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No

ＩＳＢＮ

大カテ
ゴリー

書名

素材集

幾何学模様、紙素材、イラスト素材、フレーム素材、パターン素材など、これま
でなかった「北欧テイスト」「北欧スタイル」「北欧デザイン」の素材を満載！
さまざまなシーンで、デザイン素材として使える。

かわいい日本のデザイン素材集 ジャパニ
ーズニューデザインブック

デザイ
ン

素材集

花、小物、リボン、建物、文様、文字、水彩タッチ素材、アンティーク、着物
柄、フレーム素材、ライン、吹き出し、メッセージ、パターン素材、壁紙など、
まったく新しい和の素材集。さまざまなシーンで、デザイン素材として使える。

素材集

ニューヨークのカフェで見かけるようなブラックボードに描かれたグラフィティ
（らくがき）。文字のカタチと伝えたいイメージを融合したハイセンスなロゴ。
ほんのちょっとあしらいが欲しいときに使えるフレームやイラスト。本書ではオ
トナ女子の心をくすぐる、さりげないけどかわいい素材をたっぷり収録。

素材集

"さまざまなデザインに役立つフリーフォント欧文・和文合わせて369書体収録。
「読む」ではなく「魅せる」目的で効果的に、外国人作者のセンスが光る欧文フ
ォントを含め世界中から思わず使ってみたくなる魅力的なフォントを集めていま
す。 パラパラ眺めるデザインの参考資料としてもお使いいただけます。"

素材集

"雑誌の紙面やカタログ、手作りアルバムなど、写真を扱うデザインワークに最
適な素材集。収録素材は写真と組み合わせて使うことを想定。ファッション、イ
ンテリア、雑貨、料理、子どもなどの写真を引き立てるゆるかわ手描きイラスト
を便利な素材データとしてたっぷり収録。 写真にちょこっとのっけるだけでほっ
こりあったかい印象のデザインができあがる。"

ソシム
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ソシム
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ソシム

ソシム
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10179

書籍紹介

デザイ
ン

かわいい北欧のデザイン素材集 スカンジ
9200
ナビアデザインブック

ソシム

小カテゴリー

グラフィティ＆フォント素材集
ヨ－クデザイン

10223 手書き風フリ－フォント集

10285 写真がかわいくなる素材集

ニュ－

デザイ
ン

デザイ
ン

デザイ
ン

他国販
売実績

ソシム

ソシム

ソシム

ソシム

ソシム

ソシム
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10582

ぽんぽん素材集 ILLUSTRATOR
CREATIVE TOOLS COLLECTION

デザイ
ン

デザイ
ン

10575 ゆるふわナチュラル素材集

10803

チョ－クとペンのイラスト素材集
YORK STYLE BOOK

NEW

生活実
用

10902 アリエナクナイ科学ノ教科書

デザイ
ン

10933 古今文様素材集

10988

おしゃれなフリ－フォント
ＣＴＩＯＮ

デザイ
ン

ＣＯＬＬＥ

デザイ
ン

素材集

"Illustratorの「ブラシ」「シンボル」「パターンスウォッチ」「グラフィックスタ
イル」を収録。 まるでスタンプを押すような感覚で、ぽん！ぽん！と 素材を配
置したり、オブジェクトを加工したりできる新感覚の素材集です。 イラレの便利
な機能を使いこなすことで、 デザインのクオリティ＆スピードがアップすること
間違いなし！ さらに、おしゃれなフリーフォント40書体も収録。"

素材集

甘すぎない大人ナチュラルな水彩素材と手描きの線画パーツを収録。素材はひと
つひとつ丁寧に作り込まれているが、イメージはあえて上品で控えめ。素材その
ものの主張が強すぎないので、「主役」を引き立てる名脇役として活躍。ナチュ
ラル、キュート、ガーリー、フレッシュ、シンプル、ソフト、クリーンなど、様
々なテイストのデザインワークと相性ぴったり。

素材集

ニューヨークの街で見かけるような黒板に描かれたチョークアートを素材として
収録。リアリティを追求し、本物のチョークで１つ１つの絵柄を描き、素材デー
タに仕上げている。さらに、チョークで描く前にペンで描いた「下書き」も素材
データとして収録。ポスターやチラシなどのDTPやグリーティングカード、ウエ
ディングペーパーアイテム、お店のPOP、WEBデザインなどさまざまなデザイン
シーンで活用可能。

