことができる。

なるほどなっとく！	のバイオ実験入
門書。「なんで？	どうして？」という
実験初心者君の素朴な疑問は、先輩に
聞けないことが多いものです。そんな
バイオ実験を行うときの常識を易しく
教えてくれる１冊。

遺伝子の抽出や精製、プライマー設計、
PCR、電気泳動、ライゲーション、タ
ンパクの取り扱い、ウェスタン、免疫
沈降、基本培地・試薬の調製、細胞培
養実験など、バイオ実験の基礎を
DVDで学ぶことができる！

現場で必須な緩衝液の選び方、作り方
の実際。緩衝液を使う人の立場に立ち、
知りたいことがすぐわかり、しかも基
礎をしっかり理解できるように解説。
無機分析化学、生命科学分野の実例を
豊富に収載。

松野 彰・監修　井出冬章・著
河合塾KALS・協力
B5 254頁 本体4,300円⃞KS 978-4-06-153873-3

河合塾KALS・監修
土田 治・著
B5 191頁 本体4,000円⃞KS 978-4-06-153886-3

武村政春・編著
杉村和人／園田雅俊／村雲芳樹・著
A5 222頁 本体2,700円⃞KS 978-4-06-153880-1

野島 博・編著
A5 206頁 本体3,800円⃞KS 978-4-06-153888-7

澤田 清／大森大二郎・著
A5 190頁 本体3,400円⃞KS 978-4-06-154363-8

最新 昆虫病理学 最新の知見にも対応した、待望の書。
分野の概観を摑みやすいように体系
だった構成にした。微生物学の基礎知
識から詳細な各論、昆虫病理学の発展
と応用まで解説。教科書としても参考
書としても役立つ必携の書。

国見裕久／小林迪弘・編著
A5 271頁 本体4,800円⃞KS 978-4-06-153740-8

新しい植物ホルモンの
科学 第 3版

新しく重要な知見を追加し、図版をカ
ラーにしてさらに充実させた改訂第3
版。シグナル分子としてはたらく植物
ホルモンについて、その合成経路や作
用機序をコンパクトにまとめた。農業
などにおける応用例も紹介する。

浅見忠男／柿本辰男・編著
植物化学調節学会・協力
B5 192頁 本体3,200円⃞KS 978-4-06-153452-0
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【生物科学】

植物細胞壁

新しい植物分類学Ⅰ・Ⅱ

バイオのための微生物基礎知識
　ヒトをとりまくミクロ生命体

バイオのための
基礎微生物学

植物細胞壁に関する基礎から実用まで
の最新事項を網羅した、研究を進める
うえで役立つ１冊。１章-構成分子、
２章-細胞壁構築、３章-成長・分化、
４章-環境応答、５章-利用技術、６章-
細胞壁改変、７章-解析法。

10周年を迎えた日本植物分類学会監
修。多様な植物種はどのように進化し
てきたのか？　どのように生きている
のか？　第一線の研究者が最新の成果
を交えて研究を紹介し考察。Ⅰ巻では
被子植物を扱った24テーマ、Ⅱ巻では
さらにコケ植物・シダ植物・裸子植物
も加わった29テーマの研究を紹介。従
来の研究に新たな展開をもたらした分
子生物学的手法に注目。

医療や食品、工業など、私たちの生活
に深くかかわっているさまざまな微生
物。よく耳にする病原菌をはじめ、と
くに人間とかかわりの深い微生物を紹
介。はじめて微生物学を学ぶ学生のた
めに、やさしく解説。

微生物学を一からわかりやすく解説す
る。微生物の歴史から特性、ヒトとの
かかわり、産業への応用、環境保全へ
の新たなる展開を初学者向けに平易に
解説する教科書。

西谷和彦／梅澤俊明・編著
A5 359頁 本体6,800円⃞KS 978-4-06-153818-4

日本植物分類学会・監修
戸部 博／田村 実・編著
Ⅰ＝A5 254頁 本体2,800円⃞KS 978-4-06-153448-3
Ⅱ＝A5 335頁 本体3,600円⃞KS 978-4-06-153449-0

扇元敬司・著
B5 231頁 本体3,400円⃞KS 978-4-06-153730-9

扇元敬司・著
B5 246頁 本体3,800円⃞KS 978-4-06-153721-7

Q&Aで学ぶ
やさしい微生物学

予備知識なしに読める微生物の本。コ
ロとルルのキャラクターと一緒に身近
な微生物の不思議を探ります。Q&A
形式で知識の整理にも最適。農学・バ
イオ系だけでなく看護・栄養の学生、
一般にも。

浜本哲郎／浜本牧子・著
A5 206頁 本体2,000円電⃞KS 978-4-06-153444-5

テイツ／ザイガー
植物生理学・発生学　原著第 6版

世界標準の教科書、待望の翻訳改訂版！　
植物の成長や発生に関わる章構成が大
幅にリニューアルされ、内容はアップ
デートされました。美しい写真や図は
学生の理解を助けます。主要項目を網
羅しているので研究者も必携です。

T. テイツ／ E. ザイガー／ I.M. モーラー／
A. マーフィー・著
西谷和彦／島崎研一郎・監訳
A4 予800頁 近刊⃞KS 978-4-06-153896-2
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【生物科学】

カラー図解 生化学ノート
　書く！塗る！わかる！

わかりすぎてヤバい！
亀田講義ナマ中継 生化学

いちばんやさしい生化学

ひとりでマスターする生化学

好きになる生化学
　生体内で進み続ける化学反応

眠くならない生化学の入門書。塗り絵
や穴埋めドリルなどで、手を動かしな
がら生化学を効率よく学ぼう。左頁が
解説、右頁が書き込み部分の見開き構
成。構造式もばっちりわかる。看護系
やコメディカル向け。

分量が多くて難しそうな生化学を、あ
のスーパー講師が一刀両断！　大学に
入学したものの生化学の授業にまった
くついていけない天才ネコをパートナ
ーに迎えて、効率よく生化学のポイン
トを伝授。２色刷。

豊富な会話とイラストと確認問題で、
初めて学ぶ人でも生化学がスラスラわ
かる入門書。難しくて膨大な専門書に
取り組む前に読んでおきたい１冊！

つまずきやすいポイントをおさえた丁
寧な解説と豊富な図表が、複雑な代謝
経路や反応式の理解を助ける。生化学
の基本事項をもれなくカバーしつつ、
ひとりでもこなせるレベルとボリュー
ムにまとめた。

『好きになる生理学』の姉妹編。キャ
ラクターの田中家の面々が大活躍。難
しいポイントはマンガで解説。楽しみ
ながら理解できる１冊。最低限必要な
化学の知識や構造式の覚え方のコツに
も触れた。初学者に最適。

森 誠・著
B5 159頁 本体2,200円⃞KS 978-4-06-153887-0

亀田和久・著
A5 215頁 本体2,300円電⃞KS 978-4-06-156254-7

坂本順司・著
A5 197頁 本体2,200円⃞KS 978-4-06-155452-8

亀井碩哉・著
A5 329頁 本体3,800円⃞KS 978-4-06-153895-5

田中越郎・著
A5 175頁 本体1,800円電⃞KS 978-4-06-154157-3
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【好きになるシリーズ】

好きになる生物学　第2版
　12ヵ月の楽しいエピソード

好きになるヒトの生物学
　私たちの身近な問題　身近な疑問

好きになる免疫学
　「私」が「私」であるしくみ

好きになる分子生物学
　分子からみた生命のスケッチ

好きになる生理学
　からだについての身近な疑問

森のくまが医者を目指して街に来た？　
初夢から始まって、除夜の鐘で終わる
生物学超おもしろ講義の第２版。新し
い知見を盛り込み、一部の図も見やす
く改訂。楽しく読みながら、生物学の
基本がしっかり身につく。

『好きになる人間生物学』の改題改訂
版。森のくまの目線でヒト（人間）に
関係するさまざまな問題を生物学的に
考える物語形式の１冊。新しい知見を
盛り込み、一部の図も見やすく改訂。
一般教養のテキストにも最適。４色。

楽しいキャラクターで学ぶ免疫学。た
くさんのイラストや図で、専門用語を
覚えなくても免疫の複雑なしくみがス
ラスラ理解できる。医学生から一般人
まで、免疫学初心者に最適の１冊。

学習内容だけでなく、学び方まで示し
た１冊。ユニークなイラストと堅苦し
くない日常的な言葉を使った解説で、
楽しく分子生物学を学ぶ。病気や遺伝
子治療などについてもくわしく説明。

面白いたとえとマンガが満載の楽しい
１冊。善玉コレステロールって？　CT
とMRIの違いって？　知っているよう
で知らない疑問をわかりやすく解説。
いつの間にか生理学の基本が身につく。
看護・コメディカル系の学生に最適。

吉田邦久・著
A5 255頁 本体2,000円⃞KS 978-4-06-154178-8

吉田邦久・著
A5 268頁 本体2,000円⃞KS 978-4-06-154181-8

多田富雄・監修　萩原清文・著
A5 166頁 本体1,800円電⃞KS 978-4-06-153435-3

多田富雄・監修　萩原清文・著
A5 206頁 本体2,000円⃞KS 978-4-06-153434-6

田中越郎・著
A5 206頁 本体2,000円電⃞KS 978-4-06-153437-7

わかるから、面白いから、旬の話題で、好きになる！

好きになるシリーズ
医学・看護・コメディカル・生命科学系
向けのシリーズ。
どんな難しい科目も、まずはこの１冊から。
楽しく読んで、基本がよくわかる。
イラストや図が満載。
一般の人が読んでも面白い！
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【好きになるシリーズ】

好きになる解剖学
　自分の体をさわって確かめよう

好きになる解剖学 Part 2
　関節を動かし骨や筋を確かめよう

好きになる病理学
　るみと健太の病理学教室訪問記

好きになる生化学
　生体内で進み続ける化学反応

好きになる精神医学  第 2版
　こころの病気と治療の新しい理解

好きになる睡眠医学  第 2版
　眠りのしくみと睡眠障害

好きになる麻酔科学
　苦痛を除き手術を助ける医療技術

解剖図よりも自分のからだで確認して
みよう。つめ込んで覚えるよりも、自
分のからだに触れながら人体の構造を
理解する方がずっと面白いし、忘れな
い。エピソードも豊富で、看護系・医
療系学生にぴったりの１冊。

待望の第２弾。今度は筋肉や骨を中心
に。ダジャレや助手のカエルくんのつ
ぶやきを聞き、自分のからだに触れな
がら楽しく学ぶ解剖学入門書。部位別
の構成。医学・看護・鍼灸・体育系の
学生にも最適。

看護学生のるみと医学生の健太が、病
理学研究室を訪問。生活感あふれる質
問や、イラストがたくさん。写真も豊
富でまとめもあって、基本学習にも最
適の１冊。面白く楽しい病理学の入門
書。

『好きになる生理学』の姉妹編。キャ
ラクターの田中家の面々が大活躍。難
しいポイントはマンガで解説。楽しみ
ながら理解できる１冊。最低限必要な
化学の知識や構造式の覚え方のコツに
も触れた。初学者に最適。

最新の精神医学が学べる第２版。うつ病
の新分類に対応、DSM-5の考え方を紹
介しつつ、子供の病気や心理療法、向
精神薬の記載も充実させた。わかりや
すい解説とイラストで理解がますます
深まる。精神医学の入門書として最適。

待望の改訂版。睡眠医学の全体像がわ
かりやすいように、系統だった章立て
に大幅変更。治療法や薬などについて、
最新の情報を盛り込んだ。イラストを
多用し、わかりやすい表現で一般の人
や、初学者向けの教科書としても最適。

楽しく読んで、麻酔科学の基礎が身に
つく。研修医をはじめ、コメディカル
にも最適な１冊。リアルな疑問の投げ
かけや設定で、現場で活用できる基礎
力がつく。高度な専門書への橋渡しが
できる。

竹内修二・著
A5 238頁 本体2,200円⃞KS 978-4-06-153439-1

竹内修二・著
A5 214頁 本体2,000円⃞KS 978-4-06-154160-3

早川欽哉・著
A5 254頁 本体2,200円電⃞KS 978-4-06-154151-1

田中越郎・著
A5 175頁 本体1,800円電⃞KS 978-4-06-154157-3

越野好文／志野靖史・著絵
A5 191頁 本体1,800円⃞KS 978-4-06-154180-1

内田 直・著
A5 174頁 本体2,000円⃞KS 978-4-06-154179-5

諏訪邦夫・監修　横山武志・著
A5 173頁 本体2,200円電⃞KS 978-4-06-154176-4
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【好きになるシリーズ】

好きになる救急医学  第 3版
　病院前から始まる救急医療

好きになる栄養学  第 2版
　食生活の大切さを見直そう

好きになる薬物治療学
　患者をみた治療薬の選定とその用法

好きになる漢方医学
　患者中心の全人的医療を目指して

好きになる微生物学
　感染症の原因と予防法

『JRC蘇生ガイドライン2015』に対応。
さらに小児の心肺蘇生法、アナフィラ
キシーショック、心電図、外傷時の搬
送体位などについても加筆。犬のベル
ちゃんと先生がくり広げるやさしい救
急医学。

『日本人の食事摂取基準（2015年版）』
に対応。身近な話題をテーマに、栄養
学をやさしく学べる。生化学の知識が
なくてもらくらく理解。献立作成、ラ
イフステージ別食生活、スポーツ栄養
まで学べる入門書。

患者背景を考慮した薬物治療の要点が
わかる。薬学部の学生をはじめ、薬剤
師、研修医、看護師に向けた「臨床セ
ンス」がつかめる１冊。章末に練習問
題付き。

ゼロから始める漢方医学。漢方独自の
見方、考え方が修得できる本格的入門
書。ユニークな３ステップで基礎理論
から実践的知識（診断、治療、方剤解
説）まで、段階的に学べる。見開き１
テーマで理解しやすい構成。

食中毒からインフルエンザ、デング熱、
エボラ出血熱など、さまざまな感染症
と微生物の関係を簡潔にまとめた医療
系学生向けの入門書。カラーイラスト
とわかりやすい語り口で、スラスラ理
解できる。確認問題付き。

小林國男・著
A5 255頁 本体2,000円電⃞KS 978-4-06-154184-9

麻見直美／塚原典子・著
A5 255頁 本体2,200円⃞KS 978-4-06-154182-5

大井一弥・著
A5 207頁 本体2,200円⃞KS 978-4-06-154175-7

喜多敏明・著
A5 190頁 本体2,200円電⃞KS 978-4-06-154170-2

渡辺 渡・著
A5 175頁 本体2,000円⃞KS 978-4-06-154183-2
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【好きになるミニノートシリーズ】

好きになる生理学
ミニノート

好きになる解剖学
ミニノート

好きになる病理学
ミニノート

『好きになる生理学』の姉妹編。『好き
になる生理学』の登場人物「田中家の
面々」が再登場。マンガで要点がわか
る。病気についての解説もあり、見開
きワンテーマでコンパクトに知識を整
理。２色刷・暗記シート付き。

『好きになる解剖学』『好きになる解剖
学Part2』の姉妹編。豊富な図版と簡
潔な説明の待望のまとめ集。重要な項
目は赤字に。暗記シートで要点のポイ
ントチェックができる。

『好きになる病理学』の姉妹編。楽し
く暗記。『好きになる病理学』の次へ
のステップアップに最適。楽しくポイ
ントを絞って学べるハンディな病理学
のまとめ集。イラスト・写真を多数掲
載。暗記シート付き。

田中越郎・著
B6 150頁 本体1,500円電⃞KS 978-4-06-154172-6

竹内修二・著
B6 190頁 本体1,600円⃞KS 978-4-06-154168-9

早川欽哉／関 邦彦・著
B6 150頁 本体1,800円電⃞KS 978-4-06-154171-9

楽しく覚えて、らくらく実力アップ

好きになるミニノートシリーズ
好きになるシリーズを楽しく読んだ後は、
「ミニノート」でポイントを整理しよう！
【ミニノートシリーズの特徴】
●コンパクトに知識を整理。
●２色刷でみやすく、重要な項目は赤字に。
●赤色暗記シートで要点のポイントチェックができる。
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【休み時間シリーズ】

休み時間の免疫学　第2版

休み時間の生化学

休み時間の解剖生理学

休み時間の薬理学　第2版

休み時間の薬物治療学

医療系学生に人気の「休み時間の免疫
学」改訂版！　新規項目・図版・国家
試験問題を追加し、大好評の旧版から
さらにわかりやすくパワーアップ！　
免疫学の専門書・教科書が難しくて
困っているという人におすすめ。

10分単位で完全マスター、使える生化
学。エネルギーと代謝に注目して生命
現象をみていきましょう。糖質・脂質・
タンパク質etc.物質はいつも体のなか
をめぐっています。

解剖と生理を関連させた95の基本事
項。骨格、筋肉、神経、内臓etc.覚え
ることだらけの解剖生理学。10分集中
して要点をマスターしよう。巻末の練
習問題を解けば理解度がチェックでき
る。

飲んだり、塗ったり、貼ったり。薬の
形や作用は多種多様。風邪薬、消毒薬、
予防接種などはもちろん、レバミピド
やジクアホソルなどの新しい治療薬も
紹介。また、図表もフルカラーにした
パワーアップ改訂版。

薬の作用機序の基本を押さえながら、
主要な疾患に対する薬物治療の基礎を
平易に解説。コンパクトな分量で薬物
治療の基礎と全体像がわかる。医学、
看護、薬学系向け。

齋藤紀先・著
A5 223頁 本体2,000円電⃞KS 978-4-06-155714-7

大西正健・著
A5 190頁 本体2,200円電⃞KS 978-4-6-155712-3

加藤征治・著
A5 255頁 本体2,200円⃞KS 978-4-06-155711-6

丸山 敬・著
A5 239頁 本体1,800円⃞KS 978-4-06-155716-1

柳澤輝行／藤下まり子・著
A5 223頁 本体2,300円⃞KS 978-4-06-155710-9

１テーマ10分	休み時間を有効活用！

休み時間シリーズ
初学者におすすめの超基本シリーズ
☆見開きに１項目
　　→見やすい、わかりやすい
☆内容は最小限の基本事項のみ
　　→基本がしっかり学べる
☆項目ごとのポイントと練習問題つき
　　→着実に理解度アップ！
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【休み時間シリーズ】

休み時間の薬事法規・制度

休み時間の微生物学　第2版

休み時間の生物学

休み時間の物理化学

見開き１項目10分の構成でわかりやす
く学べる！　薬学関係の法律は、つま
らないし眠くなる……そんなあなたで
も楽しく読める！　CBT、国家試験
対策としてはもちろん、薬剤師になり
たての人も基礎がために最適の１冊！

フルカラーでパワーアップ！　微生物
の写真も図版も、さらに見やすく・わ
かりやすくなった。新規掲載も豊富に
そろえ、微生物学を学ぶ全ての学生に
学んでほしい１冊。抗生物質、微生物
の歴史など新Stageも登場。

１項目10分で生物学をマスターできる
本。最近話題の生物用語やヒトのから
だの仕組みから生物学の基礎がわかる
本。１項目が見開き２ページで習得で
きるので気になるところから始めても
大丈夫。

休み時間を利用して物理化学をマスタ
ー。薬学部、バイオ系学部向けの内容
で、高校で物理を学んでいない人でも
基礎から学ぶことができます。見開き
１項目が10分で学べる。休み時間を有
効活用しよう。

白神 誠・著
A5 239頁 本体2,300円電⃞KS 978-4-06-155715-4

北元憲利・著
A5 221頁 本体2,200円電⃞KS 978-4-06-155717-8

朝倉幹晴・著
A5 222頁 本体2,200円電⃞KS 978-4-06-155701-7

齋藤勝裕・著
A5 206頁 本体2,200円電⃞KS 978-4-06-155713-0
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【絵でわかるシリーズ】

絵でわかる免疫

絵でわかる生化学

新版 絵でわかる
ゲノム・遺伝子・DNA

絵でわかる遺伝子治療

人のからだを病気から守る免疫のしく
みは、一方で自己免疫疾患などの病気
を引き起こしてしまう。ガンもエイズ
もアレルギーも、みんな免疫が関係し
ている。複雑怪奇な免疫のしくみを、
その全体像から説き起こす入門書。

初学者に最適なイラストが満載の入門
書。生物は、どんな物質でできている
のか？	さまざまな生命現象は、物質
レベルではどう説明できるのか？	ポ
イントを網羅してわかりやすく解説。

豊富なイラストで遺伝子の基礎がよく
わかる。好評書籍が９年ぶりに改訂。
iPS細胞や再生医学、RNAiなどの記述
を加え、現代ゲノム科学がさらにわか
りやすくなった。初学者におすすめの
１冊。

遺伝子検査によってどんな病気がわか
るの？　どこに行けば検査をしてくれ
るの？　費用はどのくらい？　どのく
らい信頼できるの？　こんな疑問に答
えてくれる、イラスト満載の入門書！

安保 徹・著
A5 174頁 本体2,000円⃞KS 978-4-06-153850-4

三原久和・著
A5 165頁 本体2,000円⃞KS 978-4-06-154755-1

中込弥男・著
A5 174頁 本体2,000円⃞KS 978-4-06-154762-9

野島 博・著
A5 191頁 本体2,200円⃞KS 978-4-06-154772-8

わかりやすいイラストで一目でわかる！

絵でわかるシリーズ
ややこしい文章を読むだけでは、なかなか頭に
入ってこない。そんな悩みを一挙に解消！
わかりやすいイラストを満載した、
一目瞭然の入門書シリーズ。
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【絵でわかるシリーズ】

絵でわかるがんと遺伝子 「がん」はなぜできる？　どうやって
治す？　化学物質や紫外線で、がんが
できるのはなぜ？　がんに関係する遺
伝子とはどんなもの？　「がん」のし
くみを多くのイラストを使ってわかり
やすく解説する入門書。

野島 博・著
A5 198頁 本体2,000円⃞KS 978-4-06-154756-8

絵でわかる感染症
　with もやしもん

絵でわかる漢方医学

絵でわかる東洋医学

絵でわかる人類の進化

絵でわかる生物の不思議

感染症界のエースと人気コミック『も
やしもん』との最強タッグによる至極
の入門書！　感染症に立ち向かう際
に、知っておくべきことを解説。学生
はもちろん、医療関係者にも最適。岩
田流「21世紀の感染症学」！

漢方医学を学ぶ人はこの１冊から。学
生・初学者向けの漢方医学入門書。陰
陽や証などの難しい理論も独特の見慣
れない漢字も、豊富なイラストで漢方
のイメージがすっきり頭に入ります。

豊富なイラストでよくわかる入門書。
はり師、きゅう師、柔道整復師など、
東洋医学をこれから学ぼうと考えてい
る人への入門書。理論・治療・診断の
基礎がイラストでよくわかる。資格試
験情報も記載。

人類の長い進化の道すじが、一目でわ
かる！　化石や遺伝子の研究から、わ
れわれ人類の進化の道すじが明らかに
なってきた。第一線の研究者たちが、
豊富なイラストを使って、初心者にも
わかりやすく解説する。

身近な話題を手がかりに最新の生物学
に迫る。ゲノムって何だろう？　クロ
ーン人間はつくれるの？　身近な疑問
やニュースの話題を手がかりに、生物
学の基本から最先端までを紹介するイ
ラスト満載の入門書。

岩田健太郎・著
石川雅之・絵
A5 239頁 本体2,200円電⃞KS 978-4-06-154775-9

入江祥史・著
A5 190頁 本体2,200円電⃞KS 978-4-06-154760-5

西村 甲・著
A5 190頁 本体2,200円⃞KS 978-4-06-154761-2

斎藤成也・編
海部陽介／米田 穣／隅山健太・著
A5 198頁 本体2,000円⃞KS 978-4-06-154759-9

太田次郎・監修
A5 174頁 本体2,000円⃞KS 978-4-06-153440-7
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【絵でわかるシリーズ】

絵でわかるカンブリア爆発

絵でわかる
プレートテクトニクス
　地球進化の謎に挑む

絵でわかる日本列島の誕生

絵でわかる地図と測量

絵でわかる植物の世界

ダーウィンを悩ませた “奇妙奇天烈”
な動物たちはいかにして誕生したのか？　
地球科学、古生物学、分子生物学など
さまざまな分野の成果を紹介し、有力
な仮説を解説・検証する。最先端の科
学で地球生命史最大の謎に挑む！

地球科学の最重要テーマを、カラーイ
ラストを交えてわかりやすく解説。い
つから・なぜ起きている？　地球でし
か起こらない？　生命の誕生や進化に
およぼした影響は？　地球と生命の歴
史を読み解く冒険に出かけよう！

大陸からはがれてできた？　本州は折
れ曲がった？　地震と火山が多い理由
は？　将来ハワイはぶつかる？　ダイ
ナミックな日本列島の誕生と進化の歴
史を、豊富なカラーイラストで解説。
地質学と地球年代学への入門にも最適。

ふだん何気なく使っている地図に隠さ
れた驚異の技術！　原理・原則から最
新技術まで、地図の材料集めから編集
までを豊富なカラー図版で解説。測量
学や空間情報工学の入門に最適。数式
に抵抗がある人でもスラスラ読める。

身近な話題が盛りだくさんの植物学入
門書！　野菜や果物、観賞用の花や緑、
野山に育つ木々や草花など、人間の生
活に欠かせない植物は、実に独特な生
き方をしている。イラスト満載で紹介
する植物の世界の秘密。

更科 功・著
A5 191頁 本体2,200円⃞KS 978-4-06-154779-7

是永 淳・著
A5 190頁 本体2,200円⃞KS 978-4-06-154768-1

堤 之恭・著
A5 187頁 本体2,200円⃞KS 978-4-06-154773-5

中川雅史・著
A5 191頁 本体2,200円⃞KS 978-4-06-154774-2

大場秀章・監修　清水晶子・著
A5 174頁 本体2,000円⃞KS 978-4-06-154754-4

絵でわかる地震の科学 日本人ならだれもが経験しているが、
ほとんど理解されていない地震。どこ
で起こる？　発生メカニズムは？　予
知はなぜ難しい？　地震の科学の最新
成果をカラー図版で解説する。変動し
続ける地球のしくみに迫る！

井出 哲・著
A5 予192頁 近刊⃞KS 978-4-06-154781-0

絵でわかる古生物学 わずかな痕跡から、あらゆる推論・検
証を駆使して、太古の世界の姿を解き
明かしていく古生物学。その考え方と
手法を、豊富なイラストをまじえて解
説。最新の知見が明らかにする過去の
地球の姿とホットなトピックも紹介。

棚部一成・監修
北村雄一・著
A5 191頁 本体2,000円⃞KS 978-4-06-154777-3
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【絵でわかるシリーズ】

絵でわかる樹木の知識 樹木の本当の姿がわかれば、樹木に対
する見方も変わる！　樹形や樹皮の正
しい読み解き方と、樹木に関する正し
い知識をイラストを交えて解説。樹木
の保全・管理はもちろん、街づくりや
一般家庭の樹木にも役立つ１冊。

堀 大才・著
A5 191頁（口絵カラー８頁）
本体2,200円⃞KS 978-4-06-154763-6

絵でわかる樹木の育て方 樹木の正しい育て方がわかれば、樹木
もそれに応えて育ってくれる！　既刊
『絵でわかる樹木の知識』をもとに、
樹木の育成と管理を数多くのイラスト
とともに具体的に実践するための書。
緑化保全に役立つ１冊。

堀 大才・著
A5 231頁 本体2,300円⃞KS 978-4-06-154776-6

絵でわかる生態系のしくみ

絵でわかる
動物の行動と心理

絵でわかる昆虫の世界
　進化と生態

絵でわかる自然エネルギー

絵でわかる麹のひみつ

生態系を知る・守る・再生するための
入門書。生態系のしくみの基本から、
健全な生態系を保全・再生する実際の
活動までを、さまざまな実例とともに、
多くのイラストを用いて初心者にもわ
かりやすく解説。

一見すると奇妙な動物行動の数々。な
ぜその行動をするようになったのか？　
その行動の意味とは？　著者自身の細
やかな観察を通して学ぶ、動物行動学
の理論。動物を通じて、人間の不可解
な行動の意味も明らかに。

人類とはまったく異なる戦略で進化を
とげた昆虫たち。意表を突く彼らの形
態、繁殖や社会形成、さらには人間社
会にもたらす恩恵まで、精密イラスト
でわかりやすく解説。

太陽光、地熱、風力、バイオマスに代
表される自然エネルギーの基礎知識と
現状をイラストを交えてわかりやすく
解説。さらにコスト、利便性、安全性、
将来性の観点から未来を予測。どの方
法が一番なのか？

日本の発酵食品には欠かすことのでき
ない「麹（麹菌）」。この日本の食の要
ともいえる麹について微生物学的な知
見はもちろん、食文化や健康とのかか
わりも紹介。シリーズ初の食の第一弾。
麹料理研究家おのみさレシピも掲載。

鷲谷いづみ・著　後藤 章・絵
A5 173頁 本体2,000円電⃞KS 978-4-06-154758-2

小林朋道・著
A5 191頁 本体2,200円⃞KS 978-4-06-154765-0

藤崎憲治・著
A5 207頁 本体2,200円⃞KS 978-4-06-154769-8

御園生 誠／小島 巖／片岡俊郎・著
A5 157頁 本体2,000円⃞KS 978-4-06-153147-5

小泉武夫・著　おのみさ・絵，レシピ
A5 199頁（口絵カラー８頁）
本体2,200円電⃞KS 978-4-06-154770-4
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【絵でわかるシリーズ】

