
No.KD0384   
2022年8月 

ハイパーリンク設定 済 

全点リスト作成 済 

点数記入 済 

KinoDenは、紀伊國屋書店がご提供する学術和書電子図書館サービスです。 
読みやすいビューア、未購入タイトルも含めた全文検索（一部対象外あり）、 
試し読み・リクエスト機能など、長年の経験を活かし「本当に使われる電子 
図書館」をご提供致します。 

インプレスグループ  

おすすめ新タイトル 

紀伊國屋書店 デジタル情報営業部  TEL：03-6910-0518  ict_ebook@kinokuniya.co.jp 

mailto:ict_ebook@kinokuniya.co.jp


Product　ID 出版社名
底本刊行

年月
フォーマット

同時

アクセス1

本体価

同時

アクセス2

本体価

同時

アクセス3

本体価

ISBN

Rocky Linux & AlmaLinux

実践ガイド
KP00066852 インプレス 202206 PDF ¥10,560 - ¥21,120

古賀 政純 9784295014195

DXビジネスモデル KP00064271 インプレス 202205 PDF ¥6,270 - ¥12,540

小野塚征志 9784295013914

岡田斗司夫ゼミの

サイコパス人生相談
KP00067511 インプレス 202207 PDF ¥4,950 - ¥9,900

岡田斗司夫 9784295013990

1週間でLaTeX

の基礎が学べる本
KP00068394 インプレス 202207 PDF ¥8,250 - ¥16,500

明松真司 9784295013884

スーパーユーザーなら知っておくべき

Linuxシステムの仕組み
KP00059501 インプレス 202203 PDF ¥11,880 - ¥23,760

Brian Ward【著】

柴田芳樹【訳】
9784295013495

SDGs思考　社会共創編 KP00063121 インプレス 202204 PDF ¥6,600 - ¥13,200

田瀬和夫　SDGパートナーズ 9784295013365

ビジネスの現場で使える

AI&データサイエンスの全知識
KP00059638 インプレス 202203 PDF ¥5,940 - ¥11,880

三好大悟 9784295013631

AI技術史 KP00060322 インプレス 202203 PDF ¥8,910 - ¥17,820

Michael・Wooldridge

神林靖
9784295013709

いちばんやさしい

Git&GitHubの教本　第2版
KP00060733 インプレス 202203 PDF ¥7,260 - ¥14,520

横田紋奈　宇賀神みずき 9784295013617

かんたん合格　基本情報技術者

教科書 スタンダード
KP00069007 インプレス 202207 PDF ¥4,224 - ¥8,448

五十嵐順子 ラーニング編集部 9784295014980

新しい英語力の教室 KP00068533 インプレス 202207 PDF ¥4,950 - ¥9,900

田中慶子 9784295014928

●技術知識がなくても読める本格的なAI史本書は英オックスフォード大学のコンピュータサイエンス研究者マイケル・ウルドリッ

ジ教授による、AI（人工知能）の一般向け解説書です。AIは高度なコンピュータ技術であり、その実像を技術レベルで理

解することは容易ではありません。しかし、本書は技術的知識がなくても、コンピュータの歴史を通じて、AI の技術的な概念

や意義について正しい理解ができるように工夫されています。

実際のワークフローをイメージしながら実践的なGit/GitHubの使い方が身につく「いちばんやさしい」入門書です。

前半は、手元のパソコンでファイルを実際にバージョン管理しながら、Gitの基本的な使い方を解説。

後半では、実践的なワークフローに沿ってGitHubを使い、チームメンバーと一緒に開発を進めるための知識が身につきます。

本書は英語学習の挫折体験を持つ人やこれから学びたい人に向けて、著者・田中慶子氏のコーチングスキルを用いた英語

の学び方・使い方を解説しています。何のために英語を学びたいのか、どんな学習スタイルが自分に合っているのかを根本から

見直し、モチベーションを維持しながら今の自分に必要な英語力を身につけていく、そのための指南書です。「相手の言ってい

ることがわからないときはどうするのか」といった英会話で使える通訳テクニックも満載。

9
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Rocky Linux 8 & AlmaLinux 8は、CentOS 7でのシステムにおける大幅な改良を引き継ぎつつ、さらにさまざまな新機