その他

「不老不死の存在」、「人類を襲う巨大モンスター」、「未来過去を行き来する
タイムマシン」などなど、フィクションでよく目にする設定を本書では実際の科
学的視点から解説しました。現代日本に生きるわれわれにとって身近なマンガ、
韓国
アニメ、ゲームなどを入り口にすることで、なんとなく敬遠されがちな科学の世
界がグッと親しみやすく感じられることでしょう。面白いのにタメになる、エン
タメ系サイエンスの世界にようこそ！

素材集

"古より伝わる伝統文様を現代的な感性と繊細なタッチで描いた珠玉の素材集。
本書では日本の伝統文様を「装（よそほい）」「漆（うるし）」「陶（すゑも
の）」「古今東西（ここんとうざい）」の ４つのテーマに分け、それぞれの特徴
的な構成で文様素材を紹介。振袖に描かれる華やかな吉祥文様や、黒地に金が映
える蒔絵、磁器陶器の色絵などの美しい日本の伝統文様を収録しています。"

素材集

"本書では作例をイメージごとに下記カテゴリ分けして掲載しています。作りた
いデザインイメージからマッチするフォントを探すことができます。 ・ロマンテ
ィック×フェミニン ・カフェ×ニューヨークスタイル ・華やかはんなり×和スタイ
ル ・ポップ×カジュアル ・ナチュラル×ハピネス"

ソシム

ソシム

ソシム

ソシム
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10896 カリグラフィ－と装飾模様の素材集

11015

11121

はじめてでもすぐに描ける
門

マインクラフト
・インテリア

デッサン入

レッドスト－ン・建築

11084 プログラミング言語図鑑

"カリグラフィーとは「カリグラフィー」とはギリシャ語で「美しい書き物」の
意。西洋や中東における文字を美しく見せるための手法で、文字をアーティステ
ィックにデザインしてメッセージを伝えることができるアートです。ヨーロッパ
ではグリーティングカード、名刺、看板など、さまざまなスタイルで日常生活に
溶け込んでいますが、近年レストランのメニューや結婚式のウエルカムボード、
クリスマスカードなどで目にする機会が増えています。 プロのデザイナーはもち
ろん、デザインをしなければならないノンデザイナーの方まで便利にご活用いた
だけます。"

デザイ
ン

素材集

デザイ
ン

デッサンの三大テーマ「静物」「人物」「石膏」を、それぞれ誰でも描きたくな
イラストレーショ る題材を使って、はじめての方でもすぐに描けるようにていねいに解説。作例
ン・デッサン・塗 は、手順（ステップアップ）だけではなく、鉛筆を手にして描いている手元のカ
り絵
ット（ヨリで）などでも解説し、見せ方もバリエーションを豊かにして飽きない
紙面構成になっている。

"やっぱりここは押さえておきたい建築＆インテリア お手軽な部屋の家具から凝
りに凝ったレストランの内装まで、いろいろなシチュエーションでつかえるイン
テリアのつくりかたを大公開！ キミのマイクラを一歩進化させる建築の秘技も
お伝えするぞ!!マイクラの醍醐味・レッドストーンの“なぜ？”がわかるさまざ
まな仕掛けを実現するレッドストーンの情報も充実。基礎の基礎を学んだら、実
際に制作に挑戦しよう。本書を読めば、ヒミツの鍵付きドアや玄関チャイム、し
まいには溶岩式殲滅装置なんて大掛かりな仕掛けまでつくれてしまうのだ！「え
っ!? こんな方法が？」ビックリ情報満載の袋とじ 巻末の袋とじにはヒミツの情報
がつまりまくっているぞ。無料で手に入れられるさまざまな素材に、多種多様な
裏ワザもご紹介。人気爆発中のSwitch版マイクラの裏ワザまで!? ぜひ自分の目で
確かめてみてほしい。"

生活実
用

ゲーム

IT

数あるプログラミング言語のなかから、多くの人に支持され、またこれから注目
プログラミング・ される言語を厳選。解説イラスト付きで、言語の特徴やポイント、知っておきた
韓国
開発
いキーワードなどをやさしく解説。各言語ごとに掲載した「ハノイの塔」のサン
プルプログラムは、オンラインで実行して、すぐに試せる