絵でわかる寄生虫の世界 生物の中でも特に不思議で独特な生き
方をする寄生虫たち。その全体像から
個々の寄生虫の生態、人間の健康や産
業とのかかわり、自然界における存在
意義までをわかりやすく解説する。豊
富なイラストでインパクトも抜群！

小川和夫・監　長谷川英男・著
A5 167頁 本体2,000円⃞KS 978-4-06-154771-1

絵でわかる食中毒の知識 食の安全を脅かす「食中毒」。その食
中毒に関する正しい知識を親しみやす
く学べるようにイラストを使用してや
さしく解説。食品衛生だけではなく、
栄養学や衛生学、調理学にも役立つ学
習書。

伊藤 武／西島基弘・著
A5 199頁 本体2,200円⃞KS 978-4-06-154780-3
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【新バイオテクノロジーテキストシリーズ】

新・微生物学　新装第 2版

生化学　第2版

分子生物学　第2版

遺伝子工学　第2版

バイオ英語入門

2012年刊行の『新・微生物学』の新装版。
判型をB5に変え、キーワードを色字
で示し、バイオ技術者認定試験に対応。
微生物の種類・特徴、構造、代謝、増
殖・分化・遺伝・応用、遺伝子組換え、
微生物実験法まで、バランスよく解説。

旧版を全面改訂し、新しくなった待望
の第２版。図版・写真点数を増やすこ
とでよりわかりやすく、深く学ぶこと
ができる。バイオ系の学部はもちろん、
農学系、理学系、医療系の人も一から
学ぶことができる１冊。

シグナル伝達、再生医学、ゲノム解析
などの項目を新規に追加して全面改
訂。図版・写真も追加修正することで
さらに見やすくなった。分子生物学を
はじめて学ぶ学生にとって最適の１
冊。

RNAi、リアルタイムPCR、定量PCR、
ノックイン、ノックアウト、RT-
PCR、GFP、バイオインフォマティク
スなどの技術・知見を追加。分量も50
頁増え、現代遺伝子工学の内容をふま
えたテキスト。

旧版の『基礎バイオ英語』刊行から９
年、内容を新たにして登場。科学で使
う単位、原子・元素や物質名、実験器
具のほか、生化学、細胞工学、遺伝子
工学、バイオインフォマティクス分野
の英語がわかる。

別府輝彦・著
B5 167頁 本体2,800円⃞KS 978-4-06-156356-8

小野寺一清／蕪山由己人・著
B5 207頁 本体3,600円⃞KS 978-4-06-156355-1

池上正人／海老原 充・著
B5 207頁 本体3,500円⃞KS 978-4-06-156352-0

村山 洋／安齋 寛／大須賀久美子／
飯田泰広／山村 晃・著
B5 175頁 本体2,500円⃞KS 978-4-06-156354-4

池北雅彦／田口速男・著
B5 94頁 本体2,200円⃞KS 978-4-06-156351-3

新バイオテクノロジーテキストシリーズ
NPO法人　日本バイオ技術教育学会・監修

バイオ系学部（農・薬・理・医学部）、専門学校で必須となる科目
を集めたバイオテクノロジーの初学者向けのテキストシリーズ！
バイオ技術に必要な知識を基礎から学べる。
バイオ技術者認定試験（中級）における試験ガイドライン記載の
キーワードが盛り込まれ、試験対策としても最適。
章末には「まとめ」を付け、「読みやすく・理解しやすく」
なるよう配慮した。〈本文２色刷〉
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【医学】

医療従事者のための
医学英語入門

ニュースで読む医療英語
 CD付き

みんなの医療統計
　12日間で基礎理論とEZRを完全マスター！

医療系学生のための 病理学
 第 ４版

わかりやすい
アレルギー・免疫学講義

免疫測定法
　基礎から先端まで

人体組織、器官を中心に基礎医学をコ
ンパクトに収載した1991年刊の好評テ
キスト『医療技術者のための医学英語
入門』が新版となって登場。図版も追
加され、さらに使いやすくなった。

医療・看護系のためのやさしい英語テ
キスト。一般向けのわかりやすい医療
ニュースを題材にしているので、入門
レベルの読者でもすらすら読める。英
語音声収録CD付きでリスニングも
バッチリ！

医療統計を学ぶすべての人におくる新・
定番の解説書！　『よくわかる解説編』
と『EZRを使って統計処理をしてみよ
う』の二部構成を基本としたつくりで、
基本的な解析手法がばっちり身につ
く！　

診断の基礎を凝縮した１冊！　最新知
見で改訂。病理学のエッセンスを簡潔
にまとめたわかりやすい２色刷のテキ
スト最新版。臓器病変の肉眼写真、細胞
像などのカラー口絵付。看護、臨床検査、
薬学、リハビリなどに最適なテキスト。

アレルギーと免疫に関する基礎知識を
ていねいに解説。身近なアレルギーを
取り上げ、アレルゲンと免疫との関わ
りも詳細に２色刷でわかりやすく説明
する、いままでにない非医療系の１〜
２年生向け教科書。

免疫測定法の理論と技術を身につけ、
役立つプロトコールとハイテク免疫測
定法でスキルアップ。自作抗体でオリ
ジナル研究のエキスパートを目指す！　
食品の安全性確保、環境保全分野での
活用にも力を入れた。

清水雅子・著
A5 213頁 本体2,500円⃞KS 978-4-06-155615-7

川越栄子・編著
森 茂／田中芳文／名木田恵理子／大下晴美・著
B5 110頁 本体2,800円⃞KS 978-4-06-156310-0

新谷 歩・著
A5 255頁 本体2,800円電⃞KS 978-4-06-156314-8

中村仁志夫／佐藤達資／石津明洋／
田中伸哉・編
B5 220頁＋口絵カラー８頁
本体3,500円⃞KS 978-4-06-153696-8

扇元敬司・著
B5 183頁 本体2,900円⃞KS 978-4-06-153729-3

生物化学的測定研究会・編
編集委員・小林典裕／上田 宏／三宅司郎／荒川秀俊
B5 335頁 本体7,800円⃞KS 978-4-06-154385-0

移植・輸血検査学 日本組織適合性学会の総力を結集した
最新教科書。新しいHLA抗原型表記
法に準拠し、移植・輸血に関する技術
とその基礎を懇切丁寧に解説した待望
のテキスト。輸血検査技術者、HLA
検査技術者にも最適。

猪子英俊／笹月健彦／十字猛夫・監修
大谷文雄／木村彰方／小林 賢／鈴木洋司／
徳永勝士・編
B5 254頁 本体5,400円⃞KS 978-4-06-153678-4
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【臨床検査】【心理学】

新版 臨床化学　第3版

医療従事者のための
医動物学

新版 臨床免疫学　第3版

平成27年版臨床検査技師国家試験出題
基準準拠。よりわかりやすい構成とオ
ールカラーで大幅改訂。図解による理
解を深めるため、測定原理の図示など
を盛り込んだ。知識だけでなく、検査
の現場がわかるコラムも収載。

人獣共通感染症を充実させた最新版教
科書。寄生虫と衛生動物の最新の動向
や人獣共通感染症、新興・再興寄生虫
症の記述を充実させた。臨床検査技師
をはじめ、ペット関連の動物看護士の
教科書としても最適。

コメディカルに最適なテキスト。免疫
学の基礎から疾患との関わり、検査、
実習でのポイントもわかりやすい。免
疫学初心者を念頭に、わかりやすい記
述を心がけた。平成27年版臨床検査技
師国家試験出題基準準拠の改訂版。

片山善章／栢森裕三／長村洋一・編
B5 319頁 本体4,000円⃞KS 978-4-06-139840-5

伊藤洋一／山口 昇／安居院宣昭／内田明彦・著
B5 205頁 本体3,800円⃞KS 978-4-06-139819-1

山田俊幸／大戸 斉／渥美達也／三宅幸子／
山内一由・編
B5 336頁 本体5,400円電⃞KS 978-4-06-139841-2

ステップアップ心理学シリーズ

心理統計入門
　わかって使える検定法

ステップアップ心理学シリーズ

心理学レポート・論文の書き方
　演習課題から卒論まで

ステップアップ心理学シリーズ

心理学入門
　こころの科学

「心理学って数学使うの!?」と驚いた
筋金入りの文系学生のために。なぜ統
計なのか、どんなときにどの手法を使
うのか、納得しながら身につけられる。
学生の気持ちをよく知る著者による、
ステップアップ型の親切な入門書。

まったくの初心者を想定して、最初は
ごく基本的なルールから解説。徐々に
ステップアップしながらレベルに合っ
た知識やコツを紹介するから、スラス
ラ読めてしっかり身につく。読み終わ
るころには論文を書く準備完了！

心理学全体を俯瞰できる入門書。各論
科目のダイジェストを豊富なカラーイ
ラストと写真を交えて紹介します。ス
テップアップ形式の解説なので、基礎
から着実に学ぶことができます。最初
の一冊として初学者におすすめです！

板口典弘／森 数馬・著
A5 予256頁 近刊⃞KS 978-4-06-154810-7

板口典弘／山本健太郎・著
A5 予224頁 近刊⃞KS 978-4-06-154809-1

板口典弘／相馬花恵・編著
A5 予288頁 近刊⃞KS 978-4-06-154808-4

心理学のための
サンプルサイズ設計入門

数式での記述を最低限におさえ、事例
の解説から、サンプルサイズ決定のし
くみが理解できるようにした。データ
をとりはじめる前に目を通しておきた
い1冊。卒論から学術論文まで、すべ
ての研究に通じる基本が身につく。

村井潤一郎／橋本貴充・編
A5 予176頁 近刊⃞KS 978-4-06-156567-8
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【臨床心理士指定大学院対策シリーズ】

臨床心理士指定大学院対策

鉄則10＆キーワード100 心理学編

臨床心理士指定大学院対策

鉄則10＆キーワード100 心理英語編

臨床心理士指定大学院対策

鉄則10＆キーワード25 心理統計編

臨床心理士指定大学院対策

鉄則10＆過去問30 院試実戦編

大学院入試に必須のキーワード100と
合格への勉強法・鉄則10をパーフェク
ト解説！　基礎〜臨床に加えて心理統
計も解説した。論述演習・４択問題も
充実で合格に直結した勉強ができる。
赤シートでさらに効率アップ！

大学院入試に必須のキーワード100と
英文読解の鉄則10をパーフェクト解説！　
「ヒルガードの心理学」などの英文を
題材に論述問題に慣れよう。入試傾向
分析や関連用語も充実。合格に直結し
た勉強ができる。暗記用赤シート付き。

心理統計のエッセンスがたったの25キ
ーワードでわかる！　数学が苦手な学
生でも基礎からしっかり学べ、しかも
大学院合格に必要な知識が身につく。
試験傾向分析や大学院入試過去問も掲
載。暗記用赤シート付き。

大学院入試で出題された過去問の中か
ら良問を厳選。とくに受験者が苦手な
臨床分野から、300〜800字で論述させ
る問題を中心とした。シリーズ他書と
合わせて学べば合格確実！　出題傾向
分析やコラムも充実。

河合塾KALS・監修
宮川 純・著
A5 255頁 本体2,500円電⃞KS 978-4-06-154803-9

河合塾KALS・監修
木澤利英子・著
A5 237頁 本体2,500円⃞KS 978-4-06-154804-6

河合塾KALS・監修
宮川 純・著
A5 191頁 本体2,300円電⃞KS 978-4-06-154805-3

河合塾KALS・監修
坂井 剛・著
A5 191頁 本体2,400円電⃞KS 978-4-06-154806-0

臨床心理士指定大学院対策

鉄則10＆サンプル18 研究計画書編
研究計画書の書き方・考え方が豊富な
サンプルでわかる。河合塾KALS受講
生が書いたサンプルで、良い点や改良
すべき点など、計画書作成のポイント
が一目瞭然。意外と知らない様式の決
まりごとも伝授。

河合塾KALS・監修
渋谷寛子／宮川 純・著
A5 207頁 本体2,600円電⃞KS 978-4-06-154807-7

合格への最短ルート！

臨床心理士指定大学院対策シリーズ
指定大学院入試で合格するために必須の知識を集めた対策本。
院試の過去問や再頻出のキーワード、研究計画書のサンプルなど
実戦で役立つ知識が満載の最強シリーズ！



103

【薬学】

医歯薬系のための生物学
　コアカリキュラムを基礎から学ぶ

コアカリに沿ったわかりやすい生物学
教科書。医歯薬系大学生向けの生物学
テキスト。医学・歯学・薬学のモデル
コアカリキュラムに沿った内容で、教
えやすく学びやすい。２色刷で図版も
多用し明快に解説。

小林 賢・編著　五十鈴川和人／高橋 裕／
藤澤敬一／松村秋芳・著
B5 318頁 本体4,400円⃞KS 978-4-06-153694-4

はじめての薬学英語
　　　　　　　　　　　音声CD付き

入門 薬学英語 CD付き

医療 薬学英語

休み時間の薬理学　第2版

休み時間の薬事法規・制度

扱う英文は薬学に直結する内容。アメ
リカ厚生労働省の市民向け健康ウェブ
サイトや高校の生物学教科書など、専
門知識がなくても簡単に読めるものば
かり。分量も半期の授業で難なくこな
せるよう配慮。音声CD付き。

多様な文例とCDで身につく「読む」「聞
く」英語力。教養英語ではなく、薬学
専門で使える英語の力を養う。医療関
係の一般用語と専門用語の単語を学ぶ
ことから始め、多様な文例で文体を覚
え、英語に慣れることを狙う。CD付き。

医療の英単語がわかり、英文速読の力
がつく。医療現場でも多用される英語、
そこでのコミュニケーション力向上を
目的に医療関係の単語を多数収載。ま
た、英文を「読める」から「速読でき
る」に重点を置き実用性を志向。

飲んだり、塗ったり、貼ったり。薬の
形や作用は多種多様。風邪薬、消毒薬、
予防接種などはもちろん、レバミピド
やジクアホソルなどの新しい治療薬も
紹介。図表もフルカラーにしたパワー
アップ改訂版。

見開き１項目10分の構成でわかりやす
く学べる！　薬学関係の法律は、つま
らないし眠くなる……そんなあなたで
も楽しく読める！　CBT、国家試験
対策としてはもちろん、薬剤師になり
たての人も基礎がために最適の１冊！

野口ジュディー／神前陽子／スミス朋子／
天ヶ瀬葉子・著
B5 103頁 本体2,500円⃞KS 978-4-06-155619-5

野口ジュディー／神前陽子／籠田智美／
山口秀明・著
B5 124頁 本体2,800円⃞KS 978-4-06-155611-9

野口ジュディー／神前陽子／三木知博／
籠田智美／山口秀明・著
B5 142頁 本体3,000円⃞KS 978-4-06-155612-6

丸山 敬・著
A5 239頁 本体1,800円⃞KS 978-4-06-155716-1

白神 誠・著
A5 239頁 本体2,300円電⃞KS 978-4-06-155715-4

ステップアップ 
高齢者の服薬支援

疾患別薬物療法と支援のポイント、在
宅医療、栄養サポート、嚥下障害、サ
ルコペニア予防など、高齢者を取り巻
く様々な事柄を実例とともに紹介。多
職種連携の視点を軸に、よりよい服薬
支援のあり方が学べる一冊。

秋下雅弘／倉田なおみ・編
A5 予192頁 近刊⃞KS 978-4-06-156318-6
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【薬学】

薬剤師のための
コミュニケーションスキルアップ

がんばろう薬剤師
　医療貢献のための道を探る

ワンポイントマスター
そこが知りたい！ 貼付剤
　皮膚特性に応じた適正使用

スタートアップ 服薬指導

スタートアップ がん薬物治療
　抗がん薬の薬理と患者ケア

新版 超図解 薬はなぜ効くか
　医師・看護師・薬剤師へ

休み時間の薬物治療学

Q&A形式で患者との接し方・服薬指
導のスキルをばっちりアップ！　病
院・薬局勤務の新人薬剤師向けのガイ
ドブック。実務実習前後の薬学生の
ファーマシューティカルコミュニケー
ション力の向上にも有効な書。

薬剤師は医療にどう関与できるのか？　
これからの薬剤師が身につけるべき知
識と技能、そして医療マインドとは？　
病院薬剤師を経て大学教員となった著
者が本音で語るエッセイ。薬学入門の
サブテキストとしても最適。

皮膚の構造・生理、貼付薬の特性、適
正使用法、トラブル対策など、この１
冊で基礎からしっかり学べる。図表を
多用し、わかりやすい。服薬指導やMR
教育に役立つ。病院・保険薬局薬剤師、
MR、看護師、介護士、薬学部学生向け。

新人薬剤師や実習生にむけて、最低限
知っておいてほしい服薬指導のポイン
トをまとめた。薬物治療の知識、患者
さんに確認すべきこと、伝え方のコツ
など、現場で戸惑わない力がつく。イ
ラスト多用で、Q&Aコーナーも充実。

抗がん薬の臨床薬理、臓器別薬物治療の実
際、疼痛管理、副作用管理、薬・薬連携、
在宅医療など、がん薬物治療を薬剤師の立
場から、しっかり理解することができる。
わかりやすい表現で最初の１冊に最適。看
護士や介護師などにも役立つ内容。

10年以上にわたり、医療関係者の座右
の書として愛されてきた『超図解　薬
はなぜ効くか』の改訂新版。豊富な図
解はそのままに、薬理学の最新知見を
わかりやすく解説する。医師・看護師・
薬剤師の必携書。

薬の作用機序の基本を押さえながら、
主要な疾患に対する薬物治療の基礎を
平易に解説。コンパクトな分量で薬物
治療の基礎と全体像がわかる。医学、
看護、薬学系向け。

井手口直子・編著
B5 174頁 本体2,800円⃞KS 978-4-06-153695-1

髙村徳人・著
A5 142頁 本体1,800円電⃞KS 978-4-06-156304-9

大井一弥・編著　平本恵一／井上直子・著
A5 126頁 本体2,400円⃞KS 978-4-06-156309-4

大井一弥・編著
A5 255頁 本体2,400円⃞KS 978-4-06-156300-1

大井一弥・編著
A5 271頁 本体2,900円⃞KS 978-4-06-156306-3

田中正敏・著
A5 239頁 本体2,600円⃞企978-4-06-259358-8

柳澤輝行／藤下まり子・著
A5 223頁 本体2,300円⃞KS 978-4-06-155710-9
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【薬学】

好きになる薬物治療学
　患者をみた治療薬の選定とその用法

絵でわかる漢方医学

好きになる漢方医学
　患者中心の全人的医療を目指して

危険ドラッグの基礎知識

患者背景を考慮した薬物治療の要点が
わかる。薬学部の学生をはじめ、薬剤
師、研修医、看護師に向けた「臨床セ
ンス」がつかめる１冊。章末に練習問
題付き。

漢方医学を学ぶ人はこの１冊から。学
生・初学者向けの漢方医学入門書。陰
陽や証などの難しい理論も独特の見慣
れない漢字も、豊富なイラストで漢方
のイメージがすっきり頭に入ります。

ゼロから始める漢方医学。漢方独自の
見方、考え方が修得できる本格的入門
書。ユニークな３ステップで基礎理論
から実践的知識（診断、治療、方剤解
説）まで、段階的に学べる。見開き１
テーマで理解しやすい構成。

社会問題となっている危険ドラッグ。
その危険性について、薬学的・医学的
観点からわかりやすく解説。取り締ま
りの歴史や、種類・特徴、検出方法な
ど、基礎的な関連知識も充実させた。
薬剤師、看護師をはじめ、一般にも。

大井一弥・著
A5 207頁 本体2,200円⃞KS 978-4-06-154175-7

入江祥史・著
A5 190頁 本体2,200円電⃞KS 978-4-06-154760-5

喜多敏明・著
A5 190頁 本体2,200円電⃞KS 978-4-06-154170-2

舩田正彦・著
A5 予144頁 近刊⃞KS 978-4-06-156316-2
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【わかりやすい薬学系入門シリーズ】

わかりやすい 薬学系の数学入門

わかりやすい 薬学系の化学入門

わかりやすい 薬学系の物理学入門

わかりやすい 薬学系の統計学入門

薬学生のための基礎から始める数学入
門書。薬学に必要な数学の内容を大学
の先生が吟味し、高校の先生がわかり
やすく教える。高校までの数学をしっ
かり身に付け、次のステップへ。

国家試験を吟味して、薬学生が身につ
けるべき基礎化学の内容を厳選。解説
は答えを導く過程を重視。化学が苦手
な学生を想定して、高校レベルの基礎
からしっかり身につけることを意図し
た。全編フルカラー。

薬学生のための、基礎をしっかり固め
る物理学教科書。国家試験やCBTを
吟味し、薬学生がマスターすべき内容
を厳選。初めて物理学を学ぶ学生を想
定して、わかりやすさを重視した。答
えを導く途中の解説も丁寧。

高校レベルの内容から学べる、これま
でになく丁寧でやさしいフルカラーの
教科書。薬剤師国家試験やCBTを吟
味して、本当に必要な内容だけを厳選。
解答を導くまでの考え方をしっかり解
説。例題や練習問題も充実。

都築 稔・編
安西和紀／高城徳子／田村栄一／豊田実司・著
B5 143頁 本体2,800円⃞KS 978-4-06-153699-9

小林 賢／上田晴久／金子喜三好・編
杉田一郎／髙山博之／野澤直美／安田高明・著
B5 159頁 本体2,800円⃞KS 978-4-06-156311-7

小林 賢／金長正彦／上田晴久・編
安西和紀／五十鈴川和人／鈴木幸男／
八木健一郎・著
B5 175頁 本体2,800円⃞KS 978-4-06-156313-1

小林 賢／佐古兼一・編
井上俊夫／岩﨑祐一／加藤 剛／熊倉隆二・著
B5 175頁 本体2,800円⃞KS 978-4-06-156312-4

わかりやすい 薬学系の数学演習 数学が苦手な学生が勉強することを前
提にして、薬学部と高校の教員がノウ
ハウを結集！国家試験やCBTを吟味
し必要な内容だけを厳選した。学生が
つまずきやすいポイントをふまえ、丁
寧な解説でサポートする。

小林 賢・ほか著
B5 予128頁 近刊⃞KS 978-4-06-156319-3

基礎を固めて、ステップアップ！

わかりやすい薬学系入門シリーズ
・薬学部の教員と高校の教員がノウハウを集結！
・国家試験やCBTを吟味
・未履修、または苦手意識を持っている学生を視野に
・高校生が初めて勉強するレベルから丁寧に
・演習問題の解説は考え方の過程を重視
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【皮膚科診療カラーアトラス大系】

⃞企978-4-06-268861-1

皮膚科診療カラーアトラス大系 
 （全 ８巻＋特別巻）
編集・鈴木啓之／神崎 保

A4変型／上製／厚表紙／函入り／オールカラー 
第１巻〜第８巻各184〜192頁、特別巻228頁＋別冊86頁 
第１巻〜第８巻／本体40,952円　特別巻／本体28,000円

─本シリーズの特徴─
●一読するだけで処方箋まで書くことができる皮膚科医必携の実用書
●一目見ただけで症状の特徴がつかめる全7000点を超える鮮明な臨床写真
●725名に及ぶ皮膚科の権威・第一線の臨床医による執筆
●869の皮膚疾患項目を網羅した最大・最新の皮膚科学情報の集大成

⃞企978-4-06-268862-8

⃞企978-4-06-268863-5

⃞企978-4-06-268864-2

⃞企978-4-06-268866-6

⃞企978-4-06-268867-3

⃞企978-4-06-268868-0

⃞企978-4-06-268869-7

⃞企978-4-06-268865-9

第 1巻 湿疹・皮膚炎／蕁麻疹／痒疹／薬疹

第 2巻 角化異常／紅斑・紅皮症／紫斑／血行障害／血管炎

第 3巻 色調異常／水疱性疾患・膿疱症

第 ４巻 感染症（ウイルス・細菌・真菌）

第 5巻 感染症（STD・スピロヘータ）／動物／結合組織

第 6巻 腫瘍（メラノサイト系・ケラチノサイト系・非上皮性）

第 ７巻 腫瘍（非上皮性・転移性）／光・物理的／粘膜・舌

第 ８巻 付属器／内臓関連／心身症

特別巻 ビジュアル 皮膚科診療の基礎と常識・別冊 総索引
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【地図帳・ナースシリーズ】

新版 からだの地図帳

からだの地図帳
解剖学用語

佐藤達夫・監修
A4変型 214頁 本体4,000円⃞企978-4-06-261025-4

佐藤達夫・監修
B6 574頁 本体2,200円⃞企978-4-06-261026-1

刊行以来、24年にわたるベスト＆ロン
グセラー『からだの地図帳』、待望の
新版。カラーイラスト・図版・解説の
すべてをバージョンアップし、からだ
の構造を理解するポイントが一目でわ
かる。実物大イラストも多数掲載。解
説は、解剖学を学ぶ際の必要事項を
しっかり網羅しながらコンパクト。巻
末には、からだの理解に必要な組織学
の基礎をまとめた、圧倒的な情報量の
人体アトラス。

『新版	からだの地図帳』の美しいイラ
ストと解剖学の基本用語をコンパクト
にまとめた、イラスト用語集。１つの
見開きに１つのイラストと必要な用語
のみを配した使いやすい構成。基本の
約3000語を収録、英語用語を併記し、
イラストの見方がわかるミニ解説を付
した。巻頭には解剖学の基礎知識、巻
末には組織学の基礎知識を収録した充
実の内容。今日からすぐに使える、用
語集の決定版。

カラーイラストで見る、からだのしくみ・はたらき・病気！

地図帳・ナースシリーズ
からだの構造や臓器の名前は？
からだの正常なはたらきや病気になったときの変化は？
検査法や治療法にはどんなものがあるのか？
精密なイラスト・図版・写真・簡潔な説明で知りたいことが一目でわかる。
学生・一般読者から医療従事者まで、幅広く使える信頼のシリーズ。
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【地図帳・ナースシリーズ】

健康の地図帳

こどもの病気の地図帳

大久保昭行・監修
A4変型 182頁 本体4,200円⃞企978-4-06-205832-2

鴨下重彦／柳澤正義・監修
A4変型 181頁 本体4,000円⃞企978-4-06-206605-1

からだの基本的なはたらきをはじめ、
微熱・目のかすみなどの日常気になる
症状、病院や人間ドックなどで行われ
る検査を、精密なカラーイラストを中
心にチャート・図版・写真で紹介。
病気の早期発見・予防へのバイタルサ
イン・症状・検査の読み方をわかりや
すく解説した、一般家庭からコメディ
カル、医療・健康関連従事者までのサ
ブテキスト。

乳児期から思春期までの主な病気の原
因、発病のしくみ、病状の特徴、経過
を、イラストや図版、写真を用いて解
説した初の小児疾患カラーアトラス。
やさしい図解により、からだの構造や
機能と病気との関連が把握しやすく、
病気への対応や必要な医学知識はなに
かが一目で理解できる。巻末には、や
けど、誤飲、誤嚥などこどもに多い事
故やけがの対処法、予防接種一覧も充
実。

新版 病気の地図帳

山口和克・監修
A4変型 184頁 本体4,000円⃞企978-4-06-208571-7

病気の原因、発病のしくみ、炎症・障
害部位の状態、経過など病気の全体像
が実感をもってわかるカラーアトラ
ス。最新の医学情報にもとづいた新疾
患を追加収録し、イラスト・写真・図
版・解説のすべてをバージョンアップ
した待望の新版。
医師・ナースとの円滑なコミュニケー
ションに、家族・職場の健康管理に、
生徒・学生の教材に、もっとも役立つ
１冊。
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【地図帳・ナースシリーズ】

人体スペシャル
脳の地図帳

原 一之・著
A4変型 134頁 本体4,000円⃞企978-4-06-261022-3

ヒトの脳は、なぜ巨大化し、複雑になっ
たのか？　脊椎動物の進化にともなっ
て、脳の原型である脊髄から脳幹、小
脳、間脳、終脳ができていく道筋を明
快に解説。精緻なイラストと多数の図
版で、脳の各部の構築と機能の要点が
一目でわかり、脳への理解がますます
深まるカラーアトラス。巻末には「図
譜でみる脳の内部」も収録。

人体スペシャル
胸部の地図帳

感覚の地図帳

佐藤達夫・著
A4変型 142頁 本体4,000円⃞企978-4-06-261023-0

山内昭雄／鮎川武二・著
A4変型 102頁 本体3,800円⃞企978-4-06-206148-3

「心臓や肺はどこにあるのか？」その
問いに答える解剖書は多い。しかし、
「心臓や肺はなぜ胸にあるのか？」と
いう問いに答える解剖書は、まずない。　
胸筋という厚い覆いに守られ、胸郭と
いう骨格の枠に内蔵されて、生命維持
に必須の働きを営む心臓・肺・気管・
食道・横隔膜・乳腺の成り立ちと構造
の不思議を、人体解剖学の第一人者が
詳細かつ平易に解説したはじめてのビ
ジュアル版解剖書。