能を搭載しました。主なツールとしては、コンテナ管理（Podman）、仮想マシンイメージ作成（Image Builder）、スト

レージ管理（Stratis）、パケットフィルタリング（nftable）、セッション録画/再生（tlog）などがあります。本書では、これ

らの最新のツールを使いながら、IT現場の技術者にとって必要な、システム管理に伴うさまざまな手法を解説しています。

本書では、DXビジネスを「場を創造する」「非効率を解消する」「需給を拡大する」「収益機会を拡張する」の4つの軸でカテ

ゴライズし、全80の先進事例を図解。デジタルによってどうようにビジネスや業界に変革を起こし、収益をあげるのか、ビジネス

モデルをひもときます。

「サイコパス人生相談」とは

「普通の回答はすでに検討済みのはず」

「相談者の隠された事情がある」

「相談者の望む回答については一切考慮しない」

という思考から導かれる目から鱗のアドバイス！

数式入りレポート作成が面倒なWordで苦しんだあげく、やはりLaTeXを始めなくては！と思ったのだけど、どんな本を読んで

勉強しても分からない…理解できない…。そんな方にオススメの1冊！本書を読み進めながら、一緒にサンプル文書を入力し

てみることで、LaTeXの基礎の基礎が分かるようになり、複雑な数式入りの文書がゆっくりと書けるようになっていきます。

書名

インプレス

Linuxの動作・構成・設定とその関係が理解できる！ 各テーマについて背景・理論・実例を解説。＜英語版はのべ5万部

超のベストセラー！ Linuxで実践したいことができるように内部動作を把握しよう＞ 取り上げる主なテーマは、システムの全

体像、コマンドとディレクトリ、ディスクとファイルシステム、デバイス、カーネルやシステムの起動、プロセスと資源、ネットワークと設

定、ファイル転送と共有、ユーザー環境、開発ツール・コンパイル、仮想化など。

世界の原則はプラスサムへと舵を切るコロナ禍、グレートリセットで顕著になった各分野における価値転換への要請を踏まえ、

SDGsの世界観が指し示す「ありたい社会」を実現するための思考法・方法論を提唱。取り扱う分野は、大きく「SX経営」

「ESG」「気候危機・脱炭素」「生物多様性」「地域社会と金融機関」「DE&I」「ESD（教育）」、そして個人レベルにおけ

る「SDGsの自分ごと」など。

データサイエンスは、ビジネスのあらゆる現場で役立つスキルです。たとえば需要予測。日々の販売計画を精緻化することは、

業務の無駄をなくし、広い視点では大量廃棄などの課題解決にも役立ちます。また、ECサイトに欠かせないレコメンデーショ

ンシステム。おすすめの商品を高い精度で提案してくれるシステムによって、顧客の利便性が高まり、同時に売上アップにもつ

ながります。

NO 書影

内容紹介

1

2

3

4

5

6

7

8

合格レベルの知識を身に付けるのには必要十分でありながら最低限の項目に絞って解説しているので、挫折することなく、最

後まで学習いただけます。各項目の解説は、ズバリみんなが知りたいところ、“「どこが」「どのように」出題されるのか”がひと目で

わかるようになっています。覚えるべき内容がわかることで、効率良く合格力を身に付けられます。
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Visual Studio Code

完全入門
KP00059502 インプレス 202203 PDF ¥7,920 - ¥15,840

リブロワークス 9784295013457

エンジニアなら知っておきたい

システム設計とドキュメント
KP00060066 インプレス 202201 PDF ¥7,260 - ¥14,520

梅田弘之 9784295013143

スクレイピング・ハッキング・ラボ

Pythonで自動化する未来型生活
KP00049845 インプレスR&D 202009

EPUBリフ

ロー
¥5,940 - ¥11,880

齊藤貴義 9784844378860

インターネット白書 2022 KP00059618 インプレスR&D 202202
EPUBリフ

ロー
¥9,240 - ¥18,480

インターネット白書編集委員会【編】 9784295600749

ゲームを作りながら楽しく学べる HTML5+

CSS+JavaScriptプログラミング
KP00069615 インプレスR&D 201703

EPUBリフ

ロー
¥4,950 - ¥9,900

田中賢一郎 9784844397519

ゲームを作りながら楽しく学べる

Pythonプログラミング
KP00069616 インプレスR&D 201703

EPUBリフ

ロー
¥4,950 - ¥9,900

田中賢一郎 9784844397533

実践Terraform　AWSにおける

システム設計とベストプラクティス
KP00049806 インプレスR&D 201909

EPUBリフ

ロー
¥7,260 - ¥14,520

野村友規 9784844378136

日本語版Unity 2019

C#プログラミング入門
KP00049808 インプレスR&D 201909

EPUBリフ

ロー
¥7,260 - ¥14,520

多田憲孝 9784844378273

はじめて学ぶバイナリ解析 KP00049816 インプレスR&D 202002
EPUBリフ

ロー
¥5,280 - ¥10,560

小林佐保　岡田怜士

浅部佑　満永拓邦
9784844378495

Winny KP00049823 インプレスR&D 202004
EPUBリフ

ロー
¥5,280 - ¥10,560

壇俊光 9784844378624

世界の再生可能エネルギーと

電力システム 全集
KP00049875 インプレスR&D 202102

EPUBリフ

ロー
¥13,200 - ¥26,400

安田陽 9784844379508
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本書は日本語版に対応したUnityのC#スクリプト（プログラム）のテキストブックです。本書ではゲームオブジェクトの移動・