ソシム

ソシム

ソシム

ソシム

ソシム
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11138

かわいい南仏のデザイン素材集
カルデザイン

ボタニ

11282 １００問でわかるＰＹＴＨＯＮ

11367 マインクラフト究極スゴ技コレクション

11350

ＳＩＭＰＬＥ＆ＮＡＴＵＲＡＬ素材集タ
イポグラフィ－

11381 今こそホンキで覚えるＰＹＴＨＯＮ

"大人気シリーズ！ ingectar-eの「World Design Bookシリーズ」第５弾！ 北欧、日
本、NYグラフィティ、NYスタイル…ときて、 ５作目となる本作では南フランス
とボタニカルがテーマです。 水彩、線画、写真のボタニカル素材と、南仏のナチ
ュラルな大人のリゾートをイメージした背景やフレーム素材をふんだんに収録し
ています。「手描きのリアルタッチ」にこだわった水彩素材は可憐で女性らし
く、大人っぽい雰囲気をまとった色と質感。おしゃれで癒される雰囲気のデザイ
ンに仕上げたいときに最適な素材です。ほかにも、ドライフラワーやハーブ、多
肉植物などの写真素材、ボタニカルの手描き線画素材など、ナチュラル系デザイ
ンに役立つ絵柄をたっぷり収録しています。"

デザイ
ン

素材集

IT

"さまざまな処理を簡潔に書け、入門者からエキスパートまで幅広い支持を集め
る、いま人気のプログラミング言語「Python」。本書では、100問のクイズを解く
プログラミング・ ことで、プログラミング言語「Python」の基本を学べます。 ・プログラミングっ
開発
て興味はあるけど、むずかしそう ・入門書を読み終えたけれど、本当に理解でき
たどうか自信をもてない そんな方々にお薦めの一冊です。ヒントを隠したり、重
要用語を暗記したりするのに役立つ「赤シート」付き。"

ゲーム

"情報量No.1で攻略テク満載！ これまで刊行してきたマイクラ攻略本のなかか
ら、読者の反響が高かったテクニックの数々を厳選して掲載！ もちろんアップ
デートにはバッチリ対応しているので、安心して活用してもらいたい。 “マイク
ラの今”がわかる！ 最新情報も充実 本書は単なる既刊本の総集編というわけで
はない。満を持して重畳したNew3DS版『マイクラ』の攻略、2017年新登場ブロッ
ク＆モブ解説、最新レシピリストなどなど、最新情報もたっぷり紹介している
ぞ！ ダウンロード特典も過去最大！ ソシムのマイクラ攻略本でお馴染みのダウ
ンロード特典もドドンとご用意しているぞ。記事連動型のワールドデータやレシ
ピ集など、存分に味わいつくしてくれ！"

デザイ
ン

素材集

大人女子の琴線にふれるナチュラルでシンプルなニュアンスカラーの素材をたっ
ぷり収録。さらに、デザインに迷ったときに役立つレイアウト作例、おしゃれで
かわいいフォント、色の組み合わせやカラー展開に役立つカラー情報も掲載。本
をパラパラ眺めながら、お気に入りの作例を見つけたらすぐにデザインに活かせ
る便利な１冊。

IT

自分が今までPythonを覚えられなかったのは、本気を出していなかったからだ！
そう思いたいあなたに最適なPythonの入門書。まず、最初のステップ「実行する
とこんな感じ」で実行イメージを示し、次のステップ「なにをやっているの？」
プログラミング・
でポイントとなる機能の解説を行い、最後のステップ「それではやってみよ
開発
う！」で実際のプログラの内容を説明します。一通り目を通した後は、実際に手
を動かしてコードを打ち込んでみると理解がより深まることと思います。今度こ
そ、Pythonを覚えるぞ！ そんな本気のあなたにピッタリの一冊です。