なぜ見えるのか？　なぜ聞こえるの
か？　なぜ感じることができるのか？　
眼・耳・鼻・舌・皮膚・筋肉・関節な
ど、全身に分布する感覚器がどのよう
な仕組みやはたらきで外界の刺激をと
らえ、どのような道筋でそれを脳に伝
えているのかを、多彩なイラストや図
版・写真で詳しく解説。人体に備わっ
た視覚、聴覚をはじめとする「五感」
の精緻で不思議なしくみが納得して理
解できる１冊。
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【地図帳・ナースシリーズ】

ナースが視る人体

ナースが視る病気

看護学の立場から初めて描かれた人体
理解の書。人体の構造と機能がトータ
ルなものとして視覚的に理解でき、よ
りよい看護実践につながる「からだの
とらえ方」がわかる。イラスト・図版・
写真800点。

看護学の立場から初めて描かれた病気
理解の書。看護学的病気観が視覚的に
理解でき、よりよい看護実践につなが
る「病気のとらえ方」がわかる。『ナ
ースが視る人体』と対をなす書。イラ
スト・図版・写真300点。

薄井坦子・著
A4変型 150頁 本体3,883円⃞企978-4-06-201279-9

薄井坦子・著
A4変型 114頁 本体3,883円⃞企978-4-06-204784-5

くすりの地図帳

伊賀立二／小瀧 一／澤田康文・監修
A4変型 169頁 本体4,000円⃞企978-4-06-206402-6

薬は、からだのどのような部位に、ど
のように働きかけて、どのようなしく
みで効いていくのか？　代表的な薬の
薬理作用、作用部位、作用機序を、人
体の構造や機能、病気の状態と密接に
関連づけてビジュアルに解説したはじ
めての本。人のからだへの知識と理解
に裏付けられた薬理学的な基礎知識・
実用知識が一目でわかる。巻末の薬剤
一覧でおもな製剤名・商品名もすぐに
検索できる。

細胞と組織の地図帳

和氣健二郎・著
A4変型 158頁 本体4,000円⃞企978-4-06-261021-6

人体を構成する60兆もの細胞は美しい
秩序にしたがって集合し、組織や器官
をつくり、たがいに連携しあいながら
無数の化学反応を整然と進行させてい
る。細胞はさらに小さな細胞小器官を
擁し、そこでは信じがたいような見事
な機構が働いている。人体器官のこの
驚くべき微細構造と機能を、虫めがね
のレベルから電子顕微鏡のレベルまで
精緻なイラストで示した「ミクロの視
点からみた人体」の決定版。
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【看護】

耳から学ぶ
楽しいナース英語 CD付き

ニュースで読む医療英語
 CD付き

コメディカルのための社会福祉概論
 第 3版

わかりすぎてヤバい！
亀田講義ナマ中継 生化学

いちばんやさしい生化学

CDを聞きながら学ぶ看護英語の決定
版。国際化時代の医療現場では英語は
不可欠の時代、聞きとれること話せる
ことは必須要素。「どうかしましたか」
「どのように痛みますか」こんな会話
が話せるようになる１冊。CD付き。

医療・看護系のためのやさしい英語テ
キスト。一般向けのわかりやすい医療
ニュースを題材にしているので、入門
レベルの読者でもすらすら読める。ネ
イティブ読みあげCD付きでリスニン
グもバッチリ！

社会福祉の考え方や歴史、対象者別の
福祉や地域福祉などを図解や実例で学
ぶ。法律の変更に合わせた最新改訂版。
看護師、理学療法士、作業療法士、栄
養士、薬剤師などに必須の社会福祉を
協働の視点でまとめた教科書。

分量が多くて難しそうな生化学を、あ
のスーパー講師が一刀両断！　大学に
入学したものの生化学の授業にまった
くついていけない天才ネコをパートナ
ーに迎えて、効率よく生化学のポイン
トを伝授。２色刷。

豊富な会話とイラストと確認問題で、
初めて学ぶ人でも生化学がスラスラわ
かる入門書。難しくて膨大な専門書に
取り組む前に読んでおきたい１冊！

中西睦子・監修
野口ジュディー／川越栄子／仁平雅子・著
B5 110頁 本体3,400円⃞KS 978-4-06-153672-2

川越栄子・編著
森 茂／田中芳文／名木田恵理子／大下晴美・著
B5 110頁 本体2,800円⃞KS 978-4-06-156310-0

鬼﨑信好／本郷秀和・編
B5 222頁 本体2,400円⃞KS 978-4-06-156315-5

亀田和久・著
A5 215頁 本体2,300円電⃞KS 978-4-06-156254-7

坂本順司・著
A5 197頁 本体2,200円⃞KS 978-4-06-155452-8

保健の実践科学シリーズ

産業看護学

保健の実践科学シリーズ

学校看護学

多くの事例を基に、保健師に必要な実
践力を養うことのできるテキスト。タ
キソノミーレベル3（問題解決・評価型）
にも対応した内容で、学部生から新人
保健師まで幅広く学ぶことができる。

豊富な事例とイラストで保健師業務の
基礎がよくわかる。国試・教員採用試
験に必要な基礎知識を網羅しながら
も、実践的思考力や研究能力育成に役
立つ理論が理解できる。

池田智子・編著
B5 予224頁 近刊⃞KS 978-4-06-156317-9

渡辺多恵子／松浦賢長／
笠井直美／渡辺多恵子・編著
B5 予224頁 近刊⃞KS 978-4-06-156320-9
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【看護】

休み時間の生化学

カラー図解 生化学ノート
　書く！塗る！わかる！

ひとりでマスターする生化学

好きになる生理学
　からだについての身近な疑問

好きになる生理学
ミニノート

10分単位で完全マスター、使える生化
学。エネルギーと代謝に注目して生命
現象をみていきましょう。糖質・脂質・
タンパク質etc.物質はいつも体のなか
をめぐっています。

眠くならない生化学の入門書。塗り絵
や穴埋めドリルなどで、手を動かしな
がら生化学を効率よく学ぼう。左頁が
解説、右頁が書き込み部分の見開き構
成。構造式もばっちりわかる。看護系
やコメディカル向けに最適の１冊。

つまずきやすいポイントをおさえた丁
寧な解説と豊富な図表が、複雑な代謝
経路や反応式の理解を助ける。生化学
の基本事項をもれなくカバーしつつ、
ひとりでもこなせるレベルとボリュー
ムにまとめた。

面白いたとえとマンガが満載の楽しい
１冊。善玉コレステロールって？　CT
とMRIの違いって？　知っているよう
で知らない疑問をわかりやすく解説。
いつの間にか生理学の基本が身につく。
看護・コメディカル系の学生に最適。

『好きになる生理学』の姉妹編。『好き
になる生理学』の登場人物「田中家の
面々」が再登場。マンガで要点がわか
る。病気についての解説もあり、見開
きワンテーマでコンパクトに知識を整
理。２色刷・暗記シート付き。

大西正健・著
A5 190頁 本体2,200円電⃞KS 978-4-6-155712-3

森 誠・著
B5 159頁 本体2,200円⃞KS 978-4-06-153887-0

亀井碩哉・著
A5 329頁 本体3,800円⃞KS 978-4-06-153895-5

田中越郎・著
A5 206頁 本体2,000円電⃞KS 978-4-06-153437-7

田中越郎・著
B6 150頁 本体1,500円電⃞KS 978-4-06-154172-6

好きになる生化学
　生体内で進み続ける化学反応

絵でわかる生化学

『好きになる生理学』の姉妹編。キャ
ラクターの田中家の面々が大活躍。難
しいポイントはマンガで解説。楽しみ
ながら理解できる１冊。最低限必要な
科学の知識や構造式の覚え方のコツに
も触れた。初学者に最適。

初学者に最適なイラストが満載の入門
書。生物は、どんな物質でできている
のか？　さまざまな生命現象は、物質
レベルではどう説明できるのか？　ポ
イントを網羅してわかりやすく解説。

田中越郎・著
A5 175頁 本体1,800円電⃞KS 978-4-06-154157-3

三原久和・著
A5 165頁 本体2,000円⃞KS 978-4-06-154755-1
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【看護】

休み時間の解剖生理学

好きになる解剖学
　自分の体をさわって確かめよう

解剖と生理を関連させた95の基本事項。
骨格、筋肉、神経、内臓etc.覚えるこ
とだらけの解剖生理学。10分集中して
要点をマスターしよう。巻末の練習問
題を解けば理解度がチェックできる。

解剖図よりも自分のからだで確認して
みよう。つめ込んで覚えるよりも、自
分のからだに触れながら人体の構造を
理解する方がずっと面白いし、忘れな
い。エピソードも豊富で、看護系・医
療系学生にぴったりの１冊。

加藤征治・著
A5 255頁 本体2,200円⃞KS 978-4-06-155711-6

竹内修二・著
A5 238頁 本体2,200円⃞KS 978-4-06-153439-1

好きになる解剖学 Part 2
　筋肉を動かし骨や筋を確かめよう

好きになる解剖学
ミニノート

好きになる病理学
　るみと健太の病理学教室訪問記

好きになる病理学
ミニノート

好きになる救急医学  第 3版
　病院前から始まる救急医療

待望の第２弾。今度は筋肉や骨を中心
に。ダジャレや助手のカエルくんのつ
ぶやきを聞き、自分のからだに触れな
がら楽しく学ぶ解剖学入門書。部位別
の構成。医学・看護・鍼灸・体育系の
学生にも最適。

『好きになる解剖学』『好きになる解剖
学Part2』の姉妹編。豊富な図版と簡
潔な説明の待望のまとめ集。２色刷で
みやすく、重要な項目は赤字に。暗記
シートで要点のポイントチェックがで
きる。

看護学生のるみと医学生の健太が、病
理学研究室を訪問。生活感あふれる質
問や、イラストがたくさん。写真も豊
富でまとめもあって、基本学習にも最
適の１冊。面白く楽しい病理学の入門
書。

『好きになる病理学』の姉妹編。楽し
く暗記。『好きになる病理学』の次へ
のステップアップに最適。楽しくポイ
ントを絞って学べるハンディな病理学
のまとめ集。２色刷・暗記シート付き。

『JRCガイドライン2015』に対応。さ
らに小児の心肺蘇生法、アナフィラキ
シーショック、心電図、外傷時の搬送
体位などについても加筆。犬のベル
ちゃんと先生がくり広げるやさしい救
急医学。

竹内修二・著
A5 214頁 本体2,000円⃞KS 978-4-06-154160-3

竹内修二・著
B6 190頁 本体1,600円⃞KS 978-4-06-154168-9

早川欽哉・著
A5 254頁 本体2,200円電⃞KS 978-4-06-154151-1

早川欽哉／関 邦彦・著
B6 150頁 本体1,800円電⃞KS 978-4-06-154171-9

小林國男・著
A5 255頁 本体2,000円⃞KS 978-4-06-154184-9
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【看護】

休み時間の薬物治療学

好きになる免疫学
　「私」が「私」であるしくみ

絵でわかる免疫

休み時間の免疫学　第2版

薬の作用機序の基本を押さえながら、
主要な疾患に対する薬物治療の基礎を
平易に解説。コンパクトな分量で薬物
治療の基礎と全体像がわかる。医学、
看護、薬学系向け。

楽しいキャラクターで学ぶ免疫学。た
くさんのイラストや図で、専門用語を
覚えなくても免疫の複雑なしくみがス
ラスラ理解できる。医学生から一般人
まで、免疫学初心者に最適の１冊。

人のからだを病気から守る免疫のしく
みは、一方で自己免疫疾患などの病気
を引き起こしてしまう。ガンもエイズ
もアレルギーも、みんな免疫が関係し
ている。複雑怪奇な免疫のしくみを、
その全体像から説き起こす入門書。

医療系学生に人気の『休み時間の免疫
学』改訂版！　新規項目・図版・国家
試験問題を追加し、大好評の旧版から
さらにわかりやすくパワーアップ！　
免疫学の専門書・教科書が難しくて
困っているという人におすすめ。

柳澤輝行／藤下まり子・著
A5 223頁 本体2,300円⃞KS 978-4-06-155710-9

多田富雄・監修　萩原清文・著
A5 166頁 本体1,800円電⃞KS 978-4-06-153435-3

安保 徹・著
A5 174頁 本体2,000円⃞KS 978-4-06-153850-4

齋藤紀先・著
A5 223頁 本体2,000円電⃞KS 978-4-06-155714-7

休み時間の薬理学　第2版

好きになる薬物治療学
　患者をみた治療薬の選定とその用法

飲んだり、塗ったり、貼ったり。薬の
形や作用は多種多様。風邪薬、消毒薬、
予防接種などはもちろん、レバミピド
やジクアホソルなどの新しい治療薬も
紹介。図表もフルカラーにしたパワー
アップ改訂版。

患者背景を考慮した薬物治療の要点が
わかる。薬学部の学生をはじめ、薬剤
師、研修医、看護師に向けた「臨床セ
ンス」がつかめる１冊。章末に練習問
題付き。

丸山 敬・著
A5 239頁 本体1,800円⃞KS 978-4-06-155716-1

大井一弥・著
A5 207頁 本体2,200円⃞KS 978-4-06-154175-7

休み時間の微生物学
 第 2版

フルカラーでパワーアップ！　微生物
の写真も図版も、さらに見やすく・わ
かりやすくなった。新規掲載も豊富に
そろえ、微生物学を学ぶ全ての学生に
学んでほしい１冊。抗生物質、微生物
の歴史など新Stageも登場。

北元憲利・著
A5 221頁 本体2,200円電⃞KS 978-4-06-155717-8
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【看護】

好きになる分子生物学
　分子からみた生命のスケッチ

学習内容だけでなく、学び方まで示し
た１冊。ユニークなイラストと堅苦し
くない日常的な言葉を使った解説で、
楽しく分子生物学を学ぶ。病気や遺伝
子治療などについてもくわしく説明。多田富雄・監修　萩原清文・著

A5 206頁 本体2,000円⃞KS 978-4-06-153434-6

好きになる精神医学  第 2版
　こころの病気と治療の新しい理解

好きになる睡眠医学  第 2版
　眠りのしくみと睡眠障害

好きになる麻酔科学
　苦痛を除き手術を助ける医療技術

絵でわかる漢方医学

最新の精神医学が学べる第２版。うつ
病の新分類に対応、DSM-5の考え方を
紹介しつつ、子供の病気や心理療法、向
精神薬の記載も充実させた。わかりや
すい解説とイラストで理解がますます
深まる。精神医学の入門書として最適。

待望の改訂版。睡眠医学の全体像がわ
かりやすいように、系統だった章立て
に大幅変更。治療法や薬などについて、
最新の情報を盛り込んだ。イラストを
多用し、わかりやすい表現で、一般の人
や、初学者向けの教科書としても最適。

楽しく読んで、麻酔科学の基礎が身に
つく。研修医をはじめ、コメディカル
にも最適な１冊。リアルな疑問の投げ
かけや設定で、現場で活用できる基礎
力がつく。高度な専門書への橋渡しが
できる。

漢方医学を学ぶ人はこの１冊から。学
生・初学者向けの漢方医学入門書。陰
陽や証などの難しい理論も独特の見慣
れない漢字も、豊富なイラストで漢方
のイメージがすっきり頭に入ります。

越野好文／志野靖史・著絵
A5 191頁 本体1,800円⃞KS 978-4-06-154180-1

内田 直・著
A5 174頁 本体2,000円⃞KS 978-4-06-154179-5

諏訪邦夫・監修　横山武志・著
A5 173頁 本体2,200円電⃞KS 978-4-06-154176-4

入江祥史・著
A5 190頁 本体2,200円電⃞KS 978-4-06-154760-5

好きになる微生物学
　感染症の原因と予防法

食中毒からインフルエンザ、デング熱、
エボラ出血熱など、さまざまな感染症
と微生物の関係を簡潔にまとめた医療
系学生向けの入門書。カラーイラスト
とわかりやすい語り口で、スラスラ理
解できる。確認問題付き。

渡辺 渡・著
A5 175頁 本体2,000円⃞KS 978-4-06-154183-2

好きになる漢方医学
　患者中心の全人的医療を目指して

ゼロから始める漢方医学。漢方独自の
見方、考え方が修得できる本格的入門
書。ユニークな３ステップで基礎理論
から実践的知識（診断、治療、方剤解
説）まで、段階的に学べる。見開き１
テーマで理解しやすい構成。

喜多敏明・著
A5 190頁 本体2,200円電⃞KS 978-4-06-154170-2
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【看護】

絵でわかるがんと遺伝子

新版 絵でわかる
ゲノム・遺伝子・DNA

絵でわかる感染症
　with もやしもん

「がん」はなぜできる？　どうやって
治す？　化学物質や紫外線で、がんが
できるのはなぜ？　がんに関係する遺
伝子とはどんなもの？　「がん」のし
くみを多くのイラストを使ってわかり
やすく解説する入門書。

豊富なイラストで遺伝子の基礎がよく
わかる。好評書籍が９年ぶりに改訂。
iPS細胞や再生医学、RNAiなどの記述
を加え、現代ゲノム科学がさらにわか
りやすくなった。初学者におすすめの
１冊。

感染症界のエースと人気コミック『も
やしもん』との最強タッグによる至極
の入門書！　感染症に立ち向かう際
に、知っておくべきことを解説。学生
はもちろん、医療関係者にも最適。岩
田流「21世紀の感染症学」！

野島 博・著
A5 198頁 本体2,000円⃞KS 978-4-06-154756-8

中込弥男・著
A5 174頁 本体2,000円⃞KS 978-4-06-154762-9

岩田健太郎・著
石川雅之・絵
A5 239頁 本体2,200円電⃞KS 978-4-06-154775-9

絵でわかる東洋医学 豊富なイラストでよくわかる入門書。
はり師、きゅう師、柔道整復師など、
東洋医学をこれから学ぼうと考えてい
る人への入門書。理論・治療・診断の
基礎がイラストでよくわかる。資格試
験情報も記載。

西村 甲・著
A5 190頁 本体2,200円⃞KS 978-4-06-154761-2
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【介護】

完全図解 新しい介護
　全面改訂版

完全図解 在宅介護
　実践・支援ガイド

実用介護事典
　改訂新版

完全図解 介護予防リハビリ体操大全集

完全図解 新しい認知症ケア
　医療編

完全図解 新しい認知症ケア
　介護編

完全図解 介護のしくみ
　改訂第 3版

10年以上読み継がれた『新しい介護』
の新版。全ページ改稿し、認知症ケア
や介護予防、看取りの章を追加。もち
ろん、食事・入浴・排泄の介助など、基
本もしっかり学べる決定版。まったく
新しい「介護の教科書」がここにある。

高齢者の自宅生活を支えるノウハウの
集大成！　介護者の会の情報から、ケ
アプランを立てるコツ、気をつけるべ
き体調の変化など、ケアマネジャーや
在宅ケア従事者に必要な知識を、600
点超のイラストと図版で完全図解。

介護の視点から編集された介護事典の
改訂版。医学・心理学・社会学など関
連領域の用語を介護の立場から幅広く
取り上げるとともに、介護保険制度関
連用語を大幅拡充、ケアマネ資格試験・
取得と実務に使える介護職必携の１冊。

リハビリならび介護予防の第一人者で
ある大田仁史氏が考案した全343の体
操を収録。身体能力が落ちた高齢者で
も負担の少ない体操を毎日行うこと
で、寝たきりになるのを防げる。介護
従事者必携の実践的解説書。

認知症治療の第一人者として知られる
著者が、30年近い臨床経験を通じて確
立した「コウノメソッド」を、詳細に
解説する。イラストやチャートを駆使
し、徹底してわかりやすさにこだわっ
た決定版。医療者・介護者必携の１冊。

認知症によって、介護現場や家庭では
様々なトラブルが起きる。本書では、
ケーススタディ形式で、そうした問題
への対応法を具体的に説明。各施設で
の実践例も盛り込み、現場ですぐに使
える認知症ケアの技術を満載した。

介護保険制度の仕組みをイラストやグ
ラフ、チャートなどで平易に説明。介
護と社会をめぐるこれまでの経緯から
2015年度の介護保険改正まで網羅す
る。資格試験や家庭での介護にも役立
つ「介護の完全ガイド」がここにある。

大田仁史／三好春樹・監修・編著
東田 勉・編集協力
AB 383頁 本体3,800円⃞企978-4-06-282462-0

三好春樹・監修／金田由美子　東田勉・編著
AB 335頁 本体3,500円⃞企978-4-06-282464-4

大田仁史／三好春樹・監修
変型 834頁 本体3,800円⃞企978-4-06-282459-0

大田仁史・編著／三好春樹・編集協力
AB 359頁 本体3,800円⃞企978-4-06-282435-4

河野和彦・著　東田 勉・編集協力
AB 287頁 本体3,000円⃞企978-4-06-282457-6

三好春樹・著　東田 勉・編集協力
AB 287頁 本体3,000円⃞企978-4-06-282458-3

三好春樹・監修　東田 勉・編著
AB 303頁 本体3,000円⃞企978-4-06-282468-2
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【介護】

図解 介護のための口腔ケア

認知症の人が
スッと落ち着く言葉かけ

パジャまくら体操

在宅介護応援ブック

認知症ケアQ&A

在宅介護応援ブック

介護の基本Q&A

在宅介護応援ブック

いざという時の介護施設選びQ&A

在宅介護応援ブック

介護保険活用法Q&A

正しい食事介助と口腔ケアの方法が、
豊富な図解でビジュアルにわかる！　
認知症、寝たきり、肺炎、糖尿病など
の予防が期待でき、お年寄りの生活の
質も向上する。介護職・医療従事者は
必携の１冊。

「盗まれた！」と騒ぐ。暴言をはく。
自宅にいるのに「帰る」と言う──。
介護者を悩ませるこんな言動への対応
を、ベテラン相談員が徹底解説！　す
ぐにはじめられる簡単な「言葉のかけ
方」を、わかりやすく紹介する。

１日わずか３分！	体のコリが解消し、
ロコモティブシンドロームの予防効果
も期待できる体操11メニューを紹介す
る。枕やタオルなど、必ず身の回りに
あるものを使うので、お金もかからず
無理なくできるのが特長。

Ｑ「いつまで続くのかわからない介護
生活に不安を感じます」　在宅介護の
辛さ、孤立感、大変さを感じたときに。
介護者の心の保ち方から困った行動へ
の対応まで、あなたの不安に寄り添い、
疑問に答えます。

Ｑ「食事の介助をイヤがるのですが、
どうやって食べさせたらいいですか」
介護用ベッドや車イスの選び方から寝
返り、起き上がり、食事の介助のポイ
ント、着替えや入浴の基本まで、あな
たの疑問に答えます。

Ｑ「個室が優れているというのは本当
ですか」Ｑ「有料老人ホームの良し悪
しはどこでわかりますか」　それぞれ
の介護施設の基本から、デイサービス・
デイケアの利用の仕方、いいケアをし
ている施設の探し方まで。

Ｑ「ヘルパーさんには、家事をお願い
してもいいのですか？」　保険申請の
基本から、保険でできること・できな
いこと、介護サービスを拒否する親へ
の対策まで、あなたの不安に寄り添い
疑問に答えます。

菊谷 武・著
B20取 99頁 本体1,500円⃞企978-4-06-282413-2

右馬埜節子・著
A５ 175頁 本体1,400円⃞企978-4-06-282471-2

岡田麻紀・著
B20取 98頁 本体1,400円⃞企978-4-06-282460-6

三好春樹・著　東田 勉・編集協力
四六判 191頁 本体1,400円⃞企978-4-06-282465-1

三好春樹・著　東田 勉・編集協力
四六判 191頁 本体1,400円⃞企978-4-06-282467-5

三好春樹・著　東田 勉・編集協力
四六判 191頁 本体1,400円⃞企978-4-06-282469-9

三好春樹・著　東田 勉・編集協力
四六判 191頁 本体1,400円⃞企978-4-06-282470-5
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【健康ライブラリーシリーズ】

健康ライブラリー
口腔顔面痛を治す どうしても治らない
　「歯・口・顔・あごの痛みや違和感」がわかる本

健康ライブラリー
実践・森田療法

健康ライブラリー スペシャル

0歳〜 1歳児の脳を育てる赤ちゃん体操
　本当の意味で「頭のいい子」に育てるために

健康ライブラリー スペシャル
　 0歳〜 3歳まで
赤ちゃんの発達障害に気づいて・育てる完全ガイド

検査をしても異常なし。神経を抜いても歯
を抜いても治らない。こんな原因不明の痛
みや違和感は、どこからくるのか？　脳の
変調でおこる口の中や顔の症状、三環系抗
うつ薬を中心とした薬物療法、心理面から
の認知行動療法を詳しく解説。

つらい苦しみや悩みからあなたを解放
する法。苦悩にとらわれやすい人も、
自分の悩みの性質を知り、発想を逆転
することで、確かな生の手ごたえをつ
かめる。悩みを生かす解決法・森田療
法の治療の実際を紹介。

赤ちゃんに触れ、声かけし、一緒に笑
う……ほんの少しの働きかけで脳も体
もすくすく伸びる！　「ねんね」「おす
わり」「立っち」まで赤ちゃんの発達
段階に合わせた体操を一挙公開。成長
過程がよくわかるしぐさの解説付き。

目が合わない、言葉が増えない、だっこを
いやがる……。発達障害は乳幼児のときか
らそのきざしがあらわれる。記入式シート
と実例集で子どもの傾向と正しい接し方が
わかる。保健師、保育士、言語聴覚士にも
必携の０歳からの療育ガイド。

井川雅子／今井 昇／山田和男・著
四六判 285頁 本体1,400円⃞企978-4-06-259291-8

北西憲二・著
四六判 210頁 本体1,300円⃞企978-4-06-254019-3

池田由紀江・監修
B20取 98頁 本体1,300円⃞企978-4-06-259657-2

黒澤礼子・著
A4 63頁 本体1,300円⃞企978-4-06-259299-4

病気と最新の治療法がやさしくわかる、くわしくわかる！

健康ライブラリーシリーズ
なぜ、その症状や病気がおきているのか？
どのような、治し方や付き合い方がよいのか？
どうすれば、防ぐことができるのか？
名医が丁寧に解説する安心のシリーズ。

健康ライブラリー スペシャル
　 ４歳から就学前まで
幼児期の発達障害に気づいて・育てる完全ガイド

発達障害への対応は早ければ早いほうがよ
い。専門知識がなくても使える、現場にあ
わせた記入式シートで子どもの傾向と接し
方がつかめる。幼稚園・保育園の先生、保
育士からもすぐに役立つと大好評。入学前
の療育対応の切り札となる書。

黒澤礼子・著
A4 63頁 本体1,300円⃞企978-4-06-259286-4
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【健康ライブラリーシリーズ】
健康ライブラリー スペシャル

発達障害に気づいて・育てる完全ガイド

健康ライブラリー スペシャル

大人の発達障害に
気づいて・向き合う完全ガイド

健康ライブラリー スペシャル
赤ちゃんから大人まで
気づいて・育てる
発達障害の完全ガイド〔総合版〕

健康ライブラリー スペシャル
発達障害の子の育て方がわかる！
ペアレント・トレーニング

健康ライブラリー スペシャル

プラダー・ウィリー症候群
　先天性疾患による発達障害のことがわかる本

健康ライブラリー スペシャル

あきらめないで！自閉症
　早期療育で子どもの未来は変わる      幼児編

座っていられない、読み書きが苦手など発
達障害の子どもが全国に69万人。本書のオ
リジナル記入式シートで子どもの傾向をつ
かもう。10の実例と、学校と家庭が協力し
てできる対応方法の具体例なども紹介。特
別支援教育に対応する小学生版。

コミュニケーションをうまくとれない、
ミスや不注意が多いなど職場や家庭で
生活に支障がある人が増えている。も
しかしたら発達障害？　評価シートと
実例集でその傾向と対応策がズバリわ
かる！　すぐに使える記入式シート付き。

全年代の基礎調査票を収録した総合版。
乳幼児期から成人期まであらゆる年代
に対応できるよう質問項目を精選。多
忙な教育関係者に活用しやすいように
構成した。より多くの子ども達に切れ
目のない支援を続けるために役立つ書。

ADHDをはじめ発達障害のある子をもつ親
のための子育て支援プログラムがペアト
レ。実践すれば、1.ほめ方がわかる、2.指
示の仕方がわかる、3.やる気の引き出し方
がわかる。図解でわかりやすいペアトレ実
践マニュアル（初心者向き）。

食欲が抑えられない、物をよく隠す、よく
しゃべるが内容を理解していない……。不
思議な行動や言動の背後には病気が潜んで
いる。いまだ知られていない難病、プラダ
ー・ウィリー症候群とは？　全国患者家族
が待ち望んだ日本初の解説本。

これまで幼児期に発見される自閉症に
は効果的な治療法はないといわれてき
た。しかし近年、早期に適切な療育を
開始することで目覚ましい成果が得ら
れる可能性がわかってきた。専門医が
最新の早期療育法を詳しく解説。