回転などの操作、爆発などの効果、落下や投げ飛ばすなどの物理的な運動など、ゲームに必要な実践的なプログラミング演

習を用意しました。また、類書に比べC#の文法解説にページを割き解説しました。

近年、総務省や経済産業省では、サイバーセキュリティ人材育成を社会的な課題として重要施策の一環として取り扱ってい

ます。しかし、「セキュリティの基本的な解説書」が、英語・国語のような基礎的な科目と比較して、現状十分に揃っていませ

ん。そこで、まずはセキュリティの基礎技術であるバイナリの入門的な内容をまとめました。　バイナリ解析が直感的に理解しにく

いことを考慮し、プログラミングに詳しくない大学1・2年生や新社会人でも理解できるよう、各章での説明はできるだけやさし

い表現を用いました。

インターネット上のビジネスに欠かせないP2P（ピア・ツー・ピア）技術。その可能性を開拓した「Winny」の開発者・金子勇

は、2004年、「著作権法違反幇助」の疑いで逮捕・起訴され、無罪判決が確定するまでに7年半もの年月がかかりました。

本書は、「Winny事件」弁護団の事務局長を務めた壇俊光氏が自身のブログを元に小説としてまとめたものです。日本のイ

ンターネット技術の発展に負の影響を残したと言われる裁判の経緯を追いながら、壇弁護士が見た金子氏の人物像、

Winnyの核心を語ります。

この本は、「世界の再生可能エネルギーと電力システム」シリーズの全5巻、「風力発電編（第2版）」、「電力システム編」、

「経済・政策編」、「系統連系編」、「電力市場編」を合本し、1冊にまとめた全集です。　本シリーズでは、再生可能エネル

ギーと電力システムの状況、将来予測、コストと便益、社会受容性と電力に関する情報（停電やコスト、将来計画など）、

電力市場の仕組みなどについて、図表を豊富に用いて比較分析しています。

Visual Studio Code（VSCode）はいま急速にユーザー数が増えており、エンジニアはもちろん、Webクリエイター、プログ

ラミング入門者に至るまで用途の幅も広がっています。人気の高さゆえ、ほかのテキストエディタからの乗り換えも進んでいます

が、その反面、新世代エディタ特有の高機能さがハードルになっていることもあります。本書は、そのハードルをなくすことを目指

した「やさしい解説書」です。

企業や組織のシステム開発では、設計書の取りまとめなどの工程が大切です。また、システム運用の段階でも、手順をドキュ

メント化して属人的な部分を排除していくことが求められます。本書は「組織でシステムを作る」ことを前提に、そのために必要

とされる設計書の書き方とその運用の手順を解説していきます。

本書ではPythonを使ったWebスクレイピングテクニックについて解説します。いろいろなことをPythonで自動化していきましょ

う。日本の主要なサービスを題材に、スクレイピングでデータを取得する方法と、そのデータを元に分析や可視化していく手法

を紹介していきます。スクレイピング環境の構築、スクレイピングを行うにあたって便利なライブラリの選定、ターゲットとなるWeb

サービスの選定、データ分析の手法など、初心者にもわかりやすく解説しています。

インターネットの影響を技術、ビジネス、社会と多角的に報告するデジタル業界定番の年鑑『インターネット白書』。26年目を

迎えた最新刊の2022年版は、リアル空間とサイバー空間を連動するデジタルツインの活用事例、仮想空間メタバースやネッ

トビジネスのモデルを根本的に変えるNFT、Web3。0で目指す新たなWebの創成など、5G時代を迎えて発展する最新テク

ノロジーと、そのビジネス・制度面での課題を40人の有識者が解説します。

若い人向けに、楽しく学ぶことができるようにゲームを中心にしたサンプルを豊富に取り上げます。また、習得した知識を確認す

るための演習も満載。プログラミング上達の早道はなによりコードを読み、コードを書いてみることという筆者の経験から、リスト

を読み、実際に書いてもらうことを目指します。

本書では前半でPythonの文法について説明し、後半で多くのサンプルを取り上げました。どのように文法が実装に落とし込ま

れているか見て欲しかったからです。このプロセスを継続するときに大切なのはモチベーションです。楽しくなければものごとは続

きません。そこで、本書ではゲームを題材に選びました。ゲームで遊ぶのは楽しいことですが、作るのも同じように楽しいはずで

す。

インプレスR&D
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本書は、Terraformを使ってAWS上にシステムを構築するノウハウを、200以上のサンプルコードとともに紹介する、

Terraform初級者から中級者向け解説書です。ECS Fargateなどのマネージドサービスを中心にアーキテクチャ設計を行

い、Terraformで実装します。サンプルコードはGitHubでも公開していますので、手を動かしながら一緒に学びましょう。
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SDGs白書 2020-2021 KP00049895 インプレスR&D 202105
EPUBリフ