生活実
用

ソシム

21

11558

ゲ－ム超攻略ガイド
っごい技まとめ

ソシム
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11336

２０記事のミニサイトで月１０万アクセ
スを集める方法

ソシム

ソシム

ソシム
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11602 ＥＸＣＥＬ

マインクラフトす

ＶＢＡ実戦のための技術

11503 職場のムダ取り教科書

11640

ＰＹＴＨＯＮによるＡＩ・機械学習・深
層学習アプリ

生活実
用

ゲーム

すべての始まりとなったPC版から、2017年９月に登場したNewニンテンドー3DS
版まで、実に多くのバージョンが存在するマインクラフト。本書ではPC版を解説
のベースにしつつも、多くのテクニックは他機種版でも問題なく使えるぞ。「こ
れやってみたい！」と思ったら、ぜひキミの環境で試してみてくれ。

IT

インターネット

本書では、わずか20記事のブログで月200万円の収益を上げている事例をもとに、
これからの検索エンジンからの集客方法と効果的な仕組みづくりによるマネタイ
ジングの方法を解説します。

パソコンソフト

"本書は、初心者向けの入門書ではありません。 ExcelVBAを実務の場面で使い込
むにあたって、絶対に必要となる知識。 現場ならではの考え方、知恵、そしてツ
ボとコツ。 そんな「実戦だからこそ求められる技術」を、網羅的にギュッとまと
めてみました。 本書をじっくりと腰を据えて読んでいただければ、これから先の
5年、10年、貴方は戦力で在り続けることができるでしょう。"

ビジネ
ス・実
用

ビジネス・経済

"三井物産、上場企業の社長を経て独立したNPO法人ファザーリング・ジャパンの
代表、川島高之氏は現在、元祖イクボスとして、月10回程度、「業務効率化」と
「イクボス」をテーマに積極的に講演活動をしています。本書は、彼が激務の総
合商社において、仕事半減させつつ、成果倍増させたすべてのノウハウを図解方
式で解説します。 ＜こんな症状に思い当たったら「ムダ取り」必要です！＞
【会議】 ・何も決まらない＆全部先送り ・出席者が多すぎる ・どんでん返しで
議論が無意味に 【資料】 ・何度も作り直す羽目になる ・提出期限に間に合わな
い ・忖度で内容が肥大化する 【メール】 ・些細なことも何でもメール ・タイト
ルで内容がわからない ・CC・転送が横行する ⇒全部、１/8に減らせます！"

IT

"本書は、Pythonプログラマーが、、本書のために作られたサンプルプログラムを
利用し、実際に体験しながら機械学習を業務や作業にどう組み込んでいくかを学
習する解説書です。 機械学習や深層学習の奥は深く、利用できる範囲も広大です
が、まずはどういうものかを、本書で学んでください。 ◆本書で取り扱っている
プログラミング・
技術・サンプル例など AIで美味しいワイン判定、 顔にモザイクをかける、 手書 韓国
開発
き数字を判定、 郵便番号を自動認識、動画から特定の場面を検出 文章を単語に
分割。単語、意味をベクトル化、文章を分類してみよう、自動作文に挑戦、SNS
へのスパム投稿を判定 写真に写った物体を認識、ニュース記事を自動でジャンル
判定、料理の写真からカロリーを調べる"

ビジネ
ス・実
用

ソシム

ソシム

ソシム

ソシム
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27

28

29

11695 けっきょく、よはく。

11725

11473

11848

配色デザイン
ク

インスピレ－ションブッ

ほっこり、あったかい
トリ－素材集

ＰＨＰフレ－ムワ－ク
ＷＥＢアプリ

ナチュラルカン

ＬＡＲＡＶＥＬ

デザイ
ン

累計3万部超の「けっきょく、よはく」と同じシリーズ。より洗練されて、より
今っぽ
く、より伝わる! 「悪くないけど
フツー」のデ
ザ
インが
「あ、オシャレ!」
に変わる! フォントや文字組みにフォーカスしたデ
ザ
インレイアウトの指南書。
フォントの使い方・選び
方をはじ
め、文ヅ
メ・行間など
、文字組みに関すること 韓国・
デザインレイアウ
をメインテーマとしたデ
ザ
イン書て。NG/OK 作例を掲載し、ど
こをど
うすれば 中国・
ト
より洗練されたオシャレなデ
ザ
インになるのかを丁寧に解説。なお、NG 作例は 台湾
「悪くないけど
普通」レベ
ルで
あり、全くリスペ
クトで
きない壊滅的なもので
は
ない。デ
ザ
イン初心者が
やりが
ちな「NG あるある」をリアルに再現し、プ
ロが
作ったデ
ザ
インとの 違いと改善点をわかりやすく紹介。