黒澤礼子・著
A4 63頁 本体1,300円⃞企978-4-06-259283-3

黒澤礼子・著
B5 71頁 本体1,300円⃞企978-4-06-259672-5

黒澤礼子・著
B5 146頁 本体1,800円⃞企978-4-06-259685-5

上林靖子・監修
B20取 78頁 本体1,300円⃞企978-4-06-259651-0

長谷川知子・監修
四六判 142頁 本体1,200円⃞企978-4-06-259297-0

平岩幹男・著
四六判 250頁 本体1,429円⃞企978-4-06-259652-7

健康ライブラリー スペシャル

その習慣を変えれば「うつ」は良くなる！
「うつ」は生活習慣病です！　睡眠、
運動、休息など、これまでの習慣を少
し変えるだけで病気を予防し、再発を
防ぐ方法を専門医が教えます。良医の
見分け方、交代勤務についている人へ
の助言など、役に立つ情報が満載。

佐々木 司・著
四六判 206頁 本体1,300円⃞企978-4-06-259673-2
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【健康ライブラリーシリーズ】
健康ライブラリー スペシャル
脳卒中マヒが改善する！
腕と指のリハビリ・ハンドブック

健康ライブラリー スペシャル
脳卒中の重度マヒでもあきらめない！
腕が上がる・手が動くリハビリ・ハンドブック

健康ライブラリー スペシャル
マンガと図解でよくわかる！　乳房再建のすべて
　乳がんになってから乳房を取り戻すまで

健康ライブラリー スペシャル
面白図解 はじめての「解剖学」

健康ライブラリー スペシャル
発達障害の子の
ビジョン・トレーニング
　視覚を鍛えて読み書き・運動上手に！

健康ライブラリー スペシャル
発達障害の子の感覚遊び・運動遊び
　感覚統合をいかし、適応力を育てよう 1

脳卒中発症後６ヵ月を過ぎるとマヒ手
は良くならないとされるのが通説。し
かし正しい訓練法をおこなえば、発症
から何年経っていても高齢でも手の機
能はUPする。自宅でできる訓練法を
写真でわかりやすく解説した決定版。

手を上げようとすると肘や手首が曲
がったままで上がってしまう重度マヒ
の人のための書。脳卒中の発症から時
期がたっていても、筋肉のこわばりを
やわらげるボツリヌス療法と適切な訓
練との組み合わせで改善がみられる！

乳ガンになっても乳房は取り戻せる！　
自分の身体の組織（自家組織）を移植
する再建法、人工乳房（インプラント）
を挿入する再建法などを平易に解説。
再建法の選び方や手術後の生活につい
ても網羅した、「乳房再建完全ガイド」。

斬新なイラストと軽妙な解説で学ぶ、
型破りな解剖学の入門書。四股を踏む
相撲取りの股間を描いた図や胴体を輪
切りにした断面図など用いながら、解
剖学のエッセンスを楽しく学ぶ。コメ
ディカル分野に進む学生必読の１冊。

視力がよいのに読み書きが苦手、距離
感がつかめずスポーツで失敗する……。
発達障害の子の中には見え方の違いに
悩む子が多い。視覚機能を鍛えるビジョ
ン・トレーニングで見る力・読む力を
つけられれば、子どもの自信が育つ。

手先が不器用、運動が苦手、姿勢が悪
い、落ち着きがない、集中力がない、
我慢が苦手、行儀が悪い……。子ども
の苦手意識を克服できる、いますぐ家
庭でできる15の「遊び」を厳選紹介！
木村順先生の大好評シリーズ第１弾。

安保雅博・監修
B20取 99頁 本体1,400円⃞企978-4-06-259669-5

安保雅博・監修
B20取 99頁 本体1,400円⃞企978-4-06-259689-3

佐武利彦・監修　手丸かのこ・マンガ
A5 182頁 本体1,300円⃞企978-4-06-259674-9

高橋優三・著
メディカル愛・イラスト
A5 191頁 本体1,500円⃞企978-4-06-259662-6

北出勝也・監修
B20取 98頁 本体1,300円⃞企978-4-06-259670-1

木村 順・監修
B20取 98頁 本体1,300円⃞企978-4-06-259654-1

健康ライブラリー スペシャル
発達障害の子の読み書き遊び・
コミュニケーション遊び
　感覚統合をいかし、適応力を育てよう 2

読み・書き・計算が苦手、文章が理解
できない、話が聞けない、空気が読め
ない、ルールに無頓着……。「ことば」
に悩む子どもの適応能力を育てる、家
庭でできる15の「遊び」を厳選紹介！　
木村順先生の大好評シリーズ第２弾。

木村 順・監修
B20取 98頁 本体1,300円⃞企978-4-06-259667-1
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【健康ライブラリーシリーズ】
健康ライブラリー スペシャル
遊んでいるうちに手先が器用になる！
発達障害の子の指遊び・手遊び・腕遊び
　感覚統合をいかし、適応力を育てよう 3

健康ライブラリー スペシャル
発達障害の子の
コミュニケーション・トレーニング
　会話力をつけて友達といい関係をつくろう

健康ライブラリー スペシャル

発達障害の子どもを伸ばす
魔法の言葉かけ

健康ライブラリー スペシャル
1 日 5分！ 大人の
ビジョン・トレーニング
　勉強も仕事もどんどん楽しくなる！

健康ライブラリー スペシャル

卵巣の病気
　月経の不調から卵巣がんまで

健康ライブラリー スペシャル

ぐっすり眠れる
ドクターレッスンノート

着替えや書きとり、工作などの手作業
を苦手とする子どもたち。その背景に
は指・手・腕・体の様々な機能の発達
のつみ残しがひそんでいる。木村順先
生の大好評シリーズ第３弾では、手先
が器用になる15の「遊び」を厳選紹介！

自分の言いたいことばかり話す、ちょっ
とからかわれただけでキレる……。ど
うして友達とうまくいかないの？　本
書では基本スキルが身につくトレーニ
ングをやさしく図解。家庭で楽しく実
践すれば学校生活が楽しくなる！

親からの適切な「言葉かけ」で、子ど
もは変わります！　家庭で楽しみなが
らできる、ABA（応用行動分析）を利
用したさまざまな「言葉かけ」の方法
をイラストつきで具体的に紹介。子ど
もの能力を伸ばすコツがわかります。

中高生から大人まで簡単にできる12種
類のトレーニングを豊富なイラストで
紹介。眼の運動を続ければ、頭痛が改
善する、読み書き・運動の苦手さが解
消、注意力がアップしてミスが軽減す
るなど、職場や学校での効果は抜群！

月経不順、チョコレート囊胞、卵巣囊
胞、卵巣がん……。気をつけたい症状
から診断の手順、治療の最新情報、術
後のケアまで、納得して治療を選ぶた
めの情報をしっかり網羅。卵巣の働き
と病気のすべてがわかる。

認知行動療法をもとに、精神科医と臨
床心理士が快眠のコツを教えるノート
ブック。８枚のワークシートで穏やか
に不眠と向き合うとともに、心地よい
眠りを得られる環境作りや、気持ちを
整理するコツも満載の１冊。

木村 順・監修
B20取 98頁 本体1,300円⃞企978-4-06-259682-4

有光興記・監修
B20取 98頁 本体1,300円⃞企978-4-06-259683-1

shizu・著　平岩幹男・監修
B5変型 165頁 本体1,400円⃞企978-4-06-259684-8

北出勝也・監修
B20取 98頁 本体1,300円⃞企978-4-06-259762-3

上坊敏子・著
四六判 286頁 本体1,400円⃞企978-4-06-259675-6

貝谷久宣／福井 至・監修　鈴木孝信・編著
B20取 99頁 本体1,300円⃞企978-4-06-259677-0

健康ライブラリー スペシャル

小 1プロブレム解決ハンドブック
　発達障害がある子どもにも完全対応

おしゃべりをやめない、指示を聞かな
い、教室内を勝手に歩き回る……。最
近問題になっている「小１プロブレム」
とは何か、学校で起こっている実態を
紹介し、その対応策を徹底解説する。
保育園・幼稚園の先生も必携の書。

月森久江・監修
B20取 98頁 本体1,300円⃞企978-4-06-259678-7
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【健康ライブラリーシリーズ】
健康ライブラリー スペシャル

100歳まで自分の歯を残す
４つの方法

健康ライブラリー スペシャル

3 歳までの子育てに
大切なたった 5つのこと

健康ライブラリー スペシャル
緊張して失敗する子どもの
ためのリラックス・レッスン
　親子でチャレンジ10ステップ

健康ライブラリー スペシャル

認知症の人の不可解な
行動がわかる本

健康ライブラリー スペシャル

発達障害の人が長く働き
続けるためにできること

健康ライブラリー スペシャル

発達障害の子の脳を育てる運動遊び
　柳沢運動プログラムを活用して

年間2700人の顎関節症患者を治療する
東京医科歯科大学顎関節治療部のトッ
プと、独自の歯周病ケア技術「ペリオ
クリーニング」を開発した歯科医師が、
100歳まで自分の歯を持たせるシンプ
ルな方法を惜しげもなく公開。

遠くから見守る、微笑みを返す、泣い
たらあやす、できるまで待つ、いっしょ
に遊ぶ。このたった「５つのこと」を
心がけるだけで、子どもがみるみる変
わる。パパ＆ママ、保育園・幼稚園の
先生向けのハッピー子育てレッスン。

テストや受験、試合や発表会、人前で
話すとき、練習ではできているのに、
本番でうまくいかないのはなぜ？　本
書では緊張や不安を解く方法を図解で
わかりやすく紹介する。ここぞという
場面で実力が発揮できるようになる！

物忘れだけでなく、万引き、集癖、徘
徊、異食、弄便、暴力をふるうといっ
た家族を困惑させる「ありえない行動」
の数々。しかし認知症の人にとっては、
行動にはすべて理由があるという。そ
の背景と対処法をイラスト図解した書。

度重なるミスやトラブル、どうしてう
まくいかないのか。職場の人間関係に
悩んで発達障害に気づいた人や、うつ
病などで休職中に発達障害と診断され
た人へ向け、自分の特性を理解し、会
社を辞めずに仕事を続ける方法を解説。

発達のかたよりが劇的に改善する!!　
と保護者に大好評の運動遊び。実践す
れば、①落ち着きと集中力が身につく、
②やる気と自信が芽生える、③自分で
考えて実行する力が育つ！　親子で楽
しめるプログラムが満載の１冊。

木野孔司・齋藤 博・著
四六判 190頁 本体1,400円⃞企978-4-06-259679-4

佐々木正美・監修
B20取 98頁 本体1,300円⃞企978-4-06-259680-0

有光興記・著
B20取 98頁 本体1,300円⃞企978-4-06-259681-7

杉山孝博・監修
B20取 98頁 本体1,300円⃞企978-4-06-259690-9

五十嵐良雄・監修
B20取 98頁 本体1,300円⃞企978-4-06-278973-8

柳澤弘樹・監修
B20取 98頁 本体1,300円⃞企978-4-06-259692-3

健康ライブラリー スペシャル

発達障害の親子ケア
　親子どちらも発達障害だと思ったときに読む本

子どもの受診をきっかけに、親も発達
障害だったとわかるケースが多い。適
切な支援を受けないと家族関係が悪化
してしまう。本書では、家族全員の協
力体制をどのようにつくっていくか、
症例ごとに対応策を解説していく。

宮尾益知・監修
B20取 98頁 本体1,300円⃞企978-4-06-259691-6
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【健康ライブラリーシリーズ】
健康ライブラリー スペシャル
発達障害の子の立ち直り力
『レジリエンス』を育てる本

レジリエンスとは心の回復力であり、
立ち直り力のこと。困難に直面しやす
い発達障害の子にとって必要な力だ。
落ち込んでも立ち直れる心をつくるに
は？　教育界をはじめ各分野で大注目
のレジリエンスをイラスト図解！

藤野 博／日戸由刈・監修
B20取 98頁 本体1,300円⃞企978-4-06-259694-7

健康ライブラリー スペシャル

発達障害の子の
「イライラ」コントロール術

健康ライブラリー スペシャル

15歳までに始めたい！ 発達障害の子の
ライフスキル・トレーニング

健康ライブラリー スペシャル

「大人のADHD」のための
段取り力

健康ライブラリー スペシャル
図解 アクティブラーニング
がよくわかる本

健康ライブラリー スペシャル

発達障害の子の脳を育てる忍者遊び
　柳沢運動プログラムを活用して

健康ライブラリー スペシャル

働く女性のためのがん入院・治療生活便利帳
　40代、働き盛りでがんになった私が言えること

①まずは黙って子どもの言い分を聞く、
②「怒った結果」を親子で考える、③
イライラが小さいうちに対処する、３
ステップでイライラが消える、叱らな
くても子どもが変わる！　親子でいっ
しょに「イライラ」をやっつけよう！

身だしなみ、健康管理、住まい、金銭
管理、進路選択、外出、対人関係、余
暇、地域参加、法的な問題。10種類の
スキルがあれば15歳を過ぎて社会にで
ても「生活が安定する」、「本来の力を
発揮できる」、「将来の夢が広がる」！

頻発する遅刻や忘れ物、片づけられな
い…、周囲の人からみればありえない
失敗の数々。段取り力がつけばADHD
ゆえの困りごとの多くが改善できる。
職場＆家庭で段取り上手になる実践法
を大公開。	仕事も家事もうまくいく！

小・中・高等学校で板書もノートもな
い、新しい授業のカタチが導入され始
めている。なぜ必要なのか、なにが変
わるのか、どう始めればいいのか？　
アクティブラーニング型授業の超基本
がわかる！　教師・保護者必見の１冊。

忍者がテーマの「運動遊び」。脳に様々
な刺激を与えるようにプログラムされ
ており、とくに発達障害の子が苦手な
体をとらえる感覚、平衡感覚、触覚を
鍛えることができる。とにかく楽しく、
やる気がぐんぐん伸びる、療育に最適！

途方に暮れる前に、できることはこん
なにある！　告知後にすべき手続きか
ら、仕事復帰につながる知恵まで、40
代という働き盛りでがんを経験した著
者が贈る女性目線のヒント集。闘病中
の方へ巻末付録「色とアロマの効用」。

有光興記・監修
B20取 98頁 本体1,300円⃞企978-4-06-259697-8

梅永雄二・監修
B20取 98頁 本体1,300円⃞企978-4-06-259698-5

司馬理英子・監修
B20取 98頁 本体1,300円⃞企978-4-06-259696-1

小林昭文・監修
B20取 98頁 本体1,300円⃞企978-4-06-259699-2 

柳澤弘樹・監修
B20取 98頁 本体1,300円⃞企978-4-06-259805-7

岩井 ますみ　著
四六版 222頁 本体1,600円⃞企978-4-06-259695-4
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【健康ライブラリーシリーズ】
健康ライブラリー スペシャル

頭痛薬が効かない頭痛になったとき読む本
　あなたの頭痛は “薬物乱用頭痛” ？

健康ライブラリー スペシャル
女性なら知っておきたい「遺伝性がん」のこと
　遺伝性乳がん・卵巣がんのすべて

健康ライブラリー スペシャル

睡眠障害のなぞを解く
　「眠りのしくみ」から「眠るスキル」まで

健康ライブラリー 図解シリーズ
完全図解 顎関節症とかみ合
わせの悩みが解決する本

健康ライブラリー 図解シリーズ
完全図解 よくわかる心臓弁膜症

頭痛薬を飲んでいるのに、かえって頭
痛がひどくなるという「薬物乱用頭痛」
になってしまったら？　頭痛診療の名
医が、基礎知識から最新の治療まで、
ていねいに解説。薬物乱用頭痛との賢
いつきあい方もわかる。

女優のアンジェリーナ・ジョリーが乳
房切除を決断した理由は？　家族に乳
がんや卵巣がんの人がいるとわかった
ら、どうすればいい？　予防はでき
る？　「遺伝性乳がん・卵巣がん症候
群」のすべてがわかる１冊。

日本人の約５人に１人が眠りに問題を
抱えている。なぜ眠れない？　なぜ起
きていられない？　「本当によい睡眠」
を取り戻すために知っておきたい睡眠
障害のしくみを平易に解説。「眠るス
キル」を上げるための知識も網羅。

「顎関節症の原因はかみ合わせの異常
にある」という従来の学説には科学的
根拠がなかった。こうした考えに基づ
く歯列矯正は根本的な解決策にはなら
ない。実は、歯の接触を減らすだけで
症状は劇的に改善する。

心臓弁膜症手術の権威が書いた日本初
の一般向け解説書。病気の基本から、
手術法の選択、術後の生活まで知りた
い情報を完全網羅。自覚症状のないま
ま進行し、突然死が起きるリスクもあ
る「心臓弁膜症」を平易に解説。

寺本 純・著
四六判 158頁 本体1,300円⃞企978-4-06-259687-9

市川喜仁・著
四六判 173頁 本体1,400円⃞企978-4-06-259688-6

櫻井 武・著
A5 142頁 本体1,400円⃞企978-4-06-259693-0

木野孔司・著
四六判 220頁 本体1,400円⃞企978-4-06-259658-9

加瀬川 均・著
四六判 198頁 本体1,400円⃞企978-4-06-259659-6
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【健康ライブラリー イラスト版シリーズ】

健康ライブラリー イラスト版

甲状腺の病気の治し方

健康ライブラリー イラスト版

子どものアレルギーのすべてがわかる本

健康ライブラリー イラスト版

入門　うつ病のことがよくわかる本

健康ライブラリー イラスト版

非定型うつ病のことがよくわかる本
　「気まぐれ」「わがまま」と誤解を受ける新型うつ病のすべて

患者数500万人の知られざる「国民
病」！機能が亢進するバセドウ病、炎
症が起きて機能が低下する橋本病ほか
甲状腺の病気を総チェック。検査法ま
でを甲状腺治療の第一人者がわかりや
すく解説。

食事制限はいつまで？　ぜんそくは一
生続くの？　アレルギー体質の子は年
齢とともにアレルゲンと現れ方が変わ
るため、つらい症状が続く。間違った
対応は逆効果。正しい知識と対処法を
徹底解説した保存版。

薬の効かない新型うつ病が増えている。
簡単にうつ病と診断されるケースも多
く、精神科の現場も混乱している。あ
なたは本当にうつ病なのだろうか？　
発病の原因・診断・症状・治療法など
を初歩からわかるようにやさしく解説。

よく眠れるし、食欲もあるのに、わけ
もなく涙が出る、他人の言動に過敏に
反応する、過食や過眠が止まらない
……。若い女性を中心に広がる新型う
つ病。本書では知られざる病の実態と
回復への筋道を解説。

伊藤公一・監修
B20取 98頁 本体1,200円⃞企978-4-06-259328-1

海老澤元宏・監修
B20取 98頁 本体1,200円⃞企978-4-06-259432-5

野村総一郎・監修
B20取 98頁 本体1,200円⃞企978-4-06-259446-2

貝谷久宣・監修
B20取 98頁 本体1,200円⃞企978-4-06-259428-8

ワイドで見やすく、病気・治療法のポイントが一目でわかる！

健康ライブラリー イラスト版シリーズ
１冊をじっくりと読んでいる時間がない、
大事なポイントが何かをすぐ知りたい、
むずかしい説明よりも、わかりやすい絵がほしい、
そんな人にぴったりのイラスト満載・見開き単位
のビジュアル版医学・健康シリーズ。

健康ライブラリー イラスト版

双極性障害（躁うつ病）
のことがよくわかる本

最高から最低へ気分が激変する心の病、
双極性障害。うつ病と誤診され治らな
いケースも多い。大変なのはむしろ躁
のときで、信用や財産だけでなく家族
をも失うことがある。病気の見極め方
から正しい治療法までをやさしく解説。

野村総一郎・監修
B20取 98頁 本体1,200円⃞企978-4-06-259438-7
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【健康ライブラリー イラスト版シリーズ】
健康ライブラリー イラスト版

パニック障害
　心の不安はとり除ける

健康ライブラリー イラスト版

社会不安障害のすべてがわかる本

健康ライブラリー イラスト版

強迫性障害のすべてがわかる本

健康ライブラリー イラスト版

パーソナリティ障害（人格障害）
のことがよくわかる本

健康ライブラリー イラスト版

境界性パーソナリティ障害
のことがよくわかる本

健康ライブラリー イラスト版

自己愛性パーソナリティ障害
のことがよくわかる本

ある日、突然始まる「死ぬかもしれな
い」と思うほどの苦しい発作症状。放っ
ておくと、重症のうつ病へ移行するが、
早い段階で、正しい診断を受け、治療
を始めれば、治る病気。正しい知識と
治療法を解説。

人前に出るのがこわい。他人と交流す
るのがつらい。こうした機会を避け続
ける結果、社会的に孤立してしまう。
それが社会不安障害という病気。うつ
病やパニック障害、依存症を併発しな
いための、有効な治療法とは何か？

繰り返される手洗いや確認。わけもな
くこだわる順序や回数。心に宿る強迫
観念が日常生活を蝕んでいく。こだわ
りが止められない強迫症状の実態と効
果的な治療を詳しく解説。家族の関わ
り方も具体的にアドバイス。

現代に急増するパーソナリティ障害。
人格が障害されるとは？　そのタイプ
とは？　最近とくに多い２つのタイプ
「境界性」「自己愛性」を中心に患者の
心を解読し、治療の進め方、対応法を
詳しく解説。

リストカットや暴力といった衝動的な
行動で周囲を巻き込む人たち。未熟な
パーソナリティがさまざまな問題を引
き起こす。最新ガイドラインによる治
療を解説するとともに、背後にあるパ
ーソナリティ問題の本質も明らかに。

自己愛性パーソナリティ障害とは本当
の自分を愛せない障害。強すぎる自己
愛が生きにくさを生む。恥や屈辱感が
耐え難く、それが怒りに結びつく。本
書ではその心理構造から対処法、治療
法までを詳しく解説。

渡辺 登・監修
B20取 98頁 本体1,200円⃞企978-4-06-259331-1

貝谷久宣・監修
B20取 98頁 本体1,200円⃞企978-4-06-259402-8

原田誠一・監修
B20取 98頁 本体1,200円⃞企978-4-06-259430-1

市橋秀夫・監修
B20取 98頁 本体1,200円⃞企978-4-06-259408-0

牛島定信・監修
B20取 98頁 本体1,200円⃞企978-4-06-259423-3

狩野力八郎・監修
B20取 98頁 本体1,200円⃞企978-4-06-259421-9

健康ライブラリー イラスト版

依存症のすべてがわかる本
仕事依存、買い物依存、過食など、「病」
という自覚を持ちにくい依存症。やめ
たくてもやめられない、心の病気が進
行すると体を壊し、生活が破綻する。
依存症のタイプと原因、対応策までを
徹底解説。

渡辺 登・監修
B20取 98頁 本体1,200円⃞企978-4-06-259417-2
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【健康ライブラリー イラスト版シリーズ】
健康ライブラリー イラスト版

統合失調症 正しい理解と治療法

健康ライブラリー イラスト版

認知行動療法のすべてがわかる本

健康ライブラリー イラスト版

森田療法のすべてがわかる本

健康ライブラリー イラスト版

PTSDとトラウマのすべてがわかる本

健康ライブラリー イラスト版

知的障害のことがよくわかる本

健康ライブラリー イラスト版

ダウン症のすべてがわかる本

精神分裂病と呼ばれていた統合失調症
には誤解や偏見が多い。進む治療法や
対処法を病気のステージに沿って解
説。本人や家族それぞれの立場にそく
したアドバイスも。病気を正しく理解
できる〝すぐに役立つ〟決定版。

うつと不安を完治する第一選択の治療
法が認知行動療法。難しい、大変とい
われるが、少しでも知識があれば治療
はより進む。認知行動療法の基本とな
る考え方、治療の流れ、受診の仕方など
を解説。全体像が丸ごとわかる決定版。

日本で生まれた森田療法は、自分自身
の生き方を探ることで不安や悩みを解
決する精神療法。近年海外での評価も
高く注目されている。うつ病や神経症
などの根底にある悩みの構造を紐解
き、実際の治療の流れを詳しく解説。

災害や事件、事故の体験が心にトラウ
マとして残り、PTSD（心的外傷後ス
トレス障害）を引き起こす。トラウマ
が生む苦しみとは？　診断、治療の実
際は？　正しい知識で理解を深める１
冊。

自分の子が知的障害であることを知っ
た親のショックははかりしれない。で
きることは何か、どう育てればよい
か？　１人で悩まず、１歩を踏み出す
ために役立つ１冊。正しい知識から社
会支援まで徹底解説。

ダウン症への不安と疑問にやさしく答
える本。ダウン症の基礎知識から、育
ちの手助け・早期療育、日常生活での
工夫、健康管理のポイント、社会的・
経済的自立をサポートする支援制度ま
でを、詳しく解説する。

伊藤順一郎・監修
B20取 98頁 本体1,200円⃞企978-4-06-259342-7

清水栄司・監修
B20取 98頁 本体1,200円⃞企978-4-06-259444-8

北西憲二・監修
B20取 98頁 本体1,200円⃞企978-4-06-259418-9

飛鳥井 望・監修
B20取 98頁 本体1,200円⃞企978-4-06-259420-2

有馬正高・監修
B20取 98頁 本体1,200円⃞企978-4-06-259416-5

池田由紀江・監修
B20取 98頁 本体1,200円⃞企978-4-06-259419-6

健康ライブラリー イラスト版

自閉症のすべてがわかる本
自閉症は心の病気ではなく脳の障害。
決してしつけが原因ではない。社会性
をどう身につけるか。その療育法を学
ぶことで、家や学校での育て方・目標
が見えてくる。自閉症の正しい知識と
治療・対処法のすべてを紹介。

佐々木正美・監修
B20取 98頁 本体1,200円⃞企978-4-06-259405-9
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【健康ライブラリー イラスト版シリーズ】
健康ライブラリー イラスト版

ことばの遅れのすべてがわかる本

健康ライブラリー イラスト版

チックとトゥレット症候群がよくわかる本

健康ライブラリー イラスト版

不登校・ひきこもりの心がわかる本

健康ライブラリー イラスト版

思春期の「うつ」がよくわかる本

健康ライブラリー イラスト版

リストカット・自傷行為
のことがよくわかる本

発達障害や不登校の原因にもなること
ばの遅れ。子どもの状態に早く気づき
サポートすることが大切。症状の見分
け方と対応法からことばをはぐくむ育
て方までを紹介。ことばの遅れが気に
なるママに安心の必読本。

突然からだが動いたり奇声を発したり
するチックは、しつけの問題といわれ
てきた。しかしそれは誤り。多くは一
過性で次第に治ってくる。チックとよ
り重症であるトゥレット症候群への誤
解をとき、正しい知識を詳しく解説。

小中学校の不登校児は12万人超。その
まま見過ごすと、ひきこもりになる。
家族や教師はどう対処すべきか。家に
とじこもる子どもの心理を解明し、解
決に導くヒントが満載の書。

心が不安定になる思春期に隠れている
ことが多い「うつ」。中学生の４人に
１人がうつといわれる。行動の変化に
うつのサインが現れる。最悪の場合、
自殺の危険も。大人のうつとは異なる
対処法を徹底解説。

リストカットや過量服薬など、自らを
傷つける自傷行為は近年増加する一
方。心の痛みを体の痛みでまぎらわせ
る悲痛な叫びを受け止め、いかに適切
な対応をするか。基本的知識と正しい
対処法をイラストで徹底解説。

中川信子・監修
B20取 98頁 本体1,200円⃞企978-4-06-259411-0

星加明徳・監修
B20取 98頁 本体1,200円⃞企978-4-06-259443-1

磯部 潮・監修
B20取 98頁 本体1,200円⃞企978-4-06-259415-8

笠原麻里・監修
B20取 98頁 本体1,200円⃞企978-4-06-259434-9

林 直樹・監修
B20取 98頁 本体1,200円⃞企978-4-06-259431-8

健康ライブラリー イラスト版

AD／HD（注意欠陥／多動性障害）

のすべてがわかる本

健康ライブラリー イラスト版

LD（学習障害）のすべてがわかる本

すぐ騒ぐ、落ち着きがない、キレやす
い、忘れ物が多い……。AD／HDの
子どもは周囲に誤解されやすく、孤立
していく。今何ができるのか？　症状、
治療・対処法を詳しく解説。親や教師
の悩みにこたえる。

LDの子どもの育て方、対応がわかる
決定版。知能に大きな障害がないだけ
に普通教育で取り残されてきたLD児。
正しい知識から家庭での接し方、特別
支援教育の内容までを網羅した、初め
ての完全ガイド本。

市川宏伸・監修
B20取 98頁 本体1,200円⃞企978-4-06-259404-2

上野一彦・監修
B20取 98頁 本体1,200円⃞企978-4-06-259413-4
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【健康ライブラリー イラスト版シリーズ】
健康ライブラリー イラスト版

アスペルガー症候群（高機能自閉症）

のすべてがわかる本

健康ライブラリー イラスト版

子どもの発達障害と情緒障害

健康ライブラリー イラスト版
発達障害がある子どもの
進路選択ハンドブック

健康ライブラリー イラスト版

発達障害の治療法がよくわかる本

健康ライブラリー イラスト版

アルコール依存症から抜け出す本

自閉症の中でも言葉や知的発達の遅れ
がないため、自分勝手、無神経と周囲
の誤解を受けやすいアスペルガー症候
群。誤った対応が２次障害を引き起こ
す。子どもの悩みに気づき、正しい対
応をするための入門書。