ロー
¥14,850 - ¥29,700

SDGs白書編集委員会【編】 9784844379799

AIプロデューサー KP00068414 近代科学社Digital 202207 PDF ¥5,280 - ¥10,560

山口高平 9784764960435

児童サービスの基礎 KP00068240 近代科学社Digital 202207 PDF ¥5,280 - ¥10,560

西巻悦子 9784764960404

中世イングランドにおける

修道院の所領形成
KP00066782 近代科学社Digital 202206 PDF ¥7,656 - ¥15,312

田巻敦子 9784764960398

新型コロナウィルス大流行で

知りたいこと・考えたいこと
KP00065916 近代科学社Digital 202205 PDF ¥3,960 - ¥7,920

井田喜明 9784764960381

大学における一般情報教育 KP00059319 近代科学社Digital 202203 PDF ¥5,808 - ¥11,616

河村一樹　稲垣知宏 9784764960374

JavaScriptによる

アルゴリズム入門
KP00059006 近代科学社Digital 202202 PDF ¥6,600 - ¥13,200

山本修身 9784764960336

初学者のための

ディジタル信号処理
KP00059663 近代科学社Digital 202203 PDF ¥5,808 - ¥11,616

田中賢一 9784764960329

一人称研究の実践と理論 KP00067715 近代科学社 202207 PDF ¥9,240 - ¥18,480

諏訪 正樹 9784764906532

はじめての半導体デバイス

増補版
KP00060775 近代科学社 202204 PDF ¥7,590 - ¥15,180

執行直之 9784764906440

一般教養としての人工知能入門 KP00056870 近代科学社 202201 PDF ¥6,930 - ¥13,860

上野晴樹 9784764906389

「ひとが生きるリアリティ」に迫るためにはどういうやりかたで研究するのがよいのか？　一人称研究はこの問いと格闘してきた者

たちが人工知能や認知科学の分野から提唱した手法である。　本書は三部構成となっており、第1部は理論、第2部は実

践研究事例、第3部はまとめとしている。第1部と第2部を行ったり来たりしながら読み進めることで、一人称研究をどう遂行す

ればよいのか、分析をどう行えばよいのか、得られた知見をどう評価すればよいのかが理解しやすくなっている。

本書では、冒頭で人類の土地移動の歴史を概観し、続いてアングロ・サクソン人によるブリテン島の征服とキリスト教化、

1066年のノルマン征服以降に修道院への土地寄進がどのように広がっていったか、などについて、民族法や告解制度、土地

利用といった観点を交えながら解説します。

本書は、新型コロナウィルスの大流行について、この難局の舵取りを感染症の専門家とよばれる人たちに任せておいて大丈

夫なのだろうか、と著者が疑問を抱いたことに端を発しています。　結局、自分が納得するには自分で情報を集めて理解に努

めるしかないという結論に達した著者は、「同じような思いをもつ人たちに、もう少し助けになる書籍があってもよいのではない

か」という考えから、多くの人たちの知りたい内容をわかりやすく伝え、一緒に考える上で少しでも役立つものになってほしい、と

本書を執筆しました。

情報処理学会の一般情報教育委員会メンバーが、大学の一般情報教育について広く認知されることを目的として進めた

調査研究活動を書籍化。本書では各大学で実施された情報プレースメントテストシステムの分析結果を解説し、メンバーそ

れぞれが一般情報教育の在り方について提言しています。

本書はアルゴリズムの基礎的な内容をJavaScriptを用いて解説したものです。従来の教科書で扱われていた内容を大幅に

削減し，初等的なアルゴリズムに限定して実例を入れて詳しく解説しました。また，それらのアルゴリズムを用いて解ける問題

のプログラム例をできる限り含めています。それは，著者がこのような基礎的なアルゴリズムの理解とプログラミングは不可分で

あると考えているからです。

信号処理は，電気回路などの知識をベースとして，音声・画像処理のために大切な知識として位置づけられています。本

書では，従来の信号処理のテキストにおける内容をできるだけ平易化し，必要と思われる数学的なアプローチも随所に記

載をして，理解しやすさに重きをおいています。数学III程度の内容がある程度理解できるようであれば充分に読み進められ

るように配慮し，その補完として第2章において数学的な扱いをあえて示しています。

日本のSDGsの取り組みを指標と専門家の寄稿でまとめる年鑑「SDGs白書」。最新刊の2020-2021年版は、慶應義塾

大学SFC研究所xSDG・ラボ、ジャパンSDGsアクション推進協議会、SDSN Japan、インプレス・サステナブルラボで構成さ

れるSDGs白書編集委員会の企画・編集により、世界を襲った新型コロナウイルス（COVID-19）のSDGsへの影響をふり

返るとともに、その先のよりよい復興、社会変革に向け、今何に取り組むべきかを展望します。

AIの社会実装が始まった一方、AI技術を正しく理解していないことで様々な混乱が起こる懸念があります。本書は放送大

学テレビ番組(BS 231ch)『AIプロデューサー～人とAIの連携～』の教材として、様々なAI技術の適用可能性と限界を正

しく認識し、産業の様々な現場で有用なAIシステムを提言できる人材ーーAIプロデューサーの育成について解説しています。

2019年末にコロナ禍が報じられてから、これまで図書館が行ってきた児童サービスは、図書館の閉館や時間制限等のあおり

を受け提供されなくなりました。そこで、図書館では、今後の児童サービスはどうあるべきかという点から電子書籍を導入しデジ

タル化する等、様々な工夫をしています。このような変化の中でも児童と本を結ぶという児童サービスの本質および使命に変

わりはなく、今後とも継続されなければなりません。　そこで筆者は、本書を読んでくださる読者の皆さんと共に新しい児童サー

ビスの地平をひらいていきたいと願って本書を編みました。

近代科学社

27

30

28

29

24

25

26

23

31

33
AIが体系的に学べる。数式なしで！人工知能（AI）の第3次ブームが来ていると言われて久しいが，ディープラーニングを

中心とした機械学習による本格的な社会実装が始まっているのが大きな特徴でもある。2021年度より文・理の区別なく大

学初学年からAIに関する教育が実施されることが文科省で決まり，AI技術は本格的な過渡期に突入しようとしている。そこ

で本書では，文系学生を含めた様々な分野の読者に必須の教科書とするべく，AIの基礎から応用までを体系的に，ほぼ

数式なしで解説した。

32 本書は「はじめての半導体デバイス」の増補版。半導体デバイスは、大学、高専の電気・電子系学科では必須授業である。

しかし厳密な講義を行おうとすると量子力学から解き明かさなければならなくなり、大変ハードルが高くなる。本書ではあえてそ

こには触れず、半導体デバイスの基礎を直観的かつ本質的に理解することを目指し、式よりも図を多く用いて理解出来るよ

うに工夫している。また、半導体デバイスを理解する上で最も有効なエネルギーバンド図を使って説明している。
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Pythonでプログラミングして