デザイ
ン

累計2万部超の「配色デザインインスピレーションブック」と同じシリーズ。1つ
のテーマに対し4つのデ
ザ
インレイアウトを紹介するデ
ザ
インレイアウトの本。
1、クライアントの要 望→2、デ
ザ
イナーの頭のなか→3、4人のデ
ザ
イナーが
自分 韓国・
デザインレイアウ
の作品をプ
レゼ
ンする、といった流れで
実際 の現場と同じ
流れで
紙面を構成。ま 中国・
ト
た、説明文等も「クライアントに伝える」を考慮した言い回し(デ
ザ
イナーで
なく 台湾
ても理解で
きる言い回し)で
展開し、非デ
ザ
イナーの方で
も楽しみなが
ら読み進め
られる1 冊
"■ほっこり、あったかい手描き素材が満載！ 繊細なタッチの水彩イラスト、 透
明水彩のドローイングテクスチャ、 手描きのラインアート、 ほっこり和む色鉛
筆イラストなど 老若男女に愛されるかわいい素材をたっぷり収録。 グラフィッ
クデザイン、Webデザインなど さまざまなデザインワークにお役立ていただけま
す。 ■この本の３つのポイント Point1 水彩絵の具で描いたような透明感 Point2
美しい手描きのラインアート Point3 豊富な作例 素材どうしを組み合わせたビジ
ュアル、 写真と組み合わせたデザインなど、さまざまなデザインシーンに素材を
活用した例を紹介しています。"

デザイ
ン

素材集

IT

"Web職人たちから圧倒的な支持を集めているPHPフレームワーク「Laravel」を使
ったWebアプリケーション開発の実践的な指南書。 【1】最新のLaravel 5.5 LTS（
Webプログラミン 長期サポート版）に対応！ 【2】第一線で活躍する著者陣が、大規模化・複雑化
グ・人工知能・機 するWebアプリケーションを開発するための新しい設計技法、技術を詳解。
械学習・データサ 【3】MVCに代わりモダンなPHPアプリケーション開発で採用が増えている
イエンス
「ADR」とは？ 【4】テストコードによる動作検証の基本から、Laravelを使った
テスト駆動開発の導入シナリオまで。 【5】エラーハンドリングやログ収集など
運用に欠かせないノウハウも充実。"

ソシム

ソシム

ソシム
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11718 人事と採用のセオリ－

11794

ディ－プラ－ニングのしくみがわかる数
学入門

11800 いい気分はすべてを変える。

"「人事と採用のセオリー」とは何でしょう。 それは、人事や採用に関する考え
方であり、その背景にある心理学と組織論をベースにした人の行動科学です。 リ
クルートが、東京大学教育学部心理学科の出身者たちの作った会社であることは
ご存知でしょうか。 リクルートのマネジメントスタイルは、創業者である江副浩
正の徹底した人間洞察と、合理主義、現実主義に基づいています。 彼は、他社に
対してリクルートブック(リクナビの原型)というPUSH(オーディション)型採用の
プラットフォームを提供する一方で、自社の社員は基本的にPULL(スカウト)型で
採用しました。 人材の質が企業の成長の鍵であることを理解し、自社の採用ブラ
ンドでは優秀な人材を獲得できないことを知っていたからです。"

ビジネ
ス・実
用

ビジネス・経済

IT

数式をコーディングした実例多数で、ディープラーニングに必要な数学が身につ
Webプログラミン
く、よくわかる！ この本では、数学の知識を、ディープラーニングに必要なも
グ・人工知能・機
のに特化して解説します。数学の内容を中心に解説を行うだけでなく、それぞれ 韓国
械学習・データサ
の数学的項目について、豊富な図や数式と共に、Pythonでの実装を含めたソース
イエンス
コード事例を加える。