発達障害に注目が集まる中、その関連
障害である情緒障害が見過ごされてい
る。子どもの発達の問題と情緒的な混
乱の複雑なからみあいをやさしく解説
し、解決の道すじを示した１冊。

子どもの特性にあわない進学や就労は、
本人に大きな負担をかける。納得する
進路を見つけるには多くの選択肢を知
ることが大切。就学相談や特例申請の
活用法、入試に利用できるシステムか
ら高校大学の支援態勢まで、幅広く解説。

心理療法、TEACCH、家族療法、認知行
動療法、プレイ・セラピー……。目にみえ
て効果が上がる17の治療法を一挙に紹介す
る。発達障害治療の最前線がわかる完全ガ
イド。発達レベルにあわせて治療法を選べ
るリスト＆チャ−ト付き。

どこまで飲むと依存症になるのか？　
特徴的な症状は？　アルコール依存症
は専門家の手を借り適切な治療を受け
なければ治らない。本書では相談機関
から診断・治療法までをくわしく解説。
全国厳選127の医療機関リスト付き。

佐々木正美・監修
B20取 98頁 本体1,200円⃞企978-4-06-259412-7

杉山登志郎・監修
B20取 98頁 本体1,200円⃞企978-4-06-259437-0

月森久江・監修
B20取 98頁 本体1,200円⃞企978-4-06-259447-9

宮尾益知・監修
B20取 98頁 本体1,200円⃞企978-4-06-259442-4

樋口 進・監修
B20取 98頁 本体1,200円⃞企978-4-06-259754-8

健康ライブラリー イラスト版

脳動脈瘤がみつかったら

健康ライブラリー イラスト版

膵臓の病気
　急性膵炎・慢性膵炎・膵臓ガンの治し方

破裂するとその多くがクモ膜下出血を
起こす脳動脈瘤。こぶの大きさ、形状、
できた位置でリスクは変わる。様子見
か、手術するならクリッピング術か、
コイル塞栓術か。あなたにとってベス
トな選択法を上山医師が徹底解説。

膵臓自体が膵液で溶け激痛が起こる急
性膵炎、小さな炎症をくり返し膵臓が
硬くなる慢性膵炎、症状が現れにくい
膵臓ガン。病気の進行・再発をくいと
めるにはどうする？　最新の治療法か
ら病後の注意点までをくわしく解説。

上山博康・監修
B20取 98頁 本体1,200円⃞企978-4-06-259750-0

税所宏光・監修
B20取 98頁 本体1,200円⃞企978-4-06-259758-6
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【健康ライブラリー イラスト版シリーズ】
健康ライブラリー イラスト版

高次脳機能障害のリハビリがわかる本

健康ライブラリー イラスト版

首・肩・腕の痛みとしびれをとる本

健康ライブラリー イラスト版

解離性障害のことがよくわかる本
　影の気配におびえる病

健康ライブラリー イラスト版

適応障害のことがよくわかる本

健康ライブラリー イラスト版

発達障害の子を育てる本
ケータイ・パソコン活用編

忘れっぽい、やる気がない、怒りっぽ
い、疲れやすい……。これらはいずれ
も脳損傷後に現れる後遺症だが、当事
者や家族は気づかず苦しむことが多い。
本書では日常生活で簡単に取り入れら
れる効果的なリハビリ法を図解する。

しつこい痛みやしびれの原因となる頸
椎・頸髄の病気は、MRIやCTの画像
診断だけではわからない。どこにかか
ればよいか、手術しかないのか。病院
の診察・診断の進め方から治療法の選
択まで名医が疑問に答える決定版！

現実感がない、幻聴、幻を見るなど解
離症状をもって受診する人は少なくな
い。しかし多くは統合失調症やうつ病
と診断され、改善せず慢性化してしま
う。解離はなぜ起きるのか。不思議な
病態を解き明かし回復に導く決定版。

適応障害は、表面上は変わらないので
怠けていると誤解されやすい心の病。
重症化するとうつ病やPTSDなど他の
病気に診断が変わる。発症の背景に何
があるのか、どうしたら治るのか？　
原因から治療法までを徹底図解する。

読み書きや記憶、集中に困難のある子
にただメモをとることを求めても苦し
めるだけ。それよりもケータイ・パソ
コンなど身近なツールを使うことで本
来の力を発揮できる。多くの事例と一
生役立つ支援ツールの活用法を紹介。

橋本圭司・監修
B20取 98頁 本体1,200円⃞企978-4-06-259760-9

井須豊彦・監修
B20取 98頁 本体1,200円⃞企978-4-06-259761-6

柴山雅俊・監修
B20取 98頁 本体1,200円⃞企978-4-06-259764-7

貝谷久宣・監修
B20取 98頁 本体1,200円⃞企978-4-06-259765-4

中邑賢龍／近藤武夫・監修
B20取 98頁 本体1,200円⃞企978-4-06-259766-1

健康ライブラリー イラスト版

35歳からの妊娠・出産
　これから産みたい、あなたのために

健康ライブラリー イラスト版

脳梗塞の防ぎ方・治し方

40歳代なら、それだけでハイリスク。
年齢とともに卵子の質は低下してくる。
不妊治療、妊娠中のトラブル、分娩方
法……。高齢出産のリスクをどう乗り
越えていくか。安全に産むために知っ
ておきたい知識、アドバイスが満載。

体の半身に力が入らない、ろれつが回
らない。これらは見過ごされがちな脳
からのSOSサイン、脳梗塞の前ぶれ症
状。そのとき家族はどうしたらよいか。
脳梗塞のリスクから再発を防ぐ治療
法、生活改善法までがわからる１冊。

中山摂子・監修
B20取 98頁 本体1,200円⃞企978-4-06-259767-8

高木 誠・監修
B20取 98頁 本体1,200円⃞企978-4-06-259769-2
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【健康ライブラリー イラスト版シリーズ】
健康ライブラリー イラスト版

股関節の痛みをとって、
美しくさっそうと歩く

健康ライブラリー イラスト版
考え方の悪いクセを治す
認知行動療法セルフケアブック 職場編

健康ライブラリー イラスト版

画像ではわからない
しつこい腰の痛みを治す本

健康ライブラリー イラスト版

起立性調節障害がよくわかる本
　朝起きられない子どもの病気

健康ライブラリー イラスト版
うつ病の人の職場復帰を
成功させる本
　支援のしくみ「リワーク・プログラム」活用術

立つのも、歩くのもつらく、日常生活
がままならない！　そんな股関節の痛
みの原因と対処法がわかる決定版。手
術を受けるかどうか、治療法を納得し
て選ぶ助けとなる１冊。筋力トレーニ
ングほか家庭でできる療法も満載。

セルフケアシートに書き込めば、考え
が整理でき悩みやストレスを解消でき
る！　上司や部下との人間関係、仕事
の進め方、取引先からのクレーム対応
などで悩んでいる人に役立つ、すぐに
はじめられる〈簡易版〉認知行動療法。

腰痛で画像検査をしても８割以上は原
因不明。一方で治療が可能な腰痛の解
明も進んでいる。つらい症状の本当の
原因を探り、体にやさしい治療法を提
案。さらに慎重な判断が必要な背骨の
手術のメリット・デメリットも解説。

朝起きられずに遅刻や欠席を繰り返す。
これは全国で約70万人の中高生が発症
している起立性調節障害の症状。周囲
の無理解でいじめや不登校の原因になっ
ていることも。知られざる病気の症状
の見極め方から治療法までを解説。

復職の成功と再発予防をたすけるしく
み「リワーク・プログラム」が注目さ
れている。実施機関の探し方から参加
条件、内容、費用、復職時の手続き、
心構えまでをくわしく解説。本人・家
族をはじめ、職場担当者にも必携の書。

平川和男・監修
B20取 98頁 本体1,200円⃞企978-4-06-259770-8

清水栄司・監修
B20取 98頁 本体1,200円⃞企978-4-06-259771-5

井須豊彦・監修
B20取 98頁 本体1,200円⃞企978-4-06-259772-2

田中英高・監修
B20取 98頁 本体1,200円⃞企978-4-06-259773-9

秋山 剛／うつ病リワーク研究会・監修
B20取 98頁 本体1,200円⃞企978-4-06-259774-6

健康ライブラリー イラスト版

ネット依存症のことが
よくわかる本

健康ライブラリー イラスト版

肺がん 完治をめざす最新治療ガイド

ネット依存症は、インターネットにハ
マり、使用をやめられない〝心の病気〟。
患者数が激増し小学生にまで広がって
いる。なぜやめられないのか？　ハマ
る心理から治療法までを徹底解説。自
分でできる依存度チェックテスト付き。

早期発見すれば100％治る患者が増え
ている。進行がんでも遺伝子検査で効
果的な抗がん剤が提案されるようにな
り、さらに体に負担の少ない手術法も
増えている。肺がんのタイプから最新
治療法までを詳しく解説した決定版。

樋口 進・監修
B20取 98頁 本体1,200円⃞企978-4-06-259775-3

加藤治文・監修
B20取 98頁 本体1,200円⃞企978-4-06-259776-0
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【健康ライブラリー イラスト版シリーズ】
健康ライブラリー イラスト版
また立てる・また歩ける。寝たきりの人でもできる

「足腰体操」

健康ライブラリー イラスト版
認知症と見分けにくい

「老年期うつ病」がよくわかる本

健康ライブラリー イラスト版

レビー小体型認知症がよくわかる本

健康ライブラリー イラスト版

自分で治せる！顎関節症

健康ライブラリー イラスト版

うつ病の人に言っていいこと・
いけないこと

自宅で正しいリハビリのやり方を継続
していけば、立てなくなったり、歩け
なくなったりした人も、また立てる、
歩けるようになる。介助がなくても無
理なくはじめられる体操メニューを完
全図解！　寝たきり予防にも効果的。

もの忘れがひどい、からだの不調が続
く……これらはうつ病で現れる症状。
高齢者のうつ病は単なる老化や認知症
と間違われ見逃されやすい。うつ病と
認知症との違いは？　要注意サインか
ら治療法までを徹底解説した１冊。

推定患者数90万人以上ともいわれるレ
ビー小体型認知症。幻視・妄想、抑う
つ症状、パーキンソン症状など様々な
症状が出やすいが、初期にはもの忘れ
の症状は目立たない。病気の見極め方、
治療法、介護のコツがわかる１冊。

２人に１人が経験する顎関節症に新事
実！　痛みの最大の原因は上下の歯を
接触するクセ「TCH」だった！　気
づいて離すTCHのコントロール法を
徹底図解する。生活を見直しコツをつ
かんで毎日取り組めば３ヵ月で治る！

家族や同僚がうつ病にかかったとき、
どんな言葉をかければいいか？　うつ
病の長期化、再発を防ぐには？　本書
ではタブーの言葉から回復を後押しす
る励まし方まで○×形式で紹介する。
家庭や職場での場面別対応が満載の書。

黒澤 尚・著
B20取 98頁 本体1,200円⃞企978-4-06-259777-7

三村 將・監修
B20取 98頁 本体1,300円⃞企978-4-06-259778-4

小阪憲司・監修
B20取 98頁 本体1,300円⃞企978-4-06-259779-1

木野孔司・監修
B20取 98頁 本体1,300円⃞企978-4-06-259780-7

有馬秀晃・監修
B20取 98頁 本体1,300円⃞企978-4-06-259781-4

健康ライブラリー イラスト版

食物アレルギーのすべてがわかる本

健康ライブラリー イラスト版
全身を激しい痛みが襲う

線維筋痛症がよくわかる本

急増する食物アレルギーに保育園や学
校が大混乱しているが、ネット情報を
鵜呑みにするのは危険。また血液検査
が陽性でも食べられないとは限らない。
正しい食事管理とは？　緊急時の対応
は?　専門医が不安と疑問に答える書。

原因不明の長引く痛みや疲労感に悩ま
される線維筋痛症。国内患者数は推定
200万人。一般的な画像検査や血液検
査では病変が見つからず心の病と診断
されることも。なぜそんなに痛むのか？　
原因から治療法までを徹底解説。

海老澤元宏・監修
B20取 98頁 本体1,300円⃞企978-4-06-259782-1

岡 寛 /NPO法人 線維筋痛症友の会・監修
B20取 98頁 定価1,300円⃞企978-4-06-259784-5
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【健康ライブラリー イラスト版シリーズ】
健康ライブラリー イラスト版

心臓リハビリ
　心臓病の悪化、再発を防ぐ

健康ライブラリー イラスト版

高血圧を自分で下げる
5つの習慣

健康ライブラリー イラスト版

嚥下障害のことがよくわかる本
　食べる力を取り戻す

健康ライブラリー イラスト版

大腸がん
　治療法と手術後の生活がわかる本

健康ライブラリー イラスト版

パーキンソン病のことが
よくわかる本

心臓リハビリは、心筋梗塞など心臓が
病に侵されても回復後の残された機能
を活かして健康的な生活を送るための
プログラム。再発率、死亡率を下げる
と注目されるリハビリ法をマスターで
きれば心臓が悪くても長生きできる！

薬に頼っていれば大丈夫？　高血圧に
は昼間の健康診断ではわからない危険
なタイプがある。就寝中に血圧が上が
る夜間リスク型と寝起きに急上昇する
早朝リスク型だ。本書ではたった５つ
の習慣で自己管理できる方法を紹介。

口から食べているがよくむせる、肺炎
をくり返しているという人は要注意。
家庭でできる訓練法から口腔ケア、安
全な食べ方、調理法まで誤嚥を防ぎ、
食べる力を取り戻すリハビリ術を徹底
解説！	医療や介護現場でも役立つ書。

大腸がんは手術後の生活を考えて治療
法を選ぶことが大切。がんができた部
位によって、手術後の生活が異なるか
らだ。本書では、治療法の選び方から
トイレの変化、食事や入浴などの注意
点、再発のことまでをやさしく解説。

物忘れや幻覚、便秘や頻尿……。運動
障害だけではなく様々な症状が現れる
パーキンソン病。進み方はゆっくりで
上手につきあえば命にはかかわらない。
最新治療の解説を始め、生活の中でで
きる工夫や家族の接し方もアドバイス。

長山雅俊・監修
B20取 98頁 本体1,300円⃞企978-4-06-259783-8

苅尾 七臣・監修
B20取 98頁 本体1,300円⃞企978-4-06-259785-2

藤島一郎・監修
B20取 98頁 本体1,300円⃞企978-4-06-259786-9

高橋慶一・監修
B20取 98頁 本体1300円⃞企978-4-06-259787-6

柏原健一・監修
B20取 98頁 本体1,300円⃞企978-4-06-259789-0

健康ライブラリー イラスト版

女性のアスペルガー症候群

健康ライブラリー イラスト版

「てんかん」のことが
よくわかる本

ガールズトークについていけない。友
達に嫌われても理由がわからない。「女
の子らしくしなさい」と叱られる
……。男性とは違う「生きづらさ」に
苦しむアスペルガーの女性。その特徴
や対応・支援のコツを徹底解説！

日本のてんかん患者数は約100万人。
そのうち８割は正しく治療すれば発作
は抑制できるが、いまだ偏見や誤解が
ある。本書では病気のしくみや発作へ
の対処法、薬物療法をわかりやすく図
解。本人・家族の助けとなる１冊。

宮尾益知・監修
B20取 98頁 本体1,300円⃞企978-4-06-259790-6

中里信和・監修
B20取 98頁 定価1,300円⃞企978-4-06-259791-3
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【健康ライブラリー イラスト版シリーズ】
健康ライブラリー イラスト版

ひざの痛みがとれる本

健康ライブラリー イラスト版

自閉症スペクトラムが
よくわかる本

健康ライブラリー イラスト版

食道がんのすべてがわかる本

健康ライブラリー イラスト版

漢方薬でがん治療は
もっと楽になる

健康ライブラリー イラスト版

関節リウマチのことがよくわかる本

黒澤式ひざ体操は、それ自体がひざの
治療法。痛くてもヒアルロン酸注射を
せず、足をゆっくり動かそう。動かす
のがこわいときにもできる体操をはじ
め、医療機関に頼らずにお金も時間も
かけずに元気に過ごすコツを徹底紹介。

対人関係が苦手で、こだわりが強いと
いう２大特徴を持つ自閉症スペクトラ
ム。その定義をはじめ、原因・特徴か
ら受診の仕方、各種機関での支援の受
け方、育児のコツまで基礎知識と対応
法が手にとるようにわかる図解本。

食道がんは進行しやすく転移も起きや
すく、治療は時間との闘いになる。本
書では増加傾向にある食道下部のがん、
新しい抗がん剤や陽子線治療、腹腔鏡
手術のメリット・デメリットなど年々
進歩する診断・治療法などを徹底解説。

西洋医学との併用で効果が注目される
漢方治療の最前線を徹底解説。漢方治
療を始めると、抗がん剤・放射線療法
での副作用も軽減でき、弱った体力と
気力を取り戻し、免疫力が高まる。さ
らには「価値ある延命」も実現できる！

関節の痛みや変形、破壊を起こす関節
リウマチだが、新しい薬剤の登場で進
行を止めることができるように。本書
では正しい診断方法から薬物療法の進
め方まで詳しく図解。さらにリハビリ
をはじめ動ける体を保つ生活術を紹介。

黒澤 尚・著
B20取 98頁 本体1,300円⃞企978-4-06-259792-0

本田秀夫・監修
B20取 98頁 本体1,300円⃞企978-4-06-259793-7

細川正夫・監修
B20取 98頁 本体1,300円⃞企978-4-06-259794-4

星野惠津夫・監修
B20取 98頁 本体1,300円⃞企978-4-06-259795-1

山中 寿・監修
B20取 98頁 本体1,300円⃞企978-4-06-259796-8

健康ライブラリー イラスト版

血液のがん
　悪性リンパ腫・白血病・多発性骨髄腫

健康ライブラリー イラスト版

吃音のことがよくわかる本

悪性リンパ腫・白血病・多発性骨髄腫、
それぞれに多くのタイプがあり、悪性
リンパ腫では30以上。複雑な病気のし
くみと進化した治療法を徹底図解。治
療中の検査数値の見方、抗がん剤投与
後の変化と注意点も詳しく解説する。

子どもの気がかりな話し方。親はなに
ができるのか、どうすればよいのか
……。自身も吃音であり多くの人を励
ましてきた “吃音ドクター” 菊池先生
が監修。原因、現れ方、家庭・学校で
の対応を吃音に悩む人に寄り添い解説。

飛内賢正・監修
B20取 98頁 本体1,300円⃞企978-4-06-259797-5

菊池良和・監修
B20取 98頁 本体1,300円⃞企978-4-06-259798-2
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【健康ライブラリー イラスト版シリーズ】
健康ライブラリー イラスト版

女性のADHD

健康ライブラリー イラスト版

帯状疱疹の痛みをとる本

健康ライブラリー イラスト版

拒食症と過食症の治し方

健康ライブラリー イラスト版

子どもの花粉症・
アレルギー性鼻炎を治す本

健康ライブラリー イラスト版

目の病気がよくわかる本
　緑内障・白内障・加齢黄斑変性と網膜の病気

健康ライブラリー イラスト版

子どものアトピー性皮膚炎
正しい治療法

健康ライブラリー イラスト版

胃がん
完治をめざす最新治療ガイド

「片付けられない」ことがよく知られ
ているADHD。だが女性の場合は会
話のトラブルや予定をつめこみすぎる
失敗など、様々な点に独特な特徴がみ
られる。男性とはどう違うのか、背景
に何があるのか、そして対応法とは？

帯状疱疹の見分け方や受診の目安から
治療の進め方まで解説。いま帯状疱疹
にかかっている人にも、残ってしまっ
た痛みに悩む帯状疱疹後神経痛の人に
も、治療のマニュアルとして役立てて
もらえる１冊。生活上の注意点も紹介。

「摂食障害」は、誤解されやすい病気。
始まりは拒食か過食か、経過や治り方
はさまざま。本書では本人自ら回復へ
のきっかけをつかめるよう具体的な方
法を紹介。まずは5分間だけ吐くのを
がまんして！　悪循環は断ち切れる。

子どもに急増している花粉症の症状は
くしゃみ、鼻水だけではなく、大人と
違うから気づきにくい。発症した年齢
が低いほど治りにくいため、早期の正
しい対策が大切。年代別の対応法と根
本から治す最新療法がわかる一冊。

視野が欠ける、ゆがんで見える、ぼや
けて見える……目の見え方に不安を感
じたら今すぐ検査と対策を。本書では
最新治療を中心に診断の受け止め方や
心構え、さらに治療後の注意点や見え
にくさをカバーする生活の工夫も紹介。

「ステロイドはこわい薬」というのは
誤解！　原因は親のアレルギー体質？
赤ちゃんや子どもに強い薬を使って大
丈夫？　市販薬を使ってもよい？　親
の不安や疑問に応える、子どもにとっ
てベストな治療法がわかる本。

胃がんの基礎知識から定型手術、機能
温存術、内視鏡的治療、腹腔鏡手術、
分子標的薬を使った化学療法まで様々
な治療法がひと目でわかる。術後を快
適に過ごすための食生活の変化と食べ
方のポイントも紹介した完全ガイド。

宮尾益知・監修
B20取 98頁 本体1,300円⃞企978-4-06-259799-9

本田まりこ・監修
B20取 98頁 本体1,300円⃞企978-4-06-259801-9

切池信夫・著
B20取 98頁 本体1,300円⃞企978-4-06-259804-0

永倉仁史・監修
B20取 98頁 本体1300円⃞企978-4-06-259800-2

大鹿哲郎・監修
B20取 98頁 定価1,300円⃞企978-4-06-259803-3

江藤隆史・監修
B20取 98頁 本体1,300円⃞企978-4-06-259802-6

佐野　武・監修
B20取 98頁 本体1,300円⃞企978-4-06-259850-7
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【こころライブラリーシリーズ】

こころライブラリー
マンガで読む 大人も知らない
「本当の友だち」のつくり方

こころライブラリー

うつからの完全脱出
　９つの関門を突破せよ！

こころライブラリー

相談しがいのある人になる
1時間で相手を勇気づける方法

こころライブラリー

漫画家ママの
うちの子はADHD

「いい人」を演じても友情は育たない。
読みやすいマンガと、教育カウンセラ
ーによる平易な解説で、相手を大切に
し、同時に自分も大切にしてもらえる
関係の育て方がわかる１冊。中高生だ
けでなく子育てに悩む親にもおすすめ。

陸上自衛隊カウンセラーが明かす完全
復帰までの克明レポート。遺書まで書
いた一人の患者を取り上げて、その人
とのやり取りを通しながら、うつから
の脱出方法を段階的に解説する。著者
のコメントに勇気づけられる１冊。

「まず30分、相手の話を聞き続けるこ
と」「あなたの支援者癖に気づくこと」
などをはじめ、家族間や会社内など様
様な相談場面で役立つ実践的なコツや
考え方をプロが惜しげなく紹介。あな
たの相談力もたちまちアップする！

昔から育てにくかったうちの子は、
ADHD（注意欠陥多動性障害）だっ
た！　発達障害の子を持つお母さん
が、我が子との泣き笑いの日々を完全
漫画化。児童精神科医による詳しい解
説付きで、障害の特性がよくわかる。

松本啓子・著　かなしろにゃんこ。・漫画
四六判 183頁 本体1,200円⃞企978-4-06-259474-9

下園壮太・著
四六判 254頁 本体1,500円⃞企978-4-06-259485-4

下園壮太・著
四六判 237頁 本体1,400円⃞企978-4-06-259491-2

かなしろにゃんこ。・漫画　田中康雄・監修
A5 151頁 本体1,400円⃞企978-4-06-259495-0

こころの病、悩みの心理を解明する！

こころライブラリーシリーズ
こころの問題を追究し、
深層心理を解き明かすシリーズ。
豊富な絵やチャート図解で
わかりやすいイラスト版シリーズも好評。

こころライブラリー
アスペルガーの人は
なぜ生きづらいのか？
　大人の発達障害を考える

大学で職場で、アスペルガー症候群の
人はなぜ不適応を起こすのか？　健常
者との心性の違いから支援の方法、そ
してアスペルガーが持つ新しい可能性
までを、1000例を超える臨床経験と独
自の枠組みをもとに徹底解説する。

米田衆介・著
四六判 255頁 本体1,400円⃞企978-4-06-259706-7
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【こころライブラリーシリーズ】
こころライブラリー

母を棄ててもいいですか？
　支配する母親、縛られる娘

こころライブラリー

発達障害
うちの子、将来どーなるのっ⁉

こころライブラリー

あなたは人生に感謝ができますか？
　エリクソンの心理学に教えられた「幸せな生き方の道すじ」

こころライブラリー
慢性うつ病からの離脱と
森田療法
　回復のプロセスと新しい生き方

こころライブラリー

発達障害がある人のための
みるみる会話力がつくノート

自分の娘を支配するために、おどろく
ほどの精力を傾ける母たち。「私の母
はおかしい」と感じながらも、理不尽
な仕打ちにただ耐えているすべての娘
たちにおくる、母と決別して人生を大
きく変えるための処方箋。

高校・大学への進学、就職から、コミュ
ニケーションの方法まで。発達障害の
子を持つ漫画家が支援の現場を徹底取
材。発達障害がある人の人生設計の極
意がスイスイわかる、当事者・支援者
必携の１冊。

人生とはなにか。幸せとはなにか。そ
して死とはなにか。人生は乳幼児期で
の母親の無償の愛から始まり、老年期
の人生への感謝でしめくくられる。そ
の道すじを著者の経験と思い出を交え
て解説。一生役立つ「こころの財産」。

うつ病にはじつは「人生の再生」という重
要な役割がある。とらわれから抜け出し、
あるがままに生きよという森田療法の考え
方・手法を解説する。森田療法で新しい生
き方を獲得した症例も紹介。長引くうつ病
への解決の糸口が見える１冊。

自己紹介の方法から相手への質問の仕
方まで、コミュニケーションの基本が
漫画でスイスイわかる。練習問題やワ
ークシート、集団での練習の仕方など
もわかりやすく解説。SST（ソーシャル・
スキル・トレーニング）に最適の１冊。

熊谷早智子・著
四六判 222頁 本体1,300円⃞企978-4-06-259705-0

かなしろにゃんこ。・漫画
A5 151頁 本体1,400円⃞企978-4-06-259708-1

佐々木正美・著
四六判 253頁 本体1,400円⃞企978-4-06-259709-8

北西憲二・著
四六判 255頁 本体1,400円⃞企978-4-06-259710-4

柳下記子・著　野波ツナ・漫画
A5 143頁 本体1,300円⃞企978-4-06-259711-1

こころライブラリー

「モラル・ハラスメント」のすべて
　夫の支配から逃れるための実践ガイド

こころライブラリー

依存症のすべて
　「やめられない気持ち」はどこから来る？

「これってモラハラ？」そう気づくこ
とが、夫から解放され、新しい人生を
踏み出す第一歩。カウンセラーと弁護
士が、知っておくべき「脱出ノウハウ」
を教える、モラハラ被害者にとって命
綱となるような１冊。

誰の心にもある「やめられない気持ち」
が依存症の始まり。薬物、ギャンブル、
買い物、ネット……人の心には、いろ
いろな依存症の「根」がひそんでいる。
依存症のしくみと、回復への道のりを
わかりやすく解説。

本田りえ／露木肇子／熊谷早智子・著
四六判 259頁 本体1,400円⃞企978-4-06-259712-8

廣中直行・著
四六判 301頁 本体1,400円⃞企978-4-06-259496-7
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【こころライブラリーシリーズ】
こころライブラリー

発達障害と生きる
　どうしても「うまくいかない」人たち

こころライブラリー

10歳までの子を持つ
親が知っておきたいこと

こころライブラリー イラスト版

子どもの心の発達がわかる本

こころライブラリー イラスト版

大人のアスペルガー症候群

こころライブラリー イラスト版

思春期のアスペルガー症候群

発達障害のイメージは「どこか変わっ
たところのある人」「奇妙なクセがあ
り、集団に溶け込めない人」というも
のが多いが、それはほんの一部でしか
ない。誤解されがちな発達障害の「ほ
んとうの姿」に精神科医が迫る。

好き嫌いを言わない、勉強や習い事を
がんばる……こんな「よい子」には要
注意。10歳まで「よい子」だった子ほ
ど、思春期に心の病におちいりやすい。
子どもの「悩みのもと」をみつけるた
めの、精神科医による処方箋。

赤ちゃんには、ママの顔はどう見える？　
自分の存在に気づくのは、いつ？　言
葉はどうやって覚える？　子どもが持
つ「育て力」は想像以上にハイレベル。
心と脳の発達はどのように成長してい
くのかをやさしく図解する。

仕事をうまくこなせない、友人関係が
うまくいかない、一生懸命やっている
のに生きづらいのはなぜ？　アスペル
ガー症候群の人が成人期に抱えやすい
悩みとその背景を図解。本人を理解し、
適切に支援するために役立つ決定版。

友だちと同じように行動できない、相
手の気持ちがわからない、自分は「ふ
つう」じゃないの⁉　障害を自覚しは
じめる思春期に子どもたちが直面する
悩みとは？　こころの変化を解説し適
切なサポート法をアドバイスする。

岩波 明・著
四六判 201頁 本体1,300円⃞企978-4-06-259714-2

鍋田恭孝・著
四六判 203頁 本体1,300円⃞企978-4-06-259717-3

小西行郎・監修
B20取 98頁 本体1,300円⃞企978-4-06-278951-6

佐々木正美／梅永雄二・監修
B20取 98頁 本体1,300円⃞企978-4-06-278956-1

佐々木正美・監修
B20取 98頁 本体1,300円⃞企978-4-06-278957-8

こころライブラリー

発達障害　うちの子、人づ
きあい だいじょーぶ!?