理解する 機械学習アルゴリズム
KP00059310 近代科学社 202202 PDF ¥8,910 - ¥17,820

神野健哉 9784764906365

Rではじめるケモ・マテリアルズ・

インフォマティクス
KP00068535 近代科学社 202207 PDF ¥13,200 - ¥26,400

高田章　金谷重彦 牛島知彦

福井祥文 小野直亮
9784764906549

シン・営業力 KP00059323
クロスメディア・パブ

リッシング
202202

EPUBリフ

ロー
¥4,620 - ¥9,240

天野眞也 9784295406587

新・ラグジュアリー KP00060497
クロスメディア・パブ

リッシング
202203

EPUBリフ

ロー
¥5,940 - ¥11,880

安西洋之　中野香織 9784295406631

仕事の研究 KP00059509
クロスメディア・パブ

リッシング
202202

EPUBリフ

ロー
¥4,620 - ¥9,240

美濃部哲也 9784295406594

だから僕たちは、

組織を変えていける
KP00054476

クロスメディア・パブ

リッシング
202111

EPUBリフ

ロー
¥5,940 - ¥11,880

斉藤徹 9784295406259

記憶はスキル KP00062063
クロスメディア・パブ

リッシング
202204

EPUBリフ

ロー
¥4,620 - ¥9,240

畔柳圭佑 9784295406266

なぜ、歯ぐきが健康な人ほど

いつまでも長生きできるのか
KP00064284

クロスメディア・パブ

リッシング
202205

EPUBリフ

ロー
¥4,620 - ¥9,240

船越栄次 9784295406808

言葉のアップデート術 KP00065286
クロスメディア・パブ

リッシング
202205

EPUBリフ

ロー
¥4,950 - ¥9,900

小竹海広 9784295406822

コンテンツ・ボーダーレス KP00068107
クロスメディア・パブ

リッシング
202207

EPUBリフ

ロー
¥5,280 - ¥10,560

カン・ハンナ 9784295407003

ロジカルな文章、情緒的な文章 KP00068256
クロスメディア・パブ

リッシング
202206

EPUBリフ

ロー
¥4,620 - ¥9,240

坂本宗之祐 9784295406969

36 「こちらが営業しようと思っていないのに、お客様のほうから買いたいと言ってくれる」――そんなシチュエーションは、営業からした

ら、これ以上ない理想の形でしょう。本書は、そんな営業の理想に近づくための方法論を展開していきます。そのためには「戦

略眼」と「観察眼」を身につける必要があります。そして、「情報力」で差をつけます。このことについては、順を追って丁寧に解

説しますので、あなたが本書を読み終えるころには、これからの時代の営業力がわかっているでしょう。

クロスメディア・パブリッシング

39 組織に「やさしさ」を取り戻すことで、自律的な課題解決ができるようになる。そのために僕たちは、結果よりも「関係性」と向き

合わなくてはならない。

世界の経営学、組織論、リーダー論によって解き明かされた「組織の真実」と、たったひとりから組織の空気感を変えていくため

の超実践的メソッド。

35 本書は新化学技術推進協会で開催されている「化学×デジタル人材育成講座」の講義資料を基に、ものづくりの現場にお

いて役立つRプログラミングを習得することを目指して構成されている。準備編、統計・検定編、機械学習編、より高度な機

械学習編の4部構成で順に学びながら、100本以上のプログラム演習を通してケモ・マテリアルズ・インフォマティクスの基礎を

理解する。

34 Pythonで機械学習のアルゴリズムを理解しよう！Pythonでは機械学習のプログラムは様々なライブラリ・モジュールを使うこ

とで簡単に試すことができる。その反面、単にモジュールを使用するだけでは機械学習の中のアルゴリズムがブラックボックス化し

てしまい、計算結果の意味を正しく捉えることも難しくなってくる。本書ではまず「機械学習」のアルゴリズムを解説し、機械学

習の動きをPythonで実際にプログラミングすることで、アルゴリズムの流れが理解できるよう構成している。

40 特別なことをしなくても、やりかたを少し変えるだけで、おもしろいほど「覚えられる! 」「忘れない! 」「思い出せる! 」学習塾など

に導入される記憶アプリ「Monoxer(モノグサ)」を開発した元Googleエンジニアが、効率的に記憶を定着させる方法を教え

ます。

37 「文化の創造が結果的に利益の源泉となっていく」という新しい考え方と、クチネリをはじめとした実践の動きを、「旧来のラグ

ジュアリーとの対比」「意味の創造」「教育」「文化盗用」「サステナビリティ」など多様な切り口から一冊にまとめるのが本書。

10の視点で「新しい世界」を読み解きます。

38 予測不可能な時代をたくましく生き、明るい未来を創っていく若い世代の人たちへこれからの時代は「ジョブ型雇用」の時代ど

の部署や企業に属していようと、一人ひとりの専門性や“らしさ”で活躍することができる！　本書では、仕事において何かを創

造していく際に役立ちそうなことを法則に絞り、仕事術の法則としてまとめています。

43 世界の人々は、その国でしか表現できない、あなたにしか表現できない、まだ見ぬ新しいコンテンツを待っている。その時代の

変化をうまく捉えて、世界的なヒットを次々と生んでいるのが韓国。本書では、BTS、「愛の不時着」「イカゲーム」など、いま勢

いに乗る韓国コンテンツの事例を中心に、世界へコンテンツを届ける方法について考える。

44 書くという行為は、せっかく人間だけに備わった特殊な能力。書き方一つで、人との意思疎通がスムーズになったり、仕事や私

生活が大きく向上したりする。同じことを取り上げるにしても、書き方で相手の反応は180度変わる。筆者は元社会部記者

として、批判的な文章も多く書いた。現在は、良い部分にフォーカスして書く重要性を人々に伝え、多くの人が人生を向上さ

せている。

41 健康長寿は「歯ぐき」が9割! 歯みがきは、歯ぐきのために。人生100年時代、入れ歯やインプラントになったとしても、「自分

の口で」食べられることが幸福の源泉です。世界最高齢、ギネスブック認定の田中カ子(かね)さん(119歳)も、元気にご自身

で食事をしています。基本は歯ぐき。いま、日本人の7割が歯周病だといわれます。歯ぐきをだめにする歯周病が進むと、歯を

失うだけではなく、糖尿病や心疾患、アルツハイマー型認知症など、さまざまな恐ろしい病気にも。

42 本書は、「正しく相手に伝わる言葉へアップデート」するための考え方、思考法について書いています。

言葉を受け取る相手も、自分も、世の中も前向きになれるよう、令和の社会的な背景も踏まえながら、現代にフィットする言

いかえ方を「24」にまとめています。
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クリエイティブ整理・収納術 KP00067877
クロスメディア・パブ