ビジネ
ス・実
用

ビジネス・経済

"どうして「いい気分」でいると、様々な「いいこと」が起きるのでしょうか？
いい気分をなかなか感じられない生活を送っている人にも効果はあるのでしょう
か？ いい気分になるためは、一体どういうことをすればいいのでしょうか？ そ
うした、われわれ一般の人間が気づかない、心の持ち方・考え方を、 「世界が尊
敬する日本人100人」にも選ばれた、著者・枡野俊明先生がやさしくアドバイス
してくれます。 これまで、たくさんの引き寄せ本を読んだけど、効果が感じられ
なかった方 また、とどのつまり、引き寄せという行為がよくわからないという方
そして、様々なことやっても、なかなかうまくいかない方 そんな方々に、ぜひ読
んでいただきたい一冊です。 読めばその日から、あなただけでなく、あなたの周
りにも「いい気分」が満ちあふれることでしょう。"

ソシム
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11930 マインクラフト神ワザまとめ

ソシム
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11923 増補改訂Pythonによるスクレイピング

ソシム
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11244

じほう
社

1

知識ゼロからはじめる ゆっくり・ていね
いJavaScript ES6対応

46540 初めの一歩は絵で学ぶ

免疫学

"■略奪者＆略奪獣ってなんだ!? 2018年夏の大型アップデート“アクアティック”
に続き、近々導入が予定されている“村と略奪アップデート”。本書ではいち早
く、最新アップデートの情報も紹介しているぞ！ 平和な村を襲撃してくる略奪
者と略奪獣とはいったんどんなヤツらなのか？ また、見た目が可愛いパンダも
新登場！ ぜひ最新のマイクラワールドを感じ取ってもらいたい。 ■建築＆レッ
ドストーン回路も最新仕様対応に！ どんどん新しいブロックが追加され、できる
工夫の幅も広がっているマイクラ建築。また、ゲーム仕様変更に伴い、それまで
使えていたテクニックが使えなくなってしまうケースもある。そんなときこそ本
書のような最新版対応の攻略本の出番だ！ 建築テクニックや回路の作り方など
もゲームと一緒にどんどんアップデートしているぞ！ ■もちろん恒例のダウンロ
ード特典も最新版対応でご用意！ 解説を読んで「これ面白そう！」と思ったら、
ぜひ本書特典のワールドデータをダウンロードしてもらいたい。手軽に導入して
遊べるのはもちろんのこと、実際の建築に触れることで作り方の理解が深まるこ
とうけあいだ。"

生活実
用

ゲーム

IT

"スクレイピングと機械学習のベストセラーがパワーアップ！ 本書は、2016 年に
発売され好評だった『Pythonによるスクレイピング&機械学習開発テクニック』を
大幅に改訂したものです。 今回の改訂では、 ・ソースコードの全面見直し ・
プログラミング・
Scrapyの解説を加筆 ・TensorFlow Ver1.10以降に対応 ・セキュアなHTTPSサイトへ
開発
の対応 ・SeleniumによるFirefoxの自動操縦の加筆 を行いました。 なお、前回の書
籍を買われた読者の方も、追加部分以外の流れは同じなので、 今回のソースコー
ドを是非ダウンロードしてみてください。"

IT

プログラミング・
開発

一般医
学知識

家庭医学

一般の人でも医学を学んでいる人でも読んで楽しい医学知識の書籍です。
基本的に全項目2ページ完結。左ページは解説文、右ページはそれに対応したわ
かりやすいマンガ・イラストで具体的に解説!!
マクロファージ、樹状細胞、B細胞、T細胞、NK細胞、マスト細胞、好中球、好
酸球、好塩基球……「わたしの体」のなかの免疫部隊（白血球）が、悪い敵（病
原体）から「わたしの体」をまもるために激しい戦いを繰り広げます。わかりや
すいイラストとかみ砕いた解説で繰り広げられるスピーディな展開に、ハラハラ
ドキドキが止まりません。読み終えるころには、複雑なはずの免疫学の基礎がす
んなりと頭に入っている、本当にわかりやすい免疫学の入門書。
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46533 初めの一歩は絵で学ぶ