友達、恋愛、夫婦関係──発達障害の
人がぶつかりがちな「人づきあい」の
問題について、漫画家が当事者や専門
家に徹底取材！　人間関係の極意がコ
ミックでスイスイわかる、読みやすい
1冊。保護者や支援者にもおすすめ。

かなしろにゃんこ。・漫画
A５ 175頁 本体1,400円⃞企978-4-06-259715-9

こころライブラリー イラスト版

大人のAD／HD
　〔注意欠如・多動(性)障害〕

仕事でミスを重ねる、衝動買いが止ま
らない……。その問題の原因はAD/HD
の行動特性にあるのでは？　多動性・
衝動性・不注意は、成長とともに心に
どのように影響していくのか。大人の
AD/HDの心理を徹底解明する。

田中康雄・監修
B20取 98頁 本体1,300円⃞企978-4-06-278959-2
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【こころライブラリーシリーズ】
こころライブラリー イラスト版

アスペルガー症候群
就労支援編

こころライブラリー イラスト版

統合失調症の人の
気持ちがわかる本

こころライブラリー イラスト版

大学生の発達障害

こころライブラリー イラスト版

高校生の発達障害

こころライブラリー イラスト版

うつ病の人の
気持ちがわかる本

こころライブラリー イラスト版

境界性パーソナリティ障害
の人の気持ちがわかる本

アスペルガー症候群の特性が生かせる
仕事とは？　就職活動から就職後まで
を実践的なアイデアと支援現場や当事
者からの豊富な実例で紹介する。見や
すい図解ですぐに役立つ、アスペルガ
ー症候群の人への就労支援完全ガイド。

本書は統合失調症の人とその家族によ
る豊富なアンケートをもとに編集した
もの。本人の気持ちだけでなく、家族
が生活で感じる苦労や悩みもイラスト
図解で紹介。本人と家族の心のあり方
を知ることで回復にむけた助けになる。

発達障害がある学生は状況判断が苦手
なため授業選択や履修登録などに困難
が生じる。また仲間ともうまくいかず
悩む学生も増え、大学側では深刻な問
題に。本書では社会に出てからも役立
つスキルを身につける法を徹底解説。

高校での特別支援教育はまだ整備段階
にある。どの高校に通い、どのような
支援を受けるのか。本書では充実した
高校生活を送るための、学校選び・本
人の心構え・高校の支援態勢を図解で
紹介。将来の進路選びにも役立つ書。

実際にうつ病に苦しみ、悩んだり、過
ごし方を工夫したりした人たちの言葉
をもとにうつ病の心理を図解。そのた
め本人の言葉にできない心の訴えや本
当の思いがよくわかる。うつ病をより
深く理解できる。家族の気持ちも解説。

なぜ、問題行動で他人を振り回すのか。
なぜ、人間関係を壊すようなウソをつ
くのか。境界性パーソナリティ障害の
人の苦しみと感情の動きをイラストで
図解する。周囲が感じる「なぜ」に答
え、回復への道のりを明らかにする書。

佐々木正美／梅永雄二・監修
B20取 98頁 本体1,300円⃞企978-4-06-278960-8

伊藤順一郎／NPO法人コンボ・監修
B20取 98頁 本体1,300円⃞企978-4-06-278961-5

佐々木正美／梅永雄二・監修
B20取 98頁 本体1,300円⃞企978-4-06-278962-2

佐々木正美／梅永雄二・監修
B20取 98頁 本体1,300円⃞企978-4-06-278964-6

大野 裕／NPO法人コンボ・監修
B20取 98頁 本体1,300円⃞企978-4-06-278966-0

牛島定信・監修
B20取 98頁 本体1,300円⃞企978-4-06-278967-7

こころライブラリー イラスト版

認知症の人の
つらい気持ちがわかる本

認知症の人が生きている世界とは？　
「不安」「恐怖」「悲しみ」「焦り」の感
情回路。症状が進むにつれて、「思い」
はどう変化していくのかを図解する。
認知症の人の気持ちを理解すれば、寄
り添い方と介護のコツが見えてくる！

杉山孝博・監修
B20取 98頁 本体1,300円⃞企978-4-06-278968-4
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【こころライブラリーシリーズ】
こころライブラリー イラスト版

強迫性障害に悩む人の
気持ちがわかる本

こころライブラリー イラスト版

うつ病・躁うつ病で「休職」
「復職」した人の気持ちがわかる本

こころライブラリー イラスト版

双極性障害［躁うつ病］の人の
気持ちを考える本

こころライブラリー イラスト版

パニック症〔パニック障害〕の人の
気持ちを考える本

不潔恐怖、確認恐怖、不完全恐怖、加
害恐怖……。強迫性障害の人はいった
い何を心配し、恐れているのか。本人
だけでなく家族もどんどん深みには
まってしまう〝不安とこだわりの病〟
を内面から理解し、回復に導く書。

つらいのは、あなただけじゃない。休
職中の不安や絶望、治療への不信、復
帰直後の焦り……。職場復帰に成功し
た人たちの発症から休職、復職にいた
るまでの心の変化を図解する。対応に
困る家族や上司・同僚にも役立つ内容。

うつでは生きているのもつらくなり、
躁では気持ちが高ぶるという双極性障
害。本人の苦しみはどんなものか、感
情はどう変わっていくのか？　発病の
戸惑いとショックから将来への不安や
迷い、そして家族への思いなどを紹介。

パニック症は不安の病。その不安は一
般の人が考えるよりずっと強く病的だ。
病気の進行とともに気持ちがどう変化
していくかパニック症の人の心を紹介、
解説する。どのように病気と付き合っ
ていったらよいか手引きとなる１冊。

原井宏明・監修
B20取 98頁 本体1,300円⃞企978-4-06-278969-1

五十嵐良雄・監修
B20取 98頁 本体1,300円⃞企978-4-06-278972-1

加藤忠史・監修
B20取 98頁 本体1,300円⃞企978-4-06-278970-7

貝谷久宣・監修
B20取 98頁 本体1,300円⃞企978-4-06-278974-5
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【生活科学】

応用栄養学実習  第 3版
　ライフステージ別の栄養管理

基礎と応用の調理学実習

食品学実験

図解 食品衛生学実験  第 3版

図解 食品衛生学  第 5版
　食べ物と健康、食の安全性

食品微生物学の基礎

『日本人の食事摂取基準（2015年版）』
に対応。実習と連動するように、栄養
管理に関する理論や、調理の基本知識
も記載。栄養アセスメント、食育、食
物アレルギーなどの解説も充実。

食文化的色彩を取り込んだ調理学実習
テキスト。日常食・行事食の献立作成
の要点、基本的調理法、調味のポイン
ト等を、日本の食、アジアの食、ヨー
ロッパの食に分けて大学・短大向けに
まとめた。

学生の理解を助ける記述の充実を図り
改訂。食品の機能性を系統的に整理し、
食品学の講義内容を助ける豊富な実験
を収載した実験書の改訂版。学生の理
解を助ける記述を充実させ、リットル
の表記もＬに統一。

食品衛生学実験の定番！　限られた時
間内で手際よく実験操作できるよう、
操作過程をわかりやすく図解で解説。
微生物学実験、化学実験、水質試験に
加え、新たに分析機器も収録した内容
充実の最新版。

食品衛生学の定番！　理解しやすいよ
う化学物質と微生物の項目を明確に
し、最新の情報に全面改訂。管理栄養
士国家試験や食品衛生関係の資格取得
の対策にも準拠したコンパクトで使い
やすいテキスト。

食品微生物学の新定番テキスト！
食品に関係する微生物学の基礎のほ
か、代謝や遺伝子、バイオテクノロジ
ー関連の記述とともに最新の知見を反
映。食品にかかわる農学・水産・栄養
系の学生、食品関係者に最適な書。

東 愛子／原田まつ子／牧野登志子／白尾美佳・編
B5 223頁 本体2,600円⃞KS 978-4-06-139839-9

楠 喜久枝／𠮷岡慶子／松隈紀生／三成由美・著
B5 232頁 本体3,398円⃞KS 978-4-06-139771-2

橋本俊二郎・編
山藤圭子／波平元辰／太田千穂・著
B5 155頁 本体2,400円⃞KS 978-4-06-139829-0

一戸正勝／西島基弘／石田 裕・編著
B5 153頁 本体2,000円⃞KS 978-4-06-139836-8

一戸正勝／西島基弘・編著
A5 269頁 本体2,400円⃞KS 978-4-06-139844-3

藤井建夫・編著
B5 191頁 本体2,800円⃞KS 978-4-06-139838-2

絵でわかる食中毒の知識 食の安全を脅かす「食中毒」。その食
中毒に関する正しい知識を親しみやす
く学べるようにイラストを使用してや
さしく解説。食品衛生だけではなく、
栄養学や衛生学、調理学にも役立つ学
習書。

伊藤 武／西島基弘・著
A5 199頁 本体2,200円⃞KS 978-4-06-154780-3
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【生活科学】

実践に役立つ！　食品衛生管理入門 食品工場の品質管理担当者が知ってお
くべき基本とノウハウをコンパクトに
説明。事故につながる問題点を見逃さ
ないための検査法と対策法を紹介。ト
ラブル事例を使って解説するのでイメ
ージしやすくわかりやすい。４色刷。

藤川 浩／井上富士男・編著
B5 250頁 本体3,800円⃞KS 978-4-06-153741-5

実践！フードディフェンス
　食品防御対策ガイドライン準拠

解いて学ぶ！ 食品安全・衛生  
テキスト＆問題集

意図的な異物汚染を防ぐため、すぐに
使える73の対策を紹介します。１つの
対策は１ページで完結し、イラストや
写真でやさしく説明。製造工程だけで
なく工場全体でリスク管理を考える時
の具体的ポイントがわかります。

『食品安全』に特化した「解いて学ぶ」
形式のテキスト兼問題集。食品安全（食
品衛生含）に関連する資格（食品衛生
監視員・管理者、HACCP管理者、製
菓衛生師）や、管理栄養士の国家試験
に対応。

今村知明・編
B5 107頁 本体2,200円⃞KS 978-4-06-153743-9

藤井建夫／塩見一雄・著
A5 予256頁 近刊⃞KS 978-4-06-139847-4

最新 食品学─総論・各論─
 第 ４ 版

食文化入門

Letʼs Study English !

Health and Nutrition
　英語で読む健康と栄養

日本食品標準成分表2015準拠。シンプ
ルでコンパクトな構成で食品学の全体
がよくわかるテキスト。調理の基本や
健康や疾病予防の基礎知識として必
須。食品工学、フードスペシャリスト
取得など幅広い分野に対応。

「食」という文化を総合科学的にみた
教科書。食材から食品加工、食事行動
の研究から食の比較文化、および歴史
まで、従来の家政系の教科書とはひと
味違った角度から食べるという文化を
とらえる１冊。

栄養系学生のための教養課程英語テキ
スト。健康な食生活に必要な知識（栄
養素やその摂取法、病気にならない食
生活・エクササイズ、酒やタバコの害、
食中毒、ストレス解消など）を幅広く
学べるよう編集。

甲斐達男／石川洋哉・編
A5 239頁 本体2,200円⃞KS 978-4-06-139845-0

石毛直道／鄭 大聲・編
四六判 214頁 本体2,000円⃞KS 978-4-06-139772-9

横尾信男・編著
A5 94頁 本体1,500円⃞KS 978-4-06-153951-8

ピュイゼ 子どものための
味覚教育 食育入門編

フランスの味覚教育の第一人者ジャッ
ク・ピュイゼ氏が考案した『ピュイゼ・
メソッド：子どもの感性をひき出す正
しい味覚教育』の基礎理論を日本に当
てはめて解説。現代の小・中学校教育
に必要な「生きる力」を伸ばす一冊

石井克枝／ジャック・ピュイゼ／坂井信之・著
A5 予224頁 近刊⃞KS 978-4-06-139846-7
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【生活科学】

英語で読む21世紀の健康

はじめての栄養英語

はじめての臨床栄養英語

新版 トータルクッキング
　健康のための調理実習

健康・栄養・福祉についてWHOから
発信される的確ですぐれた英文を選り
すぐり、わかりやすい解説をつけ健康
科学系の大学・短大などへ向けた、画
期的な英語の教科書。

やさしい英文で初学者でも栄養英語に
親しめるよう工夫されたテキスト。栄
養素、代謝、解剖生理、消化吸収、食
品添加物、食物アレルギーなどを、や
さしく短い英文でとりあげた。

栄養管理を必要とする疾患を中心に、
平易な英文で、組織・器官の名称、病
気の概要、診断基準、食事療法、薬物
療法を学ぶ、これまでにない教科書。
病院臨地実習やゼミで必須となる基本
英語を集約。大学院受験にも役立つ。

調理技術のポイントをしっかりおさえ
た実習書。日本料理、海外の料理、菓
子類、パン類など満載。調理科学や応
用展開も身につく。食育の基本となる
毎日の食事が、読むだけでおいしく作
れるようになる。

阿部祚子／正木美知子・著
B5 102頁 本体1,800円⃞KS 978-4-06-153664-7

清水雅子・著
B5 108頁 本体1,800円⃞KS 978-4-06-155613-3

清水雅子／ J. パトリック バロン・著
B5 121頁 本体2,300円⃞KS 978-4-06-155621-8

大喜多祥子／濵口郁枝・編著
B5 255頁 本体2,900円電⃞KS 978-4-06-139843-6

好きになる栄養学  第 2版
　食生活の大切さを見直そう

栄養学の歴史

ビタミンの新栄養学

『日本人の食事摂取基準（2015年版）』
に対応し改訂。身近な話題をテーマに、
栄養学をやさしく学べる。生化学の知
識がなくてもらくらく理解。献立作成、
ライフステージ別食生活、スポーツ栄
養まで学べる入門書。

裏切りと真実にあふれた栄養学研究物
語。登場人物約220人。食物と体、食
生活と疾病の研究を軸に、食の安全へ
の裏切りの歴史と真実の追求を語る。
解決まで400年かかった人類の壮大な
長い長いドラマがある。

ビタミンは壊れやすく代謝も複雑で、
相互作用の研究も新しい。本書は食品
中とヒトの生体内での働きを捉え、比
較研究できるよう構成。食事摂取基準
にも言及し、食品・栄養分野での活用
につなげる。学生・研究者・教員必読書！

麻見直美／塚原典子・著
A5 255頁 本体2,200円⃞KS 978-4-06-154182-5

W. グラットザー・著　水上茂樹・訳
A5 254頁 本体3,800円⃞KS 978-4-06-153690-6

柴田克己／福渡 努・編
B5 253頁 本体4,800円⃞KS 978-4-06-156302-5
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【生活科学】

タンパク質・アミノ酸の新栄養学

発酵食品学

絵でわかる麹のひみつ

改訂 醸造学

プロテオーム時代、待望のタンパク質
栄養学。タンパク質の最新の知見を、
ヒトの栄養素の視点で基礎からまとめ
た。アミノ酸、ペプチド、タンパク質
の化学と代謝、栄養、必要量など、健
康栄養関係者必携の書。

21世紀は「発酵の時代」！　その文化・
歴史からさまざまな発酵食品の製造法、
最新技術まで、健康機能食品としての
「発酵」のすべてを網羅。酒類・発酵
食品の魅力が満載。食品を学ぶ人に
とって必読の専門書。

日本の発酵食品には欠かすことのでき
ない「麹（麹菌）」。この日本の食の要
ともいえる麹について微生物学的な知
見はもちろん、食文化や健康とのかか
わりも紹介。シリーズ初の食の第一弾。
麹料理研究家おのみさレシピも提載。

酒、ビール、醬油、味噌など、麹を利
用した飲食物の微生物学的基礎から食
品工業まで、そのすべてを簡潔にわか
りやすくまとめた生命工学、農学部向
けの教科書。

岸 恭一／木戸康博・編
B5 250頁 本体5,000円⃞KS 978-4-06-153686-9

小泉武夫・編著
A5 367頁 本体3,800円電⃞KS 978-4-06-153734-7

小泉武夫・著　おのみさ・絵，レシピ
A5 199頁（口絵カラー８頁）
本体2,200円電⃞KS 978-4-06-154770-4

野白喜久雄／小崎道雄／好井久雄／小泉武夫・編
A5 238頁 本体3,690円⃞KS 978-4-06-153706-4

トコトン追究
食品・料理・味覚の科学

現代フランス料理科学事典

「食」という、人の日常に科学のメス
が入る。味覚とは？　味覚と嗅覚の関
係は？　味に関わる分子とは？　調理
過程における分子の変化とは？　味は
どう計測する？　などのテーマについ
て科学者が核心にせまった待望の書。

科学的発想を料理に取り入れたフレンチ
シェフのティエリー・マルクスと物理化学
者のラファエル・オーモンが組んで記した
現代フランス料理と科学に関する55のレシ
ピ付き翻訳書。料理の基礎理論と応用、レ
シピを事典形式で紹介。

都甲 潔／飯山 悟・著
A5 142頁 本体2,200円⃞KS 978-4-06-153140-6

T. マルクス／R. オーモン・著
八木尚子・訳　的場輝佳・監訳
A5 215頁 本体2,700円⃞KS 978-4-06-139842-9

The Kitchen as Laboratory
　新しい「料理と科学」の世界

総勢52名の科学者と料理人が料理の
「なぜ？」を科学的に追求。料理をよ
りおいしいものへと導く海外の最新調
理科学が学べる一冊。トマトジュース
からトマトメレンゲをつくる方法など
新しい「料理と科学」の世界を紹介。

Cesar Vega ほか・編 
阿久澤さゆり／石川伸一／寺本明子・訳
A5 予352頁 近刊⃞KS 978-4-06-139848-1
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【生活科学】

フレーバー・クリエーション

アロマとハーブの薬理学

運動と栄養
健康づくりのための実践指導

世界で唯一の香りを創り出す調香の知
識と技術を紹介。フレーバリストによ
る調香の世界的定番『Flavor	Creation	
2nd.	Edition』を翻訳。フレーバー関
係者だけでなく、香粧品、アロマ関係
者にもおススメの書。

医薬品とは異なる作用があるアロマと
ハーブ。これらが、どのようなメカニ
ズムで心身に作用しているのかを薬理
学の視点で解説。アロマ関係者、医療・
介護関係者が科学的根拠（エビデンス）
を知るために最適な実用書。

栄養指導と運動指導を効果的に実施す
るための基礎知識の習得とその実践。
基礎編で平常時と運動時の違いを明確
にし、応用編では事例を通して指導内
容を学ぶ。管理栄養士・栄養士のスキ
ルアップを目指す。

J. ライト・著
藤森 嶺／和智進一／寺本明子／相根義昌・訳
A5 422頁 本体13,000円⃞KS 978-4-06-154378-2

川口健夫・著
A5 183頁 本体2,400円⃞KS 978-4-06-153159-8

上田伸男／岸 恭一／塚原丘美・編
B5 220頁 本体3,800円⃞KS 978-4-06-156307-0

香料の科学 「香料」から香りと匂いの科学の世界
を探求する入門書。社会が進歩し、生
活が豊かになったことで日常生活のさ
まざまな分野で広がりをみせる香料。
そんな可能性を秘めた香料の世界を写
真やイラストを交えてカラーで紹介。

長谷川香料株式会社・著
四六判 238頁 本体2,500円⃞KS 978-4-06-154379-9
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【栄養科学シリーズNEXT】

栄養科学シリーズNEXT
栄養 “Nutrition”、運動 “Exercise”、休養 “Rest” をキーワードに編集

シリーズ総編集 中坊幸弘／山本 茂／木戸康博／宮本賢一 
シリーズ編集委員 海老原 清／加藤秀夫／河田光博／木戸康博／ 
 小松龍史／武田英二／辻 英明／桑波田雅士／ 
 郡 俊之／塚原丘美／渡邊浩幸 
基礎科目編担当委員 木戸康博／高橋吉孝／辻 英明 
実験・実習編担当委員 岡崎 眞／片井加奈子／加藤秀夫／桑波田雅士

─本シリーズの特徴─
・管理栄養士・栄養士養成のカリキュラムを全面的に網羅し、なおかつ管理栄養
士国家試験ガイドラインに準拠。

・食事と栄養を人間の総合的食生活としてとらえ、各巻は全体との有機的な関連
の中で集約できる。

・本文はビジュアルな２色刷から４色化（実験・実習は１色刷）で、図や表が多
く取り入れてある。

・個々の内容にはストーリー性をもたせて流れを重視した。
・内容のレベルを落とさず基礎部分がうまく取り入れてある。
・【基礎科目編】高校の学習と専門科目へのスムーズな橋渡しができるよう配慮。
・【実験・実習編】専門の講義科目を実践的に身につけられ、豊富な内容から適宜
選択して実施できる。全体を見渡すことができ、卒後にも役立つ。

〔Ａ４判〕 〔Ｂ５判〕
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【栄養科学シリーズNEXT】

基礎化学

基礎有機化学

基礎生物学

基礎統計学

栄養科学の歴史

高校から栄養・健康・生活科学の専門
へつなぐ。高校レベルの化学から栄養
学、食品学、生化学、食品衛生学など
の専門科目へつなぐ物質化学の基礎を
簡潔に記述。各種実験でも必要とされ
る知識を集約した教科書。

栄養・健康・生活科学のための平易な
教科書。化学一般から専門科目への橋
渡しをする、有機化学の入門的テキス
ト。生体構成成分を理解できるよう必
要な内容を厳選。

栄養・健康・生活科学のための平易な
教科書。高校の生物から解剖生理学や
栄養学、生化学などへつなぐテキスト。
細胞についての理解を深め、環境・生
態系までの基礎を簡潔に記述。

栄養学研究に必要な統計学の考え方が、
関連例題で抵抗なく身につくテキスト。
データの扱い方から、多重比較などの
実践に必要な手法までをわかりやすく
解説。講義だけでなく、卒論や研究時
に助けてくれる、役に立つ１冊！

国内外における栄養科学の歴史を、周
辺の科学・技術の発展とともに俯瞰し、
現代における成果へとつなぐ。その栄
養科学の実践としての管理栄養士・栄
養士の歴史にも言及する。養成校での
導入教育に最適。

辻 英明／中村宜督・編
B5 143頁 本体2,200円⃞KS 978-4-06-155350-7

高橋吉孝／辻 英明・編
B5 156頁 本体2,200円⃞KS 978-4-06-155357-6

岸本妙子／木戸康博・編
B5 141頁 本体2,200円⃞KS 978-4-06-155345-3

鈴木良雄／廣津信義・著
B5 150頁 本体2,400円⃞KS 978-4-06-155348-4

安本教傳／辻 英明／中坊幸弘・著
B5 143頁 本体2,200円⃞KS 978-4-06-155356-9

基礎科目編
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【栄養科学シリーズNEXT】

公衆衛生学　第3版
社会・環境と健康　データ更新版

社会・環境と健康
健康管理概論　第3版

食育・食生活論
社会・環境と健康

産業保健の充実と、各種統計データ更
新！　学生と教員をつなぐ簡潔明瞭で
使いやすいテキスト。栄養士に必要な
EBMを目指し、最新の統計データで
改訂。特定健診の始動にともなう産業
保健の充実を図った。

健康のためのシステムを縦軸に、健康
を管理する人とされる人の視点を横軸
に、ヒトを中心に考える健康科学のテ
キスト。WHOの目指す方向、日本の
システムを理解し、各ライフステージ
における健康管理を学ぶ。

食文化と歴史から食生活の変化と食育
を学ぶ。人類の食生活の変遷を、時間
と地域性とでわかりやすく解説。現代
とこれからの食生活のあり方を示唆す
る教育、教養でも必修の教科書。フー
ドスペシャリスト対応。

村松 宰／中山健夫・編
B5 207頁 本体2,600円⃞KS 978-4-06-155365-1

東あかね／關戸啓子／久保加織・編
B5 予160頁 近刊⃞KS 978-4-06-155391-0

山本 茂／奥田豊子／濵口郁枝・編
B5 164頁 本体2,400円⃞KS 978-4-06-155368-2

社会・環境と健康

臨床医学入門　第2版
人体の構造と機能及び疾病の成り立ち
 ガイドライン更新版

解剖生理学　第2版
人体の構造と機能

最新の診断基準、診療ガイドラインに
準拠。医学の基礎を総論で、各論では
頭、おなか、全身の疾病というように、
臨床栄養学への導入となる「人の体」
の感覚をつかめるよう配列。新しい疾
患名や概念で改訂。

介護やリハビリの現場で必須となった
感覚器を追加し、運動器を充実させた
改訂版。栄養学に必須の人体の構造と
機能を、より理解しやすい順に再構成。

河田光博／武田英二・編
B5 157頁 本体2,600円⃞KS 978-4-06-155362-0

河田光博／三木健寿・編
B5 182頁 本体2,600円⃞KS 978-4-06-155343-9

人体の構造と機能及び疾病の成り立ち

人体の構造と機能
解剖生理学実習

ヒトの体を総合的に理解できるよう
に、構造の把握を中心に、系統立てて
組織のスケッチや生理学実験を組み合
わせた実習書。消化器系、循環器系、
泌尿器系はもちろん、皮膚や味覚、骨
格器系、呼吸器系、神経系なども扱う。

森田規之／河田光博／松田賢一・編
A4 180頁 本体2,900円電⃞KS 978-4-06-155377-4



152

【栄養科学シリーズNEXT】

病理学

栄養生化学
人体の構造と機能

食生活や食事療法なども考慮し、疾病
の原因、経過、結果を解説。医療分野
での就業を念頭に、チーム医療に必要
な共通認識の養成を目的として編集。
解剖生理学、臨床栄養学などの講義内
容とも関連づけた。

国家試験ガイドライン対応。コアカリ
でも示された「生体成分の代謝と相互
関係」として、化学がよくわかるよう
ビジュアルに展開。臨床の生化学とし
て、疾患の理解へとつなげる１冊。

早川欽哉／藤井雅彦・編
B5 166頁 本体2,400円⃞KS 978-4-06-155313-2

加藤秀夫／中坊幸弘／宮本賢一・編
B5 190頁 本体2,600円⃞KS 978-4-06-155370-5

生化学

栄養生理学・生化学実験

運動生理学　第2版
人体の構造と機能

人間の日常活動と関連させた記述によ
り、健康の維持や疾患の予防と治療に
必要な食生活の関係を、体内における
化学物質の動きとして理解させる。生
体リズムやスポーツ生化学などについ
ても解説。

基礎を重視したモデルコアカリ準拠の
実験書。基礎栄養学、人体の構造と機
能、臨床栄養学で学んだ内容をより深
めるためのスタンダードな実験を提供
する。基本操作から遺伝子操作まで多
様なレベルにあわせた実験テキスト。

『健康づくりのための身体活動基準2013』
に準拠。高齢者の運動生理の充実や、
運動療法の見直しなど最新エビデンス
に基づき改訂した新テキスト。健康運
動指導士取得のための必須科目。

加藤秀夫／中坊幸弘・編
B5 166頁 本体2,400円⃞KS 978-4-06-155302-6

加藤秀夫／木戸康博／桑波田雅士・編
A4 174頁 本体2,800円⃞KS 978-4-06-155349-1

岸 恭一／上田伸男／塚原丘美・編
B5 161頁 本体2,600円⃞KS 978-4-06-155369-9
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【栄養科学シリーズNEXT】

食べ物と健康，食品と衛生
食品学総論　第3版

食べ物と健康，食品と衛生
食品学各論　第3版

「日本食品標準成分表2015」準拠。成
分表の活用を充実。化学を苦手と感じ
る学生のために化学の基礎知識をさり
げなく差し込みながら、わかりやすい
記述とした。管理栄養士国家試験や栄
養士実力認定試験に対応。

「日本食品標準成分表2015」準拠。植
物性食品、動物性食品その他の数値の
更新とともに、イラストや写真を充実。
各食品の特徴を献立作成、調理に活か
せるよう記述。管理栄養士国家試験、
栄養士実力認定試験に対応。

辻 英明／海老原 清／渡邊浩幸／竹内弘幸・編
B5 175頁 本体2,600円⃞KS 978-4-06-155386-6

小西洋太郎／辻 英明／渡邊浩幸／細谷圭助・編
B5 175頁 本体2,600円⃞KS 978-4-06-155385-9

食べ物と健康，食品と衛生

食べ物と健康，食品と衛生
食品衛生学　第４版

これまでの学問的基礎内容の充実に加
え、学校給食や福祉施設給食、配食サ
ービス、食品企業での衛生管理の実際
も見えるよう加筆して改訂。フルカラ
ーでわかりやすい。管理栄養士国家試
験ガイドライン、コアカリ準拠。

植木幸英／野村秀一・編
B5 191頁 本体2,800円⃞KS 978-4-06-155389-7

食品保蔵・加工学
食べ物と健康

食品安全・衛生学実験

食品の加工・保蔵の方法と、おもな加
工食品をコンパクトにまとめ、ビジュ
アルな工程図のイラストを増やした。
改装や市場流通も充実。食品衛生監視
員などの教科書にも最適。