リッシング
202207

EPUBリフ

ロー
¥4,290 - ¥8,580

TSUN 9784295406983

でんしゃでまなぶにほんちず KP00068154 天夢人 202012
EPUB(固定

レイアウト）
¥3,960 - ¥7,920

旅と鉄道編集部【編】 9784635822572

踏切の世界 KP00067632 天夢人 202112
EPUB(固定

レイアウト）
¥4,752 - ¥9,504

chokky 9784635823388

日本刀入門 KP00065019 天夢人 202201
EPUB(固定

レイアウト）
¥5,280 - ¥10,560

刀剣ファン編集部 9784635823494

刀装具　新・解体新書 KP00065021 天夢人 202201
EPUB(固定

レイアウト）
¥5,808 - ¥11,616

生田享子 9784635823487

日本刀が見た日本史 KP00065029 天夢人 202202
EPUB(固定

レイアウト）
¥4,752 - ¥9,504

「刀剣ファン」編集部 9784635823661

寝台特急

「サンライズ瀬戸・出雲」の旅
KP00065036 天夢人 202203

EPUB(固定

レイアウト）
¥5,280 - ¥10,560

「旅と鉄道」編集部【編】 9784635823838

大垣夜行と快速「ムーンライト」

のすべて
KP00067704 天夢人 202204

EPUB(固定

レイアウト）
¥5,280 - ¥10,560

「旅と鉄道」編集部【編】 9784635823951

阪急電鉄のすべて　改訂版 KP00065039 天夢人 202203
EPUB(固定

レイアウト）
¥4,752 - ¥9,504

「旅と鉄道」編集部【編】 9784635823722

新幹線のすべて　改訂版 KP00067699 天夢人 202204
EPUB(固定

レイアウト）
¥4,752 - ¥9,504

「旅と鉄道」編集部【編】 9784635823944

鉄道で伸ばす子どもの地頭力 KP00067701 天夢人 202205
EPUB(固定

レイアウト）
¥3,960 - ¥7,920

鉄道博士 9784635823777

47 鉄道の安全対策の中で唯一減っているもの、それが踏切です。一般に踏切というと、道路を遮断する邪魔なものですが、全

国には形状、音、立地など特徴的なものが多々ありま す。 本書では、全国にある特徴的な踏切を紹介し、奥深い魅力を

見せていきます。また、音や動作に特徴があるものは著者のYoutubeのQRコードを載せることで、動画で実態をより 把握し

やすくします。

48
刀剣ファンシリーズの第一弾となる「日本刀初心者でもわかる　日本刀入門」。日本刀の世界を楽しむための基礎知識をわ

かりやすく丁寧に解説。写真、イラストとともに楽しく学 べる一冊。  

45 会社に行って働き、休日は家で寛ぐ。そんなライフスタイルはなくなりました。今は、ワークとライフの境目がなくなくなり、平日も

自宅で仕事をするということが日常になってきました。そういったライフスタイルの大きな変化のなかで、家でのワークスペースをど

うすべきか？　家を快適にするにはどうすべきか？　そういった問題が出てきました。本書はそんな問いに悩んでいる方に、最善

のアイデアを提供するヒントとすべく、整理・収納をクリエイティブにする方法を提示しています。

46 鉄道に興味を持つ子どもたちが楽しく日本地図をおぼえることができる一冊です。日本にはどんな県があるのかな？かっこいい

あの新幹線はどこの県まで行くのかな？いつも乗っている特急は何駅を通るのかな？など、子どもが気になる疑問をかっこいい

写真と文字が大きめの文章で分かりや すく解説します。大好きな電車の写真で毎日一緒に日本地図を覚えていこう！

天夢人

51
寝台特急「サンライズ」の個室ガイドを中心に、鉄道著名人による乗車記、サンライズ乗車時のアドバイスなどで、鉄道初心

者でもわかりやすいサンライズガイドです。 

52
大垣夜行、快速「ムーンライト」シリーズのこれまでの軌跡をまとめた一冊です。当時を振り返る乗車記などで、青春18きっぷ

の旅の友として、ビジネス移動などで記憶に残り、多 くの人々に愛された懐かしい列車を振り返ります。 

49 名刀を彩る刀装具は、専門の金工師たちが伝統的な技を磨きつつ、さまざまな意匠を凝らし名品を生み出してきました。今

なお残る鐔、目貫、小柄、笄、縁頭など約60の名品の 魅力を紹介するとともに、刀装具の基礎知識などをわかりやすく解

説します。

50
日本刀の歴史を軸に、日本の歴史を振り返る。刀剣からみた新しい日本史の見方を提示する、トリビア風のコラムを約40本

所収。日本の歴史を動かした事件や人物たちと日本 刀の関わりを紹介する。

55 鉄道好きな子は集中力があるだけでなく、列車の行き先から漢字を覚えたり、「時刻表」から地名を覚えたり、車両への興味

から電気や機械を知ったりと、好きなことを知識に変える力を持っています。本書は「鉄道は、最高の知育教材です!」をモッ

トーとするYouTuber「鉄道博士 / Dr.Railway」さんの初の著書で、好きなことをどう勉強に生かすか、その生かし方や発展

の方法、親が協力すべきことなど、子どもの「鉄道好き」のモチベーションを使って、自ら勉強する癖がつく秘訣を伝授します。

53 「鉄道がもっとわかると、電車に乗ることがもっと楽しくなる! 」をコンセプトにした「鉄道まるわかり」シリーズ。 2019年に発行した

「阪急電鉄のすべて」を改訂。駅の改称やリニューアル、事業の変化など、この3年間の変化を反映した最新版です。 本書で

は、阪急電鉄を企業、路線、駅、車両、歴史、雑学の 6 テーマに分けて詳しく解説。 関西で圧倒的なブランド力を持つ阪

急の魅力に迫ります。

54
「新幹線の●●がわかる」として、基本、路線、駅、車両、歴史、魅力の6テーマを見開き単位で構成します。改訂版では、

2019年の初版から今日までの変化を踏まえ、内容をアップデートしています。
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ヤマケイ文庫 大地の五億年 KP00066840 山と溪谷社 202206
EPUBリフ