46526 初めの一歩は絵で学ぶ

45918 初めの一歩は絵で学ぶ

45888 初めの一歩は絵で学ぶ

腫瘍学

薬理学

微生物学

解剖生理学

一般医
学知識

一般医
学知識

一般医
学知識

一般医
学知識

家庭医学

一般の人でも医学を学んでいる人でも読んで楽しい医学知識の書籍です。
基本的に全項目2ページ完結。左ページは解説文、右ページはそれに対応したわ
かりやすいマンガ・イラストで具体的に解説!!
全世界では男性の３人に１人、女性の４人に１人ががんに悩まされている中で、
がんの素朴な疑問に答えながら、がんがどのようにできてくるのか、なぜ治療が
むずかしいのか、診断や治療にはどのようなものがあるのか、治療の薬はどのよ
うな作用で効果を発現するのかといったことを、読みやすい文章とそれを補足す
るわかりやすいイラストで解説。また、がん治療にかかわる様々な取り組みやサ
ポート体制についても解説。

家庭医学

一般の人でも医学を学んでいる人でも読んで楽しい医学知識の書籍です。
基本的に全項目2ページ完結。左ページは解説文、右ページはそれに対応したわ
かりやすいマンガ・イラストで具体的に解説!!
飲んだことのある薬はどう効果を発揮しているか御存知ですか？薬の効果を発揮
するまでには、体のなかで様々な変化・作用をしています。本書では、まず冒頭
の序章で薬とはどんなものなのか、どういう動きをするのかという概要を学び、
各論でからだの部位ごとに、代表的な病気とその治療に使われる薬剤のメカニズ
ムを解説しています。

家庭医学

一般の人でも医学を学んでいる人でも読んで楽しい医学知識の書籍です。
基本的に全項目2ページ完結。左ページは解説文、右ページはそれに対応したわ
かりやすいマンガ・イラストで具体的に解説!!
あまり聞きなれないかもしれませんが、微生物学は感染症の治療のためだけでな
く、医薬品の創製にもかかわり、身近な物とすごくかかわりのあるものです、医
学生には必須の学問と言えます。病原微生物の性質を理解するため、細菌・真菌
・ウイルスなどの特徴や感染・治療について、イラストを用いてわかりやすく解
説。微生物学を学ぶ最初の１冊、あるいは改めて復習したい方にもおすすめで
す。

家庭医学

一般の人でも医学を学んでいる人でも読んで楽しい医学知識の書籍です。
基本的に全項目2ページ完結。左ページは解説文、右ページはそれに対応したわ
かりやすいマンガ・イラストで具体的に解説!!
今話題の身体の仕組みを理解する！すべての人、もちろん医療従事者にとって知
るべき科目必修科目である「解剖学」「生理学」を、イラストやマンガを使って
わかりやすく解説。部位別に全体の構造が把握できる解剖図のページと、各臓器
・構造のしくみ・はたらきを解説したページで、からだのしくみと生理学的な働
きを一体的に学ぶことができます。
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45000 初めの一歩は絵で学ぶ

50646 ヤミツキ

生化学

細胞生物学

51490 初めの一歩は絵で学ぶ 漢方医学

51094 薬の作用が手に取るようにわかる本

一般医
学知識

一般医
学知識

一般医
学知識

医学

家庭医学

一般の人でも医学を学んでいる人でも読んで楽しい医学知識の書籍です。
基本的に全項目2ページ完結。左ページは解説文、右ページはそれに対応したわ
かりやすいマンガ・イラストで具体的に解説!!
「生化学」は医療従事者にとって基礎となる分野です。しかし、代謝や酵素、遺
伝子の仕組みと働きは複雑で、苦手意識のある方も多いのではないでしょうか。
本書では、そんな「生化学」をイラストやマンガを使ってわかりやすく解説しま
す。左ページに解説、右ページに対応するイラストを配置し、難しい内容もイメ
ージを思い描きながらやさしく学ぶことができます。

家庭医学

一般の人でも医学を学んでいる人でも読んで楽しい医学知識の書籍です。
本書は、医療従事者に必須である“生物学”を細胞レベルからじっくり読み解く
生命科学の基礎を知る１冊です。細胞生物学を改めて復習したい人や医療・生命
科学系の理系大学を目指す高校生にもおススメ。生物の成り立ちから、細胞と病
気の関係、そして今話題の再生医療の基本まで、豊富なイラストとわかりやすい
解説で思わず“ヤミツキ”になること間違いなしです。