微生物編と化学物質編のスタンダード
な構成。養成校で身につけたい食品の
安全・衛生に必要な実験を網羅。実験
台の上でA4サイズに折り返して使え
る画期的な仕様。

海老原 清／関川三男／大槻耕三・編
B5 173頁 本体2,600円⃞KS 978-4-06-155344-6

岡崎 眞／大澤 朗／川添禎浩・編
A4 151頁 本体2,600円⃞KS 978-4-06-155347-7

食べ物と健康，給食の運営
基礎調理学

食事をデザインするための調理学の基
礎テキスト。日本の食文化の項目を新
しく加え、食べ物のおいしさから食事
設計、食品の特性を踏まえた調理科学、
基礎調理、食の安全までを扱う。イラ
ストや資料データを多く掲載。

大谷貴美子／松井元子・編
B5 予160頁 近刊⃞KS 978-4-06-155394-1
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調理学実習 創る楽しさ、もてなす喜び、集う幸せ
をキーワードとして調理の心を学び、
応用力を養う意欲的実習書。盛付例を
イラストで示し、基本献立から応用展
開できるよう頁構成を工夫。大谷貴美子／ 庭照美・編

B5 166頁 本体2,800円⃞KS 978-4-06-155327-9

基礎栄養学　第3版

応用栄養学　第5版

応用栄養学実習

スポーツ・運動栄養学
 第 3版

『日本人の食事摂取基準（2015年版）』
に準拠。栄養学の基本概念や歴史をふ
まえ、栄養素を摂取するヒトの代謝を
学ぶ。分子栄養学もさらに充実の改訂
版。管理栄養士国家試験ガイドライン、
コアカリにも対応。

栄養管理プロセスの方針により栄養診
断を取り入れて改訂。ライフステージ
の栄養学は構成を全面的に見直し、栄
養診断・栄養管理の事例を盛り込んだ。
管理栄養士国家試験ガイドライン、栄
養改善学会コアカリ対応。

栄養ケアマネジメントとして、リスク
スクリーニング、アセスメント、ケア
プラン作成、食品構成と献立作成から
プランの実施・評価・修正・報告を重
点的に学ぶ。栄養教育や臨床栄養、公
衆栄養の実習の基礎技術を習得。

『健康づくりのための身体活動基準2013』
や『日本人の食事摂取基準（2015年版）』
に準拠。アスリート、健康のために運動す
る人も対象とした。競技別の実践的な献立
も収載。高齢者の運動も充実。スポーツ栄
養士、運動指導担当者の講義にも最適！

木戸康博／桑波田雅士／中坊幸弘・編
B5 191頁 本体2,600円電⃞KS 978-4-06-155379-8

木戸康博／小倉嘉夫／眞鍋祐之・編
B5 予256頁 近刊⃞KS 978-4-06-155392-7

木戸康博／小林ゆき子・編
A4 175頁 本体2,600円⃞KS 978-4-06-155375-0

加藤秀夫／中坊幸弘／中村亜紀・編
B5 175頁 本体2,600円電⃞KS 978-4-06-155383-5

基礎栄養学

応用栄養学

新・栄養学総論 栄養学とは何だろうか。その基本とな
る栄養素の代謝を、食品に含まれる状
態から、摂取して消化・吸収したときの
変化としてわかりやすく解説。化学が
苦手な学生でも具体例や図解から理解
が進む。栄養士実力認定試験にも対応。

友竹浩之／桑波田雅士・編
B5 予175頁 近刊⃞KS 978-4-06-155390-3
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栄養教育論　第3版

栄養教育論実習　第2版

栄養カウンセリング論  第 2版

臨床栄養学　第2版
 ガイドライン更新版

新・臨床栄養学

国家試験ガイドラインに準拠し改訂。
日本栄養改善学会のコアカリも視野に
入れて、新しい用語の解説も充実させ
た。理論と実践編から構成され、知識
を現場に活かすことも重視したテキス
ト。

『日本人の食事摂取基準（2015年版）』、
『健康づくりのための身体活動基準
2013』に準拠し改訂。栄養アセスメン
ト方法、指導媒体作成、カウンセリン
グ技法、指導案作成と模擬患者の実習
などを実践的に学ぶ。

栄養コーチングを加え演習も充実の改
訂版。栄養カウンセリング、栄養コー
チングの基本的技術を習得し、特定保
健指導を含めた個人栄養教育のスキル
が身につく。講義と演習がリンクする
わかりやすい教科書。

疾病と食事療法の基礎を新しい知見で
改訂！　疾病の成因、病態、予後を把
握し、NSTで必要な食事療法などを
簡潔にまとめた好評テキスト改訂版。
メタボリックシンドローム、慢性肝臓
病などの新しい概念で整理。

栄養管理プロセスの基本的な考え方を
学び、疾患別の栄養管理を最新の知見
でまとめる。疾患別では病態、生理学、
アセスメント、栄養療法、栄養教育を
詳述。管理栄養士国家試験出題基準、
モデルコアカリキュラム準拠。

笠原賀子／川野 因・編
B5 191頁 本体2,600円⃞KS 978-4-06-155374-3

片井加奈子／川上貴代／久保田 恵・編
A4 158頁 本体2,600円電⃞KS 978-4-06-155381-1

小松啓子／大谷貴美子・編
B5 142頁 本体2,600円⃞KS 978-4-06-155358-3

武田英二／中坊幸弘／竹谷 豊・編
B5 188頁 本体2,600円⃞KS 978-4-06-155359-0

竹谷 豊／塚原丘美／桑波田雅士／阪上 浩・編
B5 319頁 本体3,800円電⃞KS 978-4-06-155384-2

栄養教育論

臨床栄養学
臨床栄養学概論 疾患の原因、症状、食事療法の3つをつ

なげて考えられるよう工夫した教科書。
特別食の献立作成や展開食をスムーズ
に行える献立例を掲載。食物アレルギ
ーや嚥下困難食など福祉施設での給食
も充実。栄養士実力認定試験に対応。

友竹浩之／塚原丘美・編
B5 185頁 本体2,600円⃞KS 978-4-06-155388-0
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栄養薬学・薬理学入門

臨床栄養学実習　第2版

	 「臨床栄養管理学実習」の改題・改訂版

公衆栄養学　第5版

公衆栄養学実習

栄養管理に必須の食品と医薬品の相互
作用。薬の基礎知識とその作用、個々
の疾患における薬と栄養管理をまとめ
た。病院臨地実習の指導に最適な内容
構成。臨床栄養管理・指導の現場・実
習で役立つ教科書。

総論では栄養ケアマネジメントの基本
となるアセスメントをじっくり学ぶ。
各論では病院給食の基本となる常食か
らの展開を軸に、各疾患別に現場で献
立を立てるように展開する演習を満
載。臨床診査はカラーでわかりやすい。

食生活の変遷と栄養政策を学ぶ。近年、健
康日本21（第二次）の目標を達成すべく地
域栄養活動で展開される公衆栄養プログラ
ムの充実や、特定保健指導における現状な
どを最新データに基づき改訂。『日本人の
食事摂取基準（2015年版）』に準拠。

公衆栄養の研究と論文作成を目指す実
践書。必要な統計処理や栄養調査法の
ポイントを具体的に学ぶ。一連の流れ
をまねることで研究力を身につける。
卒業後、現場で即戦力となる実力養成
実習書。

川添禎浩／古賀信幸・編
B5 191頁 本体2,800円⃞KS 978-4-06-155366-8

塚原丘美・編
A4 予162頁 近刊⃞KS 978-4-06-155393-4

酒井 徹／郡 俊之・編
B5 217頁 本体2,800円電⃞KS 978-4-06-155382-8

金田雅代／郡 俊之／酒井 徹／山本 茂・編
A4 142頁 本体2,600円⃞KS 978-4-06-155355-2

公衆栄養学
公衆栄養学概論 施策の対象となる人とそれを実施する

人が見えてくる楽しい公衆栄養学。こ
れからの地域で活躍する公衆栄養プロ
グラムの実施を担う人材を育てるテキ
スト。栄養士実力認定試験ガイドライ
ン準拠、管理栄養士国家試験対応。

友竹浩之／郡 俊之・編
B5 171頁 本体2,600円⃞KS 978-4-06-155387-3
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給食経営管理論　第3版

献立作成の基本と実践

給食管理の実践と運用を踏まえ、ガイ
ドライン、コアカリ、食事摂取基準活用、
『日本食品標準成分表2010』等に準拠。
施設別給食に具体例も収載し、より実
践的な内容に改訂。大量調理施設衛生
管理マニュアルも使いやすい形で提供。

食品構成から献立が立てられるように
なる！　個人の栄養指導や給食に必要
なライフステージ別、施設別の献立立
案から、既存メニューの変更、弁当の
商品開発などが習得できる。管理栄養
士・栄養士必須の技術が身につく。

外山健二／幸林友男／曽川美佐子／神田知子・編
B5 197頁 本体2,600円⃞KS 978-4-06-155371-2

藤原政嘉／河原和枝・編
A4 151頁 本体2,400円⃞KS 978-4-06-155378-1

給食経営管理論





獣医学

畜産学

農　学

水産学
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【獣医学】

イラストでみる犬学
　The Illustrated Encyclopedia of the Dog

イラストでみる猫学
　The Illustrated Encyclopedia of the Cat

イラストでみる犬の病気
　The Atlas of Dog Diseases

あなたは愛犬のことをどれだけ知って
いるでしょうか？　犬の驚くべき感覚
やからだのしくみ、行動、起源や進化・
遺伝、栄養管理と健康管理などをオー
ルカラーのイラストをふんだんに使い
ビジュアルに内容を理解できるように
説明。もっと犬のことを知りたい人た
ちに向けた犬についてのミニチュア・
エンサイクロペディア。飼い主が犬を
学問的に理解するための１冊。また犬
を教育の対象としている機関において
の教科書として最適の書。

猫のことをもっと知るために！　猫の
機敏でしなやかな身のこなしは犬に真
似できない特徴である。独立性が高く
野生みあふれる猫の行動も魅力的であ
る。こんな猫のことを網羅するミニ
チュアエンサイクロペディア。起源と
歴史、体の構造と機能、行動学、栄養・
健康管理などを、オールカラーのイラ
ストを多用してわかりやすく説明。猫
を教育の対象としている学校機関のテ
キストとして最適。また獣医科医院に
も必備の１冊。

犬はどのような病気にかかるのだろう
か。治るのだろうか。日常的によくみ
られる犬の病気を、オールカラーのイ
ラストと写真320点で図解。犬の病気
について、獣医師から説明をうけると
き十分にその内容が理解できるように
解説した。原因・特徴・症状を中心に
説明してあり、特に好発犬種や雌雄差、
年齢差などにもふれてある。獣医師、
動物看護士はもとより、獣医師から犬
の病気について説明をうける飼い主に
も必携の画期的な書である。

林 良 ・監修
太田光明／酒井仙吉／工 亜紀／
辻本 元／新妻昭夫・編
A4変型 オールカラー 128頁
本体3,800円⃞KS 978-4-06-155501-3

林 良 ・監修
猪熊 壽／太田光明／酒井仙吉／
工 亜紀／新妻昭夫・編
A4変型 オールカラー 110頁
本体3,800円⃞KS 978-4-06-153723-1

小野 一郎／今井壯一／多川政弘／
安川明男／後藤直彰・編
A4変型 オールカラー 164頁
本体4,400円電⃞KS 978-4-06-153710-1
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改訂 獣医寄生虫学・寄生虫病学
1. 総論／原虫
2. 蠕虫ほか

イラストでみる猫の病気
　The Atlas of Cat Diseases

イラストでみる犬の応急手当
　The Atlas of Canine First Aid

絵でわかる
動物の行動と心理

獣医系大学における教科書、また獣医
師の座右の書として愛用されてきたテ
キストの改訂版。長年にわたる講義録
をベースに、写真や図版、重点事項や
コラムの豊富さはそのまま、読者の声
や新しい知見を取り入れ、目次をより
理解しやすく再構成。写真や図版を刷新、
表記も現代風に改めた。１巻は診断法
や駆虫法など総論と原虫、２巻は吸虫、
条虫、線虫など各論と内部寄生期のあ
る節足動物を扱う。国試対策に必携、
関連研究者の参考書としても重宝な書。

猫は犬とは違って自由にいろいろな環
境下で行動することが多い。そのため
ウイルスや細菌などに感染し発病しや
すいことが知られている。また乳腺腫
瘍なども犬とは違って悪性のものがほ
とんどである。本書では犬とは異なっ
た猫の病気について、オールカラーの
イラストと写真230点を使用して図解
した。好評の『イラストでみる犬の病
気』の姉妹編として、獣医師、動物看
護士、飼い主にとって必携の書。

愛犬が事故や緊急疾患に遭遇した場
合、動物病院に行くまでにすべきこと
とは？　とっさの応急手当が正しく行
われている場合とそうでない場合とで
は、その後の治療効果に歴然とした差
が出てきます。愛犬のためにぜひ知っ
ておきたいさまざまな応急手当を満
載！　オールカラーのイラストを中心
にした明解な解説で、緊急事態にどう
したらよいかが一目でわかる。飼い主
はもちろん、獣医科医院や動物看護士
養成機関のテキストとしても最適。

一見すると奇妙な動物行動の数々。な
ぜその行動をするようになったのか？　
その行動の意味とは？　著者自身の細
やかな観察を通じて学ぶ、動物行動学
の理論。動物を通じて、人間の不可解
な行動の意味も明らかに。

石井俊雄・著　今井壯一・編
1＝B5 223頁 本体8,500円⃞KS 978-4-06-153727-9
2＝B5 292頁 本体9,500円⃞KS 978-4-06-153728-6

小野 一郎／今井壯一／多川政弘／
安川明男／若尾義人／土井邦雄・編
A4変型 オールカラー 146頁
本体4,400円⃞KS 978-4-06-153716-3

安川明男／今井康仁／左向敏紀／宮原和郎・編
A4変型 オールカラー 166頁
本体3,800円⃞KS 978-4-06-153725-5

小林朋道・著
A5 191頁 本体2,200円⃞KS 978-4-06-154765-0
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図説 獣医衛生動物学

スキッロ 動物生殖生理学

獣医家禽診療指針

書いて覚える 塗って身につく
動物解剖学ノート

バイオセラピー学入門
　人と生き物の新しい関係をつくる福祉農学

獣医必携書、最新事情に対応して全面
改訂。獣医分野で問題となる衛生動物
について詳細に解説。豊富な図版、充
実の殺虫剤情報などもリニューアル。
版型・体裁は現場での扱いやすさにも
配慮。

家畜動物を中心とした哺乳類の生殖行
動・理論を網羅的に解説。実務者の基
本書としても最適。図版数は240点（カ
ラー約50点）。畜産・獣医系学生のた
めの動物生殖学・繁殖学のテキストと
しても最適。

家禽診療ノウハウを盛り込んだ獣医必
携の書。豊富なフルカラー写真による
解剖・生理解説はもちろん、家禽独特
の流通・管理システムから、現場で必
要な心構えまで。現代の日本における
家禽診療を集大成した初の書。

初学者が最優先で覚えるべき重要な内
容を厳選。用語が隠れて学習効率が
アップする赤シート付き。特に重要な
基礎用語は本に書き込み、イラストに
色を塗って体の仕組みを理解する。手
を動かすから、しっかり身につく！

「バイオセラピー学」は21世紀の福祉
農学！　栽培植物、伴侶動物、植物セ
ラピー、アニマルセラピー等を積極的
に活用し、生活の質の向上をめざす。
福祉・医療・教育分野に新たな光をも
たらす農学分野の画期的入門書！

今井壯一／藤﨑幸 ／板垣 匡／森田達志・著
A5 335頁 本体7,000円⃞KS 978-4-06-153731-6

K.K. スキッロ・著
佐々田比呂志／高坂哲也／橋爪一善ほか・訳
B5 478頁（カラー口絵32頁） 本体6,800円
⃞KS 978-4-06-153732-3

川﨑武志・編著
A5 246頁 本体12,000円⃞KS 978-4-06-153733-0

尼﨑 肇・編著
B5 159頁 本体4,800円⃞KS 978-4-06-153742-2

林 良 ／山口裕文・編著
A5 255頁 本体2,300円⃞KS 978-4-06-153737-8

畜産に関する情報満載のハンドブック

最新 畜産ハンドブック
第一線の研究者・畜産関係者124名の
執筆による待望の最新版が遂に完成！　
この１冊で畜産の全貌と新たな畜産行
政を理解することができる、畜産関係
者には必携の書。目次構成は、畜産と
生産技術、育種・繁殖・アニマルテク
ノロジー、家畜の生体機構、飼料・栄
養と飼養、草地利用と保全、家畜行動
とアニマルウェルフェア、動物の衛生、
家畜感染症・ズーノーシス、畜産物の
品質・機能と安全性、畜産法規・制度
とし、付録とともにリニューアルした。

扇元敬司／韮澤圭二郎／桑原正貴／寺田文典／
中井 裕／杉浦勝明・編
A5 767頁 本体10,000円⃞KS 978-4-06-153739-2
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【農学】

野生動物の管理システム
　クマ・シカ・イノシシとの共存をめざして

植物の分子育種学

最新 昆虫病理学

絵でわかる昆虫の世界
　進化と生態

改訂 醸造学

発酵食品学

Q&Aで学ぶ
やさしい微生物学

日本型の野生動物管理の新しい手法を
提案。ヨーロッパの事例を参考に、狩
猟技術を用いた野生動物管理者の人材
育成と、ジビエ資源の有効活用を含め
た持続可能なシステム構築をめざす。
現場にも役立つテキスト。

植物の分子育種に特化した初の専門書。
分子遺伝学的手法を用いた植物の品種
改良について、方法論と最新の実例を
紹介。豊富な写真と図が理解を助ける。
エピジェネテックな手法も基礎から詳
説。

最新の知見にも対応した、待望の書。
分野の概観を摑みやすいように体系
だった構成にした。微生物学の基礎知
識から詳細な各論、昆虫病理学の発展
と応用まで解説。教科書としても参考
書としても役立つ必携の書。

人類とはまったく異なる戦略で進化を
とげた昆虫たち。意表を突く彼らの形
態、繁殖や社会形成、さらには人間社
会にもたらす恩恵まで、精密イラスト
でわかりやすく解説。

酒、ビール、醬油、味噌など、麹を利
用した飲食物の微生物学的基礎から食
品工業まで、そのすべてを簡潔にわか
りやすくまとめた生命工学、農学部向
けの教科書。

21世紀は「発酵の時代」！　食の文化・
歴史からさまざまな発酵食品の製造法、
最新技術まで、健康機能食品としての
「発酵」のすべてを網羅。酒類・発酵
食品の魅力が満載。食品を学ぶ人に
とって必読の専門書。

予備知識なしに読める微生物の本。コ
ロとルルのキャラクターと一緒に身近
な微生物の不思議を探ります。Q&A形
式で知識の整理にも最適。農学・バイ
オ系だけでなく看護・栄養の学生、一
般にも。

梶 光一／小池伸介・編著
A5 231頁 本体3,200円⃞KS 978-4-06-155233-3

鈴木正彦・編著
A5 215頁（カラー口絵４頁） 本体3,800円
⃞KS 978-4-06-153735-4

国見裕久／小林迪弘・編著
A5 271頁 本体4,800円⃞KS 978-4-06-153740-8

藤崎憲治・著
A5 207頁 本体2,200円⃞KS 978-4-06-154769-8

野白喜久雄／小崎道雄／好井久雄／小泉武夫・編
A5 238頁 本体3,690円⃞KS 978-4-06-153706-4

小泉武夫・編著
A5 367頁 本体3,800円電⃞KS 978-4-06-153734-7

浜本哲郎／浜本牧子・著
A5 206頁 本体2,000円電⃞KS 978-4-06-153444-5
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【農学・水産】

バイオのための微生物基礎知識
　ヒトをとりまくミクロ生命体

バイオのための
基礎微生物学

樹木診断調査法

絵でわかる樹木の知識

絵でわかる樹木の育て方

医療や食品、工業など、私たちの生活
に深くかかわっているさまざまな微生
物。よく耳にする病原菌をはじめ、と
くに人間とかかわりの深い微生物を紹
介。はじめて微生物学を学ぶ学生のた
めに、やさしく解説。

微生物学を一からわかりやすく解説す
る。微生物の歴史から特性、ヒトとの
かかわり、産業への応用、環境保全へ
の新たなる展開を初学者向けに平易に
解説する教科書。

樹木の健康状態や危険性を的確に判断
する健康診断法と、樹木の立地環境を
把握するための環境調査の技法を体系
的にまとめて解説。樹木が本来もつ機
能を発揮させ、適正な管理へと導くた
めのフィールド調査法の専門書。

樹木の本当の姿がわかれば、樹木に対
する見方も変わる！　樹形や樹皮の正
しい読み解き方と、樹木に関する正し
い知識をイラストを交えて解説。樹木
の保全・管理はもちろん、街づくりや
一般家庭の樹木にも役立つ１冊。

樹木の正しい育て方がわかれば、樹木
もそれに応えて育ってくれる！　既刊
『絵でわかる樹木の知識』をもとに、
樹木の育成と管理を数多くのイラスト
とともに具体的に実践するための書。
緑化保全に役立つ１冊。

扇元敬司・著
B5 231頁 本体3,400円⃞KS 978-4-06-153730-9

扇元敬司・著
B5 246頁 本体3,800円⃞KS 978-4-06-153721-7

堀 大才・編著
A5 351頁 本体3,800円⃞KS 978-4-06-155235-7

堀 大才・著
A5 191頁（口絵カラー８頁）
本体2,200円⃞KS 978-4-06-154763-6

堀 大才・著
A5 231頁 本体2,300円⃞KS 978-4-06-154776-6

水産関係者必携の書！

最新 水産ハンドブック
長年愛用されてきた水産分野必携の定
番書を最新事情に対応して全面リニュ
ーアル！　公務員試験にも最大限に配
慮し、参考書として最適。すでに活躍
する水産関係者にも適切な情報を提供
する、手元に置いておきたい１冊。持
続可能な漁業の推進など、水産をとら
える軸を根底から刷新。国際法視や世
界的取り組みについての記述も強化、
現在の水産分野に欠かせない国際的視
野に対応。最新の研究知見や社会的取
り組みの実例もふんだんに盛り込んだ。

島 一雄／關 文威／前田昌調／木村伸吾／
佐伯宏樹／桜本和美／末永芳美／長野 章／
森永 勤／八木信行／山中英明・編
A5 719頁 上製函入り 本体8,500円
⃞KS 978-4-06-153736-1
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【地球環境科学】

地球環境学入門　第2版

地球化学

これからの環境分析化学入門

健康と環境の科学

絵でわかる
プレートテクトニクス
　地球進化の謎に迫る

絵でわかる日本列島の誕生

教養として学んでほしい環境問題の基
礎をまとめた入門テキスト。前半章で
は高校科学をおさらいしながら地球環
境そのものを理解し、後半章ではそれ
ぞれの環境問題の論点を摑む。フルカ
ラーになって図表が見やすい改訂版。

物質レベルの地球科学の解説を試みた。
第Ⅰ部は物質循環の視点から地球化学
を体系化してその全体像の理解を求め、
第Ⅱ部はそこで用いられる理論の基礎
知識を解説。〝地球〟に関心のある学
生に最適の入門書。

１冊ですべてが学べるテキスト！　大
気、水、土壌、食品、住環境の分析手
法と、環境放射能の測定を解説。また、
化学平衡論、各種機器分析手法、環境
基準も詳しく解説した。はじめて学ぶ
人にも実務者にも役立つ１冊‼

環境についてヒトの健康の視点でまと
めたテキスト。生態系としての環境、
環境史、地球環境問題から時間的空間
的把握を目指し、身近な生活環境や典
型公害などから健康とのかかわりを学
ぶ。大学の教養課程や公衆衛生に最適。

地球科学の最重要テーマを、カラーイ
ラストを交えてわかりやすく解説。い
つから・なぜ起きている？　地球でし
か起こらない？　生命の誕生や進化に
およぼした影響は？　地球と生命の歴
史を読み解く冒険に出かけよう！

大陸からはがれてできた？　本州は折
れ曲がった？　地震と火山が多い理由
は？　将来ハワイはぶつかる？　ダイ
ナミックな日本列島の誕生と進化の歴
史を、豊富なカラーイラストで解説。
地質学と地球年代学への入門にも最適。

山﨑友紀・著
B5 187頁 本体2,800円⃞KS 978-4-06-155240-1

松尾禎士・監修
A5 276頁 本体3,800円⃞KS 978-4-06-153320-2

小熊幸一／上原伸夫／保倉明子／
谷合哲行／林 英男・編著
B5 270頁 本体2,900円⃞KS 978-4-06-154382-9

川添禎浩・編
B5 171頁 本体2,800円⃞KS 978-4-06-155234-0

是永 淳・著
A5 190頁 本体2,200円⃞KS 978-4-06-154768-1

堤 之恭・著
A5 187頁 本体2,200円⃞KS 978-4-06-154773-5

絵でわかる地震の科学 日本人ならだれもが経験しているが、
ほとんど理解されていない地震。どこ
で起こる？　発生メカニズムは？　予
知はなぜ難しい？　地震の科学の最新
成果をカラー図版で解説する。変動し
続ける地球のしくみに迫る！

井出 哲・著
A5 予192頁 近刊⃞KS 978-4-06-154781-0
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【地球環境科学】

絵でわかる自然エネルギー 太陽光、地熱、風力、バイオマスに代
表される自然エネルギーの基礎知識と
現状をイラストを交えてわかりやすく
解説。さらにコスト、利便性、安全性、
将来性の観点から未来を予測。どの方
法が一番なのか？

御園生 誠／小島 巖／片岡俊郎・著
A5 157頁 本体2,000円⃞KS 978-4-06-153147-5

絵でわかる生態系のしくみ

新装改題版
学校・園庭ビオトープ
　考え方 つくり方 使い方

地域資源を守っていかすエコツーリズム
　人と自然の共生システム

生態系を知る・守る・再生するための
入門書。生態系のしくみの基本から、
健全な生態系を保全・再生する実際の
活動までを、さまざまな実例とともに、
多くのイラストを用いて初心者にもわ
かりやすく解説。

幼稚園・保育園にも広がるビオトープ！　
ビオトープは、環境教育のためのすぐ
れた教材。ますます盛んになるビオト
ープ・コンクール、ビオトープ管理士
資格試験・セミナーなどの参考書とし
ても好評。

エコツーリズムは自然環境保全の新し
い手法。エコツーリズムとは何か。そ
して今、エコツーリズムが人と自然の
共生を求められているなかで、どのよ
うにシステム構築をすべきなのかを記
した指南書。

鷲谷いづみ・著　後藤 章・絵
A5 173頁 本体2,000円電⃞KS 978-4-06-154758-2

㈶日本生態系協会・編著（カラー口絵 30頁）
A5 285頁 本体3,200円⃞KS 978-4-06-155225-8

敷田麻実／森重昌之・編著
A5 223頁 本体2,800円⃞KS 978-4-06-155230-2
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【地球環境科学】

生物海洋学入門　第2版

海洋地球化学

海洋保全生態学

世界初‼水環境にかかわる分野の
人々のバイブル誕生

陸水の事典

新編 湖沼調査法　第2版

河川生態学

海洋生物と環境を動的にとらえられる
入門書の第２版。海洋中の細菌から大
型哺乳類までの多様な生物種の動態を
海洋学と海洋生態学の視点から総合的
にまとめた。水産系はもちろん理学・
環境系学生にも教科書として最適。

化学分析手法の進歩が、微量元素や同
位体の動きをとらえることを可能にし
た。物質循環の解析を通して明らかに
なった、地球というシステムにおける
海洋の役割を解説する。海洋研究に挑
む学生・研究者必読の１冊。

水産と生態の両方を見渡し、さらには
社会科学分野とも連携して海洋の保全
を考える学問、海洋保全生態学の新し
い解説書。各分野の最新知見と、最前
線での取り組みや事例を結集。

湖沼、河川、地下水など陸水域の物理
学、化学、生物学、地球科学、環境科
学ならびに関連応用科学にわたる広範
囲な分野の用語の概念と簡潔かつ詳細
な解説を世のニーズに応えて提供する。
日本陸水学会が総力を結集してまとめ
た集大成。
項目は約5000項目を選択、五十音順で
配列。付録には日本と外国の湖と河川
リストを掲載。英語索引からの検索も
可能にした。関連分野待望の必携事典。

小宇宙「湖沼」研究の考え方と手法を
解説した第２版。陸水研究に欠かせな
い調査手法と考え方を実用的にまとめ
た。最新の分析機器だけではなく手作
りの手法も含めた湖沼研究者必携の書。

最新知見に対応した、新しい河川生態
学。他の自然環境とは異なる河川の特
性と、そこに構築される独特の生態系
を、生物多様性の観点を軸に解説。外
来種問題を含む各種問題はもちろん、
河川環境の復元事例も紹介する。