ロー
¥3,630 - ¥7,260

藤井一至 9784635049436

あした出会えるきのこ100 KP00066847 山と溪谷社 202206
EPUB(固定

レイアウト）
¥4,224 - ¥8,448

新井文彦【著】 9784635062992

変形菌

発見と観察を楽しむ自然図鑑
KP00066848 山と溪谷社 202206

EPUB(固定

レイアウト）
¥5,280 - ¥10,560

川上 新一【解説】

新井 文彦　髙野 丈【写真】
9784635062978

動物行動学者、

モモンガに怒られる
KP00061678 山と溪谷社 202205

EPUBリフ

ロー
¥4,620 - ¥9,240

小林朋道 9784635063142

あした出会える雑草の花100 KP00060803 山と溪谷社 202204
EPUB(固定

レイアウト）
¥4,224 - ¥8,448

髙橋修 9784635063005

あした出会える野鳥100 KP00059991 山と溪谷社 202203
EPUB(固定

レイアウト）
¥4,224 - ¥8,448

柴田佳秀【文】　菅原貴徳【写真】

piro piro piccolo【イラスト】
9784635063067

となりのハト KP00060008 山と溪谷社 202203
EPUBリフ

ロー
¥4,009 - ¥8,019

柴田佳秀 9784635063104

いきもの六法 KP00060078 山と溪谷社 202204
EPUB(固定

レイアウト）
¥4,752 - ¥9,504

中島慶二　益子知樹【監修】

山と溪谷社いきもの部【編】
9784635590518

ひとりぶんのスパイスお菓子 KP00064507 山と溪谷社 202206
EPUB(固定

レイアウト）
¥3,432 - ¥6,864

印度カリー子 9784635450614

なつのやまのとり KP00064264 山と溪谷社 202206
EPUB(固定

レイアウト）
¥4,224 - ¥8,448

piro piro piccolo 9784635590532

タモ網1本ではじめられる魚とり KP00068397 山と溪谷社 202207
EPUB(固定

レイアウト）
¥4,752 - ¥9,504

仲義輝 9784635063135

62 ハトの世に知られていない豆知識がたくさんつまった、身近な生きものの世界を見る目が変わる一冊！ 馬鹿っぽい、汚い、何

考えているのかわからない……など、マイナスイメージも多く、時には害鳥として駆除もされる身近な鳥、ハト。 そんなハトには、

知られざる驚きの能力と、人との深いつながりがあった。  

63 近年、「天然記念物と知らずに捕まえた」などの行為をSNS上にアップロードし、違法行為として炎上するケースなどが増えて

います。本書は、「日本中どこでもとってはダメな昆虫 」といった形で、生物・環境ごとに章分けした上で、法規制が「種・場

所・種と場所・その他」のどれに対してかかっているのかで分類し、わかりやすく紹介します。

64 お菓子作りを始めたい人へ、お菓子作りが好きな方へ、スパイスが好きな人へ、前書『ひとりぶんのスパイスカレー』でスパイス

の魅力を知ってしまったあなたへ。 ひとりぶんの美味しいスパイスレシピ集、シリーズ第3弾登場！  本書『ひとりぶんのスパイスお

菓子』は、少ない材料で余さずおいしく食べ切れるサイズのお菓子が作れる、ほかにはないレシピ本です。  一人分から作れて、

スパイスでさらに美味しさアップ！ 一日で食べきれなくても、保存がきくから明日も明後日も楽しめます。  

56 身近なはずの「土」のことを、私たちはどれほど知っているだろうか。

土の研究者である著者がスコップ片手に世界を飛び回り、土に残された多くの謎を掘り起こしていく。

土と生き物たちの歩みを追った5億年の、そして未来へ向けたドキュメンタリー。

文庫化にあたり著者書き下ろしのあとがきを収録。

山と溪谷社

59 目をあけて眠るアカネズミ、公衆トイレをつくるタヌキ、孤島に１頭で生きるシカ、ハエに血を吸われるコウモリ??。 野生動物を

「好きすぎる」著者の奮闘動物エッセイ！！ 野生動物たちのユニークな生態、彼らと濃く触れ合う日常、共存のあり方まで語

り尽くす。

60 あしたの散歩が、今日よりもっと楽しくなる、いちばん身近な雑草の花図鑑が誕生。  ヤマケイの図鑑新シリーズ「散歩道の図

鑑」。 街なかの道端や空き地、公園、河川敷などで出会える、身近な雑草の花100種を選抜しました。 各種のキャッチフレー

ズで特徴がわかりやすく、雑草の花の魅力がわかる楽しい解説が満載で、お家で読んでも楽しめます。 軽く、片手で持てるコ

ンパクトサイズ、大きく開ける丈夫なPUR製本で、持ち歩き図鑑にもぴったりの図鑑です。

57 あしたの散歩が、今日よりもっと楽しくなる、いちばん身近なきのこ図鑑が誕生！  ヤマケイの図鑑新シリーズ「散歩道の図

鑑」。 街中の道端や公園などで出会える、身近なきのこ100種を選抜しました。  各種のキャッチフレーズで特徴をわかりやすく

知ることができ、解説には雑学や食毒など、きのこの魅力が満載。 お家で読んでも楽しめる図鑑です。  軽く、片手で持てるコン

パクトサイズ、大きく開ける丈夫な製本（PUR製本）なので、持ち歩き図鑑にもぴったりの図鑑です。

58
動物でも植物でも菌類でもない不思議な生物、変形菌。 そんな変形菌の待望のフィールド図鑑が登場！   ◎この一冊で野

外で見つかるほとんどの変形菌がわかる 身近なものから、美しい好雪性(雪解けの時期に出てくる変形菌)のものまで。日本

で見られる変形菌250種を掲載。  ◎専門家による、変形菌を見つけたり、見分けるための情報が満載 基本的な生態解説

や、発生地域、時期、基物などの探すためのヒントになる情報はもちろん、同定に役立つための色や形の詳細なデータや、類

似種までしっかり解説。 

61
あしたの散歩が、今日よりもっと楽しくなる、いちばん身近な野鳥図鑑が誕生！  もう手紙も配達せず、レースにもでなくていい

のです。―ドバト 東京の空を飛び回る緑のインコ―ワカケホンセイインコ  ヤマケイの初心者向け図鑑新シリーズ「散歩道の図

鑑」。 市街地や公園、河原、湖で出会える、身近な野鳥100種を選抜しました。  各種のキャッチフレーズとイラストで、特徴

が一目でわかる、初心者にやさしい図鑑です。 街なかでの野鳥の姿がわかる、楽しい解説が満載で、お家で読んでも楽しめ

ます。 

65 「野鳥ってかわいい！　おもしろい！」 これまでになかった美しいイラストによる「鳥見BOOK」 山や森、自然のなかに出かける

楽しみが、もっと広がります。  夏山シーズンに、山麓の森から登山道の途中、稜線や山頂付近で見られる野鳥、46種を紹

介。 鳥たちの個性豊かな生態を、かわいらしいイラストと文で綴ります。

66
水辺の生き物がとれる！わかる！道具の選び方・魚とりテクニックと、水辺の生き物150種以上図鑑などを掲載。タモ網での

魚とりはこれ1冊でOK！
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一生に一度は見てみたい

空の見つけかた事典
KP00068398 山と溪谷社 202207

EPUB(固定

レイアウト）
¥4,224 - ¥8,448

武田康男 9784635063197

アンダー・ゼア・サム KP00060400 リットーミュージック 202109
EPUBリフ

ロー
¥8,250 - ¥16,500

German Bill【著】 9784845636716

3000円で"できるドラマー"