家庭医学

一般の人でも医学を学んでいる人でも読んで楽しい医学知識の書籍です。
基本的に全項目2ページ完結。左ページは解説文、右ページはそれに対応したわ
かりやすいマンガ・イラストで具体的に解説!!
西洋医学とは異なり、漢方医学では“四診”によって“証”を見極め、処方を選
択するなどされる漢方薬。漢方医学は実はとても身近で、きちんと理解すれば医
療だけでなく、日常生活にも応用できるものなのです。本書はそんな漢方医学の
歴史や生薬、養生の考え方をはじめ、知っておきたい漢方薬の効能・効果適応症
や副作用についても、イラストとやさしい文章でわかりやすく解説。健康増進や
セルフメディケーションにもつながる漢方医学の知識への苦手意識をすっきり解
消できる1冊です

薬理学

同じ薬効をもつくすり（同効薬）でも、その作用機序はさまざま。
「複雑に感じてしまいがちなくすりの作用機序をスッキリと理解しよう！」とい
う目的で作られました。臨床で頻用されている代表的な16薬効群を取り上げ、さ
まざまな作用機序をもつ同効薬を1見開きの図として整理しているので、１つの
疾患を取り巻く多数の治療薬の作用をひと目で見渡しつつ、各薬物がもつ薬理学
的な特徴についても理解を深めることができます。
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50226 異常値の読み方が身につく本

医学

51100 3ステップで推論する副作用のみかた・考えかた
医学

50721 感染症治療のエッセンス＆ピットフォール 医学

50073 ステロイド療法の極意

医学

49978 4ステップ 臨床力UPエクササイズ ⑥腎機能編
医学

検査値

「ALTが高いから肝臓が悪そう」「BUNが高いから腎障害ね」……そんな風に検
査値と病態を1対1で読んでいませんか？患者の身体に何が起きているのかを理解
するには、複数の検査値を関連づけ、異常値のメカニズムから病態を推測・鑑別
するために必要な検査データをチェックする、といった総合的な“検査力”が必
要です。本書はそうした検査値の読み方、異常値の判断のコツを臨床検査専門医
がわかりやすく解説。検査項目を列挙して解説する従来型の本とは違った、現場
で使える読み方が身につきます！

薬学

●目の前の症例が副作用かどうかの見極め方（＝副作用の臨床推論）が身につく
，これまでにない本
●薬局・病院薬剤師の薬学管理，医師の鑑別に直結する知識を3ステップで解説
●副作用と有害事象の違いなど，副作用に関する基本からわかりやすくレクチャ
ー
「これって副作用かな？」は，どの医療従事者も経験しますが，その見極め方を
学んだことはありますか？ 副作用を疑ったときに必要なのは，薬理学や薬物動
態学など医薬品に関する知識とともに病態生理学などの知識を駆使して考えるこ
と。本書はそうした副作用の見極め方を，①薬が原因である可能性，②薬以外が
原因である可能性，③考え方をまとめてアクション――の3ステップに沿ってわ
かりやすく解説します。さらに副作用の基本的な考え方や添付文書の特徴など，
初学者向けのレクチャーも充実。誰も教えてくれなかった「副作用の臨床推論」
をしっかり学べます！

感染症

●落ちる前によむ！AST、ICTで陥りがちな48の落とし穴
薬剤耐性菌が世界中で問題となっている感染症。
入門編としての抗菌化学療法の基本から、実践編として抗菌薬適正使用支援チー
ムや感染制御チームで陥りがちなピットフォール、上級編として竹末芳生先生・
松元一明先生によるOne more lectureまで、段階的に読み進めていくことで理解が
深まる構成になっています。ただし、レベルに応じてどこからでも読みはじめる
ことができます。

薬物療法

しっかりと理解して使いこなせていないと言われるステロイド。
ステロイドの基本的な知識から、病態・患者背景に応じた使い方、副作用のマネ
ジメントまでがわかりやすく体系的にまとめられており、必要な知識をしっかり
学べます。

薬物療法

シリーズ書籍の問題集！
要点解説＆理解度チェック問題で確実に力が付く、好評“問題集”シリーズ！腎
臓の構造や機能、腎機能低下を招く要因などの基礎知識から、腎機能に対する多
角的な評価方法、患者に合わせた投与設計の考え方まで、「現場で必要なこと」
を１冊に凝縮しました。