C.M. ラリー／ T.R. パーソンズ・著
關 文威・監訳　長沼 毅・訳
B5 254頁 本体3,900円⃞KS 978-4-06-155220-3

蒲生俊敬・編著
A5 270頁 本体4,600円⃞KS ISBN978-4-06-155237-1

白山義久／桜井泰憲／古谷 研／中原裕幸／
松田裕之／加々美康彦・編
A5 287頁 本体4,800円⃞KS 978-4-06-155231-9

日本陸水学会・編
A5 590頁 上製函入り 本体10,000円電
⃞KS 978-4-06-155221-0

西條八束／三田村緒佐武・著
A5 271頁 本体3,800円⃞KS 978-4-06-155241-8

川那部浩哉／水野信彦・監修　中村太士・編
A5 366頁 本体5,800円⃞KS 978-4-06-155232-6
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【英文書】
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【索引】

あ
IDLプログラミング入門	･･････････････････････････････････････69
赤ちゃんの発達障害に気づいて・育てる
	 完全ガイド	･･･････････････････････････････････････････････････120
あきらめないで！自閉症	幼児編	･･････････････････････121
アクティブラーニングがよくわかる本
	 〔図解〕	･･･････････････････････････････････････････････････････････125
アスペルガー症候群（高機能自閉症）のすべてが
	 わかる本	･･･････････････････････････････････････････････････････131
アスペルガー症候群	就労支援編	･････････････････････141
アスペルガーの人はなぜ生きづらいのか？	･･･138
遊んでいるうちに手先が器用になる！
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北海道
旭 川 市 三省堂書店

旭川医科大学売店 0166-6８-２773
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〃 コーチャンフォー 美しが丘店 011-８８9-２000

千 歳 市 文教堂書店 千歳店 01２3-２7-４600

函 館 市 文教堂書店 函館テーオー店 013８-3５-５1８1

〃 文教堂書店 函館昭和店 013８-４４-7８00

室 蘭 市 ゲオ 室蘭東町店 01４3-４1-3８91

〃 室蘭工業大学生協 書籍店 01４3-４４-6060

青森県
青 森 市 宮脇書店 青森本店 017-7２1-10８0

〃 戸田書店 青森店 017-76２-1８1５

弘 前 市 弘前大学生協 シェリア 017２-33-37４２

岩手県
紫 波 郡 丸善 岩手医科大学矢巾売店 019-697-16５1

盛 岡 市 ジュンク堂書店 盛岡店 019-601-6161

〃 岩手大学生協 中央店 019-6５２-２0２８

秋田県
秋 田 市 宮脇書店 秋田本店 01８-８２５-５５1５

〃 西村書店 秋田支店 01８-８3５-9611

〃 ジュンク堂書店 秋田店 01８-８８４-1370

宮城県
大 崎 市 ブックセンターササエ 0２２9-２２-7５70

仙 台 市 アイエ書店
東北医科薬科大学売店 0２２-２3４-1８70

自然科学書 販売協力店
ご注文，お問い合せは下記書店をご利用
ください。（順不同）

仙 台 市 東北大学生協 工学部店 0２２-２61-6８５6

〃 東北大学生協 理薬店 0２２-２63-01２6

〃 ジュンク堂書店 仙台TR店 0２２-２6５-５6５6

〃 ジュンク堂書店 仙台本店 0２２-716-４５11

〃 アイエ医書センター 0２２-73８-８670

多賀城市 東北学院大学 生協多賀城店 0２２-36８-13４５

山形県
天 童 市 宮脇書店 天童店 0２3-6５２-33２２

山 形 市 こまつ書店 寿町本店 0２3-6４1-06４1

〃 山形大学生協 小白川店 0２3-6４1-４36５

〃 宮脇書店 ヨークタウン成沢店 0２3-679-3８01

米 沢 市 山形大学生協 米沢店 0２3８-２1-２713

〃 こまつ書店 堀川町店 0２3８-２6-1077

福島県
会津若松市 会津大学ブックセンター 0２４２-33-0773

いわき市 鹿島ブックセンター 0２４6-２８-２２２２

郡 山 市 ジュンク堂書店 郡山店 0２４-9２7-0４４0

〃 岩瀬書店 富久山店 0２４-936-２２２0

福 島 市 紀伊國屋書店
福島県立医科大学BC 0２４-５４８-２５33

茨城県
つくば市 友朋堂書店 吾妻本店 0２9-８５２-366５

〃 友朋堂書店 桜店 0２9-８５7-８633

〃 丸善 筑波大学 大学会館書籍部 0２9-８５８-0４09

〃 丸善 筑波大学 第一学群書籍部 0２9-８５８-0４２0

〃 丸善 筑波大学 第二学群書籍部 0２9-８５８-0４２1

〃 丸善 筑波大学 第三学群書籍部 0２9-８５８-0４２２

〃 丸善 筑波大学 医学書籍部 0２9-８５８-0４２４

〃 丸善 筑波大学 図書館情報学群売店 0２9-８５２-４7４9

〃 くまざわ書店 つくば店 0２9-８60-５197

〃 Wonder Goo つくば店 0２9-８60-８２60

〃 ACADEMIA イーアスつくば店 0２9-８6８-7４07

日 立 市 茨城大学生協 日立店 0２9４-37-４２31

水 戸 市 川又書店 県庁店 0２9-301-1８11

栃木県
足 利 市 足利工業大学生協 書籍部 0２８４-6２-５８８２

宇都宮市 落合書店 イトーヨーカドー店 0２８-613-1313
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宇都宮市 喜久屋書店 宇都宮店 0２８-61４-５２２２

〃 落合書店 宝木店 0２８-6５0-２２11

〃 宇都宮大学生協 工学部SB店 0２８-663-５４39

大田原市 国際医療福祉大学 書籍売店 0２８7-２２-２５５3

下都賀郡 廣川書店 獨協医大店 0２８２-８6-２960

下 野 市 大学書房 自治医大店 0２８５-４４-８061

群馬県
太 田 市 ブックマンズアカデミー 太田店 0２76-４0-1900

桐 生 市 群馬大学生協 桐生店 0２77-２２-6５69

高 崎 市 戸田書店 高崎店 0２7-363-５110

〃 ブックマンズアカデミー 高崎店 0２7-370-6166

館 林 市 ケヅカ書店 東洋大学売店IZUMI 0２76-7２-４6４6

藤 岡 市 戸田書店 藤岡店 0２7４-２２-２４69

前 橋 市 廣川書店 前橋店 0２7-２31-3077

〃 ブックマンズアカデミー
前橋店 0２7-２８0-33２２

埼玉県
入 間 郡 文光堂 埼玉医科大学店 0４9-２9５-２170

桶 川 市 丸善 桶川店 0４８-7８9-0011

川 越 市 東洋大学生協 川越店 0４9-２3２-８0５7

久 喜 市 ACADEMIA 菖蒲店 0４８0-８7-17８1

熊 谷 市 戸田書店 熊谷店 0４８-５99-3２3２

さいたま市 ジュンク堂 大宮店 0４８-6４0-3111

〃 押田謙文堂 0４８-6４1-31４1

〃 三省堂書店 大宮店 0４８-6４6-２600

〃 芝浦工大学 大宮書籍部 0４８-6８6-11５２

〃 須原屋本店 0４８-８２２-５3２1

〃 BookDepot 書楽 0４８-８５２-6５８1

〃 埼玉大学生協 書籍部 0４８-８５４-93４２

坂 戸 市 女子栄養大学 代理部 坂戸店 0４9-２８1-3013

千葉県
市 川 市 福家書店 市川店 0４7-379-0２9８

市 原 市 ACADEMIA ちはら台店 0４36-76-0２70

印 西 市 喜久屋書店 千葉ニュータウン店 0４76-４0-773２

柏 市 KaBoSららぽーと 柏の葉店 0４-716８-1760

千 葉 市 志学書店 茨城医療大店 0４3-２２４-7111

〃 志学書店 順天堂医療短大店 0４3-２２４-7111

千 葉 市 千葉大学生協 ブックセンター 0４3-２５４-1８２５

習志野市 シー・アイ・ティ・サービス 新習志野店 0４7-４５４-976８

〃 丸善 津田沼店 0４7-４70-８311

〃 くまざわ書店 津田沼店 0４7-４7５-８311

〃 シー・アイ・ティ・サービス 津田沼店 0４7-４7８-0５93

野 田 市 東京理科大学生協 野田店 0４-71２２-9316

船 橋 市 第2巌翠堂 0４7-４6５-09２6

〃 東邦大学生協 習志野BC 0４7-４70-２09２

東京都
板 橋 区 文進堂書店 帝京BC 03-396４-330５

大 田 区 東邦稲垣書店 03-3766-006８

〃 丸善 東邦大学売店 03-５7５3-1４66

品 川 区 医学堂書店 03-37８3-977４

渋 谷 区 紀伊国屋書店 新宿南店 03-５361-3301

〃 MARUZEN＆ジュンク堂書店
渋谷店 03-５４５6-２111

新 宿 区 早稲田大学生協 理工書籍店 03-3２00-60８3

〃 三省堂書店 東京女子医大店 03-3２03-８3４6

〃 芳林堂 高田馬場店 03-3２0８-0２４1

〃 紀伊國屋書店 新宿本店 03-33５４-0131

〃 ブックファースト 新宿店 03-５339-7611

墨 田 区 くまざわ書店 錦糸町店 03-５610-303４

世田谷区 冨山房書店 日本大学文理学部店 03-５37４-８376

〃 三省堂書店 成城店 03-５４２9-２４01

中 央 区 八重洲ブックセンター 本店 03-3２８1-1８11

〃 丸善 日本橋店 03-6２1４-２001

千代田区 三省堂書店 神保町本店 03-3２33-331２

〃 東京堂書店 03-3２91-５1８1

〃 鍬谷書店 神田営業所 03-3２9４-371５

〃 書泉グランデ 03-3２9５-0011

〃 丸善 丸の内本店 03-５２８８-８８８1

豊 島 区 成文堂 学習院店 03-39８1-971８

〃 丸善 立教学院事業部書籍 03-39８５-２771

〃 ジュンク堂書店 池袋店 03-５9５6-6111

中 野 区 あおい書店 中野本店 03-3319-５161

〃 紀伊國屋書店
帝京平成大中野キャンパスBC 03-５31８-５7４7

文 京 区 東京大学生協 本郷書籍部 03-3８11-５４８1
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横須賀市 平坂書房 MORE’ S店 0４6-８２２-２6５５

横 浜 市 有隣堂本店 0４５-２61-1２31

〃 横浜国立大学生協 工学部店 0４５-33５-6４7５

〃 あおい書店 横浜店 0４５-3４9-８377

〃 神奈川大学生協 書籍部 0４５-４８1-４01２

〃 慶應義塾大学生協 矢上店 0４５-５63-09４1

〃 天一書房 日吉店 0４５-５6５-0２11

〃 KaBoS あざみ野店 0４５-90５-1２２3

〃 ACADEMIA 港北店 0４５-91４-33２0

〃 東京工業大学生協 すずかけ台店 0４５-9２２-07４3

〃 ブックファースト 青葉台店 0４５-9８9-17８1

新潟県
三 条 市 知遊堂 三条店 0２５6-36-7171

上 越 市 戸田書店 上越店 0２５-５２7-3311

〃 知遊堂 上越国府店 0２５-５４５-５66８

長 岡 市 戸田書店 長岡店 0２５８-２２-５911

〃 宮脇書店 長岡店 0２５８-31-3700

〃 文信堂 長岡技術科学大学売店 0２５８-４6-6４37

新 潟 市 にしむら書院 0２５-２２２-330４

〃 西村書店 新潟本店 0２５-２２3-２3８８

〃 考古堂書店 0２５-２２9-４0５0

〃 紀伊國屋書店 新潟店 0２５-２４1-５２８1

〃 新潟大学生協 書籍部 0２５-２6２-609５

〃 知遊堂 赤道店 0２５-２70-２30４

富山県
高 岡 市 喜久屋書店 高岡店 0766-２7-２４５５

〃 文苑堂書店 福田本店 0766-２7-7８00

富 山 市 富山大学生協 書籍部工学店 076-４31-63８3

〃 富山大学生協 書籍部五福店 076-４33-30８0

〃 文苑堂書店 富山豊田店 076-４33-８1５0

〃 中田図書販売 
富山大学杉谷キャンパス売店 076-４3４-09２9

〃 BOOKSなかだ本店 専門書館 076-４9２-1197

〃 明文堂書店 富山新庄経堂店 076-４9４-3５30

石川県
金 沢 市 金沢大学生協 大学会館購買 076-２２４-090５

〃 金沢大学生協 南福利購買 076-２31-7４61

文 京 区 中央大学生協 理工店 03-3８1４-５9２８

〃 文光堂書店 本郷店 03-3８1５-3５２1

目 黒 区 東京大学生協 駒場書籍部 03-3４69-71４５

〃 金華堂書店 03-3717-7366

〃 東京工業大学生協 大岡山店 03-37２7-73５7

あきる野市 文教堂書店 あきる野とうきゅう店 0４２-５3２-7４70

小金井市 東京農工大学生協 工学部店 0４２-3８1-7２２3

〃 法政大学生協 小金井書籍部 0４２-3８1-91４0

立 川 市 オリオン書房 ノルテ店 0４２-５２２-1２31

〃 オリオン書房 ルミネ店 0４２-５２7-２311

多 摩 市 MARUZEN 多摩センター店 0４２-3５５-3２２0

調 布 市 真光書店 本店 0４２-４８7-２２２２

〃 電気通信大学生協 コープショップ 0４２-４８7-２８８1

八王子市 くまざわ書店 八王子店 0４２-6２５-1２01

〃 拓殖大学 八王子購買会 0４２-66４-66５８

〃 首都大学東京生協 南大沢店 0４２-677-1４13

日 野 市 紀伊國屋書店
明星大学ブックセンター 0４２-５99-71２２

町 田 市 久美堂 本店 0４２-7２５-1330

三 鷹 市 文光堂書店 杏林大学医学部店 0４２２-４８-033５

武蔵野市 ジュンク堂書店 吉祥寺店 0４２２-２８-５333

神奈川県
厚 木 市 有隣堂 厚木店 0４6-２２3-４111

〃 東京工芸大 生協書籍部 0４6-２４２-８２7２

〃 紀伊國屋書店
神奈川工科大学ブックセンター 0４6-２４3-1077

川 崎 市 あおい書店 川崎駅前店 0４４-２33-6５1８

〃 丸善 ラゾーナ川崎店 0４４-５２0-1８69

〃 文教堂書店 溝ノ口本店 0４４-８1２-0063

〃 KaBoS 宮前平店 0４４-８70-1２２1

〃 丸善 明治大学生田売店 0４４-9２0-6２５3

相模原市 ACADEMIA くまざわ書店 橋本店 0４２-700-70２0

〃 柴胡書房 0４２-7４５-８070

〃 中村書店 本店 0４２-7５0-２２８５

〃 くまざわ書店 相模大野店 0４２-767-1２８５

〃 北里大学 オオヌマ売店 0４２-77８-４２90

平 塚 市 紀伊國屋書店
東海大学ブックセンター 0４63-５0-1２５0

藤 沢 市 ジュンク堂書店 藤沢店 0４66-５２-1２11
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静 岡 市 大和文庫 東海大学バブショップ書籍部 0５４-33５-８110

〃 戸田書店 江尻台店 0５４-361-3５11

沼 津 市 マルサン書店 仲見世店 0５５-963-03５0

浜 松 市 谷島屋 
イオンモール浜松志都呂店 0５3-４1５-13４1

〃 谷島屋 連尺店 0５3-４５3-91２1

〃 谷島屋 浜松本店 0５3-４５7-４16５

〃 ガリバー 0５3-４33-663２

〃 静岡大学生協 書籍部浜松店 0５3-４73-４6２7

藤 枝 市 戸田書店 藤枝東店 0５４-6４7-５611

愛知県
春日井市 丸善 中部大学売店 0５6８-５1-1２0４

豊 明 市 丸善 藤田保健衛生大学売店 0５6２-93-２５８２

豊 田 市 榮進堂書店 愛工大店 0５6５-４８-3２13

豊 橋 市 精文館書店 技科大店 0５3２-４7-06２４

〃 精文館書店 豊橋本店 0５3２-５４-２3４５

長久手市 丸善 名古屋愛知医科大学売店 0５61-6２-9099

名古屋市 ジュンク堂書店 ロフト名古屋店 0５２-２４9-５５9２

〃 丸善 名古屋栄店 0５２-２61-２２５1

〃 大竹書店 0５２-２6２-3８２８

〃 三省堂書店 名古屋高島屋店 0５２-５66-８８77

〃 ジュンク堂書店 名古屋店 0５２-５８9-63２1

〃 名古屋工業大学生協 CamPla店 0５２-731-1600

〃 名古屋大学生協
ブックスフロンティア 0５２-7８1-9８19

〃 文進堂書店 椙山大学店 0５２-7８２-８933

〃 ちくさ正文館 BOOK SHOP 0５２-８33-８２1５

日 進 市 丸善 名古屋愛知学院大学売店 0５61-73-４103

三重県
鈴 鹿 市 紀伊国屋書店

鈴鹿医療科学大学ブックセンター 0５9-3８3-9799

〃 宮脇書店 鈴鹿店 0５9-3８４-3737

津 市 青山書店 0５9-２２８-４５09

〃 ワニコ書店 0５9-２31-3000

〃 三重大学生協 書籍部 0５9-２3２-9５31

〃 別所書店 修成店 0５9-２４6-８８２２

四日市市 シェトワ白揚 書籍館 0５9-3５４-0171

〃 宮脇書店 四日市本店 0５9-3５9-５910

滋賀県

金 沢 市 KaBoS大桑店 076-２２6-1170

〃 うつのみや 本店 076-２3４-８111

〃 Super KaBoS 上荒屋店 076-２４0-9８５５

〃 前田書店 076-２61-00５５

野々市市 KITブックセンター 076-２４８-４４５４

〃 明文堂書店 金沢野々市店 076-２9４-0930

福井県
福 井 市 福井大学生協 ブックカフェ明日輪 077-6２1-36８８

〃 勝木書店 本店 0776-２４-0４２８

〃 Super KaBoS 新二の宮店 0776-２7-４67８

山梨県
上野原市 紀伊國屋書店 

帝京科学大学ブックセンター 0５５４-63-４５４２

甲 府 市 朗月堂本店 0５５-２２８-73５6

〃 ジュンク堂書店 岡島甲府店 0５５-２31-0606

〃 星野書店 0５５-２５２-４737

〃 山梨大学生協 書籍部 0５５-２５２-４7５7

中 央 市 明倫堂書店 甲府店 0５５-２7４-４331

〃 戸田書店 山梨中央店 0５５-２7８-6８11

岐阜県
大 垣 市 ACADEMIA 大垣店 0５８４-77-6４５0

岐 阜 市 岐阜大学生協 書籍部中央店 0５８-２30-1166

〃 郁文堂書店 0５８２-４6-17２２

〃 自由書房 EX高島屋店 0５８-２6２-５661

〃 カルコス本店 0５８-２9４-7５00

瑞 穂 市 丸善 朝日大学売店 0５８-3２7-7５06

〃 カルコス穂積店 0５８-3２9-２336

長野県
伊 那 市 平安堂 伊那店 0２6５-96-77５５

長 野 市 平安堂 長野店 0２6-２２４-４５５0

〃 信州大学生協 工学部店 0２6-２２6-3５８８

松 本 市 丸善 松本店 0２63-31-８171

〃 明倫堂書店 0２63-3５-４31２

静岡県
磐 田 市 谷島屋 ららぽーと磐田店 0５3８-５9-03５８

掛 川 市 戸田書店 掛川西郷店 0５37-6２-6777

静 岡 市 戸田書店 静岡本店 0５４-２0５-6111
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東大阪市 紀伊國屋書店
近畿大学ブックセンター梅の木 06-67２1-２660

〃 近畿大学生協 Leaf 06-67２５-3311

枚 方 市 ワニコ書店 枚方店 07２-８４1-５４４４

兵庫県
川 西 市 紀伊國屋書店 川西店 07２-7４0-２6２２

神 戸 市 ジュンク堂書店 三宮駅前店 07８-２５２-0777

〃 丸善 神戸学院大学売店 07８-33５-５709

〃 ジュンク堂書店 三宮店 07８-39２-1001

〃 甲南大学生協 ブックストア 07８-４４1-7910

〃 神陵文庫本社 07８-５11-５５５1

〃 神戸大学生協 LANS BOX店 07８-８８1-８４８４

〃 神戸大学生協 学生会館店 07８-８８1-８８４7

〃 喜久屋書店 北神戸店 07８-9８3-37５５

〃 喜久屋書店 北神戸店 07８-9８3-37５５

西 宮 市 神戸神陵文庫 西宮店 079８-４５-２４２7

〃 ジュンク堂書店 西宮店 079８-6８-6300

姫 路 市 ジュンク堂書店 姫路店 079-２２1-８２８0

〃 紀伊國屋書店
姫路獨協大学ブックセンター 079-２２２-0８５２

〃 兵庫県立大学生協
姫路工学キャンパス店 079-２66-099８

三 田 市 アバンティブックセンター
三田駅前店 079-５61-3130

〃 関西学院大学生協
三田キャンパス店 079-５6５-7676

奈良県
橿 原 市 喜久屋書店 橿原店 07４４-２0-31５1

〃 奈良栗田書店
奈良医大店 07４４-２２-８6５7

大和郡山市 喜久屋書店 大和郡山店 07４3-５５-２２00

和歌山県
和歌山市 宮脇書店

ロイネット和歌山店 073-４0２-1４7２

〃 TSUTASYA WAY
ガーデンパーク和歌山店 073-４８0-５900

鳥取県
鳥 取 市 鳥取大学生協

鳥取キャンパス店 0８５-7２８-２333

〃 今井書店 吉成店 0８５7-５1-70２0

米 子 市 本の学校 今井ブックセンター 0８５9-31-５000

島根県
出 雲 市 島根井上書店 0８５3-２２-6５77

〃 今井書店 出雲店 0８５3-２２-８1８1

松 江 市 今井書店 グループセンター店 0８５２-２0-８８11

大 津 市 紀伊国屋書店 大津店 077-５２7-7191

〃 丸善 龍谷大学瀬田売店 077-５４3-５13５

草 津 市 喜久屋書店 草津店 077-５16-111８

〃 立命館大学生協 リンクショップ 077-５61-２８２８

京都府
京田辺市 同志社大学生協

京田辺ブック＆トラベル 077４-6５-８37２

京 都 市 ジュンク堂書店 京都店 07５-２５２-0101

〃 ジュンク堂書店 京都朝日会館店  07５-２５3-6４60

〃 アバンティブックセンター
京都店 07５-671-８9８7

〃 大垣書店 イオンモールKYOTO店 07５-69２-3331

〃 紀伊國屋書店 京都産業大学ブックセンタ－ 07５-70８-13５6

〃 京都大学生協 吉田店 07５-7５２-1５８7

〃 京都大学生協
ブックセンタールネ 07５-771-7336

〃 辻井書院 07５-791-3８63

相 楽 郡 ACADEMIA けいはんな店 077４-9８-４0５3

大阪府
泉佐野市 Books Taki 07２-４6４-16５7

大 阪 市 ジュンク堂書店 難波店 06-４396-４771

〃 ジュンク堂書店 大阪本店 06-４799-1090

〃 MARUZEN＆ジュンク堂書店
梅田店 06-6２9２-73８3

〃 紀伊國屋書店 梅田本店 06-637２-５８２1

〃 大阪市立大学生協
シェリー書籍 06-660５-301４

〃 喜久屋書店 阿倍野店 06-663４-８606

〃 ジュンク堂書店 千日前店 06-663５-５330

〃 旭屋書店 天王寺MiO店 06-6773-6２6２

〃 ジュンク堂書店 天満橋店 06-69２0-3730

〃 大阪工業大学生協 書籍部 06-69５５-1５５1

堺 市 大阪府立大学生協 書籍部 07２-２５9-1736

吹 田 市 神陵文庫
大阪大学医学部病院店 06-6８79-6５８1

〃 関西大学生協 書籍店 06-636８-7５４9

〃 大阪大学生協 工学部店 06-6８77-6639

大 東 市 ACADEMIA くまざわ書店
すみのどう店 07２-８73-1２４1

高 槻 市 神陵文庫 大阪医科大学店 07２-6８3-1161

豊 中 市 田村書店 千里中央店 06-6８31-５6５7

〃 大阪大学生協 書籍部 06-6８４1-４9４9

寝屋川市 大阪電気通信大学生協
書籍部寝屋川店 07２-８２1-07２0
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高 松 市 宮脇書店 南本店 0８7-８69-9361

愛媛県
今 治 市 宮脇書店 今治本店 0８9８-２５-11８0

東 温 市 新丸三書店 医学部店 0８9-96４-16５２

松 山 市 ジュンク堂書店 松山店 0８9-91５-007５

〃 愛媛大学生協 城北ショップ 0８9-9２５-５８01

新居浜市 宮脇書店 新居浜本店 0８97-31-0５８6

高知県
高 知 市 金高堂 朝倉ブックセンター 0８８-８４0-1363

福岡県
春 日 市 九州大学生協 筑紫店 09２-693-８300

糟 屋 郡 フタバ図書 TERA福岡東店 09２-939-7２00

北九州市 喜久屋書店 小倉店 093-５1４-1４00

福 岡 市 丸善 博多店 09２-４13-５４01

〃 紀伊國屋書店
福岡工業大学ブックセンター 09２-60８-５0８0

〃 九州神陵文庫本社 09２-6４1-５５５５

〃 九州大学生協 理農購買書籍店 09２-6４２-17５５

〃 ジュンク堂書店 福岡店 09２-73８-33２２

〃 九州大学生協 伊都皎皎舎店 09２-８0５-7700

〃 丸善 中村学園大学売店 09２-８3２-1８８0

〃 福岡金文堂 福岡大学店 09２-８71-1611

佐賀県
佐 賀 市 佐賀大学生協 大学会館店 09５-２２５-４４５1

〃 九州神陵文庫 佐賀店 09５２-3２-11２２

長崎県
佐世保市 くまざわ書店 佐世保店 09５6-37-２８9５

長 崎 市 長崎大学生協 医学部書籍店 09５-８４9-71５9

熊本県
熊 本 市 金龍堂 本荘店外商部 096-366-71２3

大分県
大 分 市 ジュンク堂書店 大分店 097-５36-８1８1

〃 大分大学生協 ショップ 097-５69-0016

由 布 市 九州神陵文庫
大分大学医学部店 097-５４9-４８８1

宮崎県
宮 崎 市 見聞読 タナカ吉村店 09８５-２3-５５00

〃 田中書店
宮崎大学医学部内 09８５-８５-２976

松 江 市 島根大学生協 松江ショップ 0８５-２3２-6２４２

岡山県
岡 山 市 紀伊國屋書店 クレド岡山店 0８6-２1２-２５５1

〃 丸善 岡山理科大売店 0８6-２1４-５717

〃 神陵文庫 岡山営業所 0８6-２２3-８3８7

〃 泰山堂 鹿田店 0８6-２２6-3２11

〃 丸善
岡山シンフォニービル店 0８6-２33-４6４0

〃 宮脇書店 岡山本店 0８6-２４２-２1８８

〃 岡山大学生協 ブックストア 0８6-２５6-４100

倉 敷 市 喜久屋書店 倉敷店 0８6-４30-５４５0

広島県
安 芸 郡 フタバ図書 TERA広島府中店 0８２-５61-0770

東広島市 広島大学生協 北1コープショップ 0８２-４２3-８２８５

〃 広島大学生協 会館コープショップ 0８２-４２４-２6２7

広 島 市 神陵文庫 広島営業所 0８２-２3２-6007

〃 アルパークブックガーデン廣文館 0８２-５01-106５

〃 丸善 広島店 0８２-５0４-6２10

〃 ジュンク堂 広島駅前店 0８２-５6８-3000

〃 フタバ図書 MEGA祇園中筋店 0８２-８30-0601

福 山 市 フタバ図書 ALTi福山本店 0８４-973-８7８0

山口県
宇 部 市 京屋書店 0８36-31-２3２3

〃 井上書店 宇部店 0８36-3４-3４２４

下 関 市 くまざわ書店 下関店 0８3-２２８-0４01

山 口 市 文榮堂 山口大学前店 0８3-9２3-２319

〃 山口大学生協 中央ショップ 0８3-933-0611

徳島県
徳 島 市 紀伊國屋書店 徳島店 0８８-60２-1611

〃 久米書店 0８８-6２3-133４

〃 久米書店 医大前店 0８８-63２-２663

〃 徳島大学生協 常三島ショップ 0８８-6５２-3２４８

香川県
高 松 市 紀伊國屋書店 高松店 0８7-８11-66２２

〃 宮脇書店 総本店 0８7-８２3-31５２

〃 宮脇書店 本店 0８7-８５1-3733

〃 香川大学生協 工学部店 0８7-８6４-５８31
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鹿児島県
鹿児島市 ジュンク堂書店 鹿児島店 099-２16-８８3８

〃 鹿児島大学生協 中央店 099-２５7-6710

〃 紀伊國屋書店 鹿児島店 099-８1２-7000

沖縄県
豊見城市 戸田書店 豊見城店 09８-８５２-２５11

中 頭 郡 琉球大学生協 中央店 09８-８9５-60８５

那 覇 市 ジュンク堂書店 那覇店 09８-８60-717５