になれる！ 超ドラム初心者本
KP00060398 リットーミュージック 202109

EPUB(固定

レイアウト）
¥6,600 - ¥13,200

長野祐亮 9784845636686

できる ゼロからはじめる

パソコン音楽制作超入門
KP00060403 リットーミュージック 202110

EPUB(固定

レイアウト）
¥5,940 - ¥11,880

侘美秀俊 9784845636785

よくわかる音楽著作権ビジネス

実践編 6th Edition
KP00060405 リットーミュージック 202111

EPUB(固定

レイアウト）
¥11,220 - ¥22,440

安藤和宏 9784845636839

よくわかる音楽著作権ビジネス

基礎編 6th Edition
KP00060404 リットーミュージック 202111

EPUB(固定

レイアウト）
¥10,560 - ¥21,120

安藤和宏 9784845636822

ラヴァーズ・ロック・レコード・ガイド KP00060412 リットーミュージック 202112
EPUB(固定

レイアウト）
¥7,260 - ¥14,520

It’s a Romance Production 9784845637003

東京バックビート族 KP00048979 リットーミュージック 202002
EPUBリフ

ロー
¥6,600 - ¥13,200

林立夫 9784845634798

DTMerのためのコード入門 KP00060406 リットーミュージック 202201
EPUB(固定

レイアウト）
¥7,260 - ¥14,520

清水響 9784845636846

特撮と怪獣　増補改訂版 KP00049046 リットーミュージック 202105
EPUBリフ

ロー
¥8,250 - ¥16,500

成田亨 9784845636235

できる　ゼロからはじめる

ギターコード超入門
KP00048506 リットーミュージック 202106

EPUB(固定

レイアウト）
¥5,214 - ¥10,428

野村大輔 9784845636341

リットーミュージック

来年で創刊40周年を迎えるドラム専門誌、リズム&ドラム・マガジンが手がける初の本格的なビギナー向けのドラム教則本が

完成！　ドラム・マガジンのメイン・ライターであり、ドラム講師としても豊富なキャリアを誇る長野祐亮氏が、ドラムを始めてみた

いという"初心者の一歩手前"のビギナーに基礎の基礎から丁寧にレクチャー。掲載しているエクササイズはYouTube連動！

また「3000円でドラマーになれる」をテーマに、DIY練習パッドの作り方なども紹介。

70 累計7,500万部の人気を誇る「できるシリーズ」に、パソコンによる音楽制作（DTM）の入門書が登場しました。無料の音

楽制作ソフトをダウンロードすることで、あなたのパソコンが本格的な音楽スタジオに早変わり!　楽器の経験がない人でもパソ

コンを使えばいろいろな楽器の音を鳴らすことができ、自分の音楽を作っていくことができるのです。初心者がつまずきやすい

セットアップやユーザー登録なども、大きな画面写真で丁寧に紹介しているので、誰でも簡単に音楽制作を始められます。

67 「きれいな夕焼け」「虹」「彩雲」「グリーンフラッシュ」「オーロラ」……素敵だけど、その空はどうやったら見つかる？

身近で見つけたい空から、一度は見てみたい素敵な空まで、それらの成り立ちや見つけ方を空のプロが解説。

84の不思議で美しい空の見つけ方が、綺麗な写真とわかりやすい解説でよくわかります。

68 ファンジン制作を通じ、ローリング・ストーンズにすべてを捧げた青年が、間近で見たメンバーの素顔や巨大ロック・バンドの内実

を描いた青春ノンフィクション！10歳でローリング・ストーンズのファンになり、1978年、ハイスクール時代にこっそり忍び込んだ

学校の印刷室でファンジン第1号を発行。〈ベガーズ・バンケット〉と題されたそのミニコミは、やがてローリング・ストーンズのメン

バーにも認められ、遂にはバンドの公式ニュースレターに！

69

71 音楽ビジネス関係者から絶賛を浴びている大ヒット・ロングセラー『よくわかる音楽著作権ビジネス』が、最新の音楽配信ビジネ

スや海外の著作権事情などを取り入れて、全編リニューアル。書き下ろし2話を追加のほか、各種ケースに対応した契約書

フォーマットも充実。音楽ビジネス実践的バイブルの最新改訂版。現場で役立つ最新情報を満載し、大学教授である著者

がわかりやすく解説します。

72 教科書にも多数採用されている大ヒット・ロングセラー『よくわかる音楽著作権ビジネス』が、法改正と最新情報を取り入れて

全編リニューアル。TPP発効による著作権保護期間の延長や、2022年1月1日の法改正にも対応した、音楽ビジネス解説

書の最新改訂版。近年流行りのライブ生配信の権利処理の疑問や、複雑な音楽著作権の基本構造と法律理論を、大学

教授である著者がわかりやすく解説します。

73
近年、リバイバルしているアナログ・レコードのマーケットを中心に、国内外から新しい作品やコンピレーションが登場し、あらため

てラヴァーズ・ロックが注目を集めています。そんななか、2020年に誕生し、リリースした作品が即完売するなど、シーンに新風

をもたらしているレーベル、It's a Romance Productionによる初のガイドブックが登場。シングル、アルバムの総掲載枚数

は700枚以上という大ボリュームでありながら、ビジュアルも重視した紙面により、リスナーをラヴァーズ・ロックの世界へと優しく誘

います。

77 ギターをはじめたばかりの人にとって、コードを押さえることは大きな難関です。そこで本書は、弦を押さえる指は1本だけ使うとこ

ろからはじめ、使用する指を2本、3本...と増やしていく方式を採用。これなら、挫折することなく、コードを押さえることができる

ようになるハズです。しかも、需要な音から押さえていくので、コードを弾いている感覚が得られるだけでなく、コードの構造（音

楽理論）も同時に学べます。

74 “バックビート族”が躍動する昭和の東京を舞台に、 後に日本のポップスの土台を形成する音楽家達との出会いの中で、 自ら

の音楽観を追求し、葛藤しながらもしなやかに時代を駆け抜けた。 今なお音楽シーンの最先端を走り続ける林立夫の半生

記。  1970年代初頭から、現在に至る日本ポップスの新たな“起点”となり活躍し続けてきた名ドラマー、林立夫の自伝。

75 音楽理論書を買ってみたものの、五線譜や鍵盤楽器が苦手なため、なかなか解説が頭に入ってこない......という経験を持

つ人もいるのではないでしょうか？　音楽理論は、自分で演奏して音を出してみることで腑に落ちるもの。本書はDTMに取り

組む方に向けて、全編でピアノロールを使用して解説を行いました。ほとんどのDAWに装備されているピアノロールの画面で、

マウスなどを使って入力していくことで、本書の解説を再現することができます。

76
「ウルトラマン」の意匠世界を構築した芸術家の名著！ 「シン・ウルトラマン」のデザインコンセプトの原点『真実と正義と美の化

身』も掲載  成田亨（1929年生~2002年没）は 『ウルトラQ』『ウルトラマン』『ウルトラセブン』に 実質的な美術総監督とし

て参加、 怪獣・メカなどのデザイン全般を手掛けた伝説の人物。 本書は1996年に発刊、近年は入手困難となっていた 成田

亨の自伝『特撮と怪獣 わが造形美術』に 初版から25年の間の情報を略年譜や仕事目録に追加するなど 増補改訂して復

活したものです。 

タイトルリストはこちら ⇒ https://kinoden.kinokuniya.co.jp/product/img/KD0384_list.xlsx 

https://kinoden.kinokuniya.co.jp/product/img/KD0384_list.xlsx

