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よくわかる量子力学

図解雑学
（自然科学）

ニ間瀬敏史＋夏梅誠：著 ̶̶ 税込価格 1,418円 B6判 ISBN4006-2
原子よりも小さいミクロの世界をとりあつかう量子力学。難解な量子力学を、
比較的容易にできる実験や、興味深いエピソードをおりまぜながらわかりや
すく解説しました。特に、
量子力学の特徴的な概念である「重ね合わせの原理」
については、入念に説明しています。

量子コンピュータ
西野哲朗：著 ̶̶ 税込価格 1,680円

B6判 ISBN4131-1

本書は次世代の量子コンピュータの理論と、現在その開発がどこまで進んで
いるのか、どういったことが可能になるのかについて、できるだけわかりや
すく解説した入門書です。

よくわかるヒッグス粒子

広瀬立成：著 ̶̶ 税込価格1,300円

B6判 ISBN5307-9

ナツメ社ブックリスト用【対読者】…140字以内本書は、「ヒッグス粒子」の
解説書です。本書では、前提となっている宇宙の成り立ちや、そのほかのさ
まざまな素粒子などの話からはじめて、LHCというヒッグス粒子を発見した
施設のことまで、できるだけ、誰にでもわかるように、やさしい文章と豊富
な図版を使って、解説しています。

物理化学のしくみ
齋藤勝裕：著 ̶̶ 税込価格 1,554円

B6判 ISBN4226-4

本書のテーマである物理化学では、有機化合物、無機化合物、すべての物質
を含めた化学物質全般の構造、性質、反応性を明らかにしようとします。ぜ
ひ本書で、有機化学や無機化学の重要な基礎となる、物理化学をしっかり理
解してください。

よくわかる相対性理論
ニ間瀬敏史：著 ̶̶ 税込価格 1,418円

B6判 ISBN4009-3

相対性理論は光速移動など、現実離れした事象を取り扱うため、非常に理解
しにくいもの。本書は、その考え方をわかりやすく解説。アインシュタイン
の人物像についても触れています。

超ひも理論
広瀬立成：著 ̶̶ 税込価格 1,554円

B6判 ISBN4248-6

超ひも理論とは、物体の最小単位である素粒子が、実は粒子ではなく、
「ひも」
のゆらぎであるという仮説で、現在、物理学の最終理論と目されている理論
です。相対理論と量子力学の2つを矛盾なく説明する理論は、超ひも理論し
か存在していません。
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放射線と放射能
B6判 ISBN4255-4

放射線と放射能のことを、わかりやすく、それでいて、しっかり理解できる
ように、やさしい文章と豊富な図版で、丁寧に解説しました。原子力発電所や
核兵器とは、好むと好まざるとにかかわらず、つきあってゆかなければなり
ません。さらに、
放射線にまつわる事故も絶対になくなることはありません。

知っておきたい原子力発電
竹田敏一：著 ̶̶ 税込価格 1,260円

B6判 ISBN5117-4

収束のめどが立たない福島原発の事故。連日、新聞やテレビで報道されてい
ますが、専門用語だらけなので、一般の人達にとっては難解極まりありませ
ん。そこで本書は、原子の構造から放射線・放射能の違い、そして原子力発
電のしくみなどを、わかりやすく解説します。

測る技術
黒須茂：編著 ̶̶ 税込価格 1,523円

B6判 ISBN4204-2

極端に大きなもの、文字どおり宇宙のスケールの恒星や銀河系の大きさ、ど
れぐらい離れているかは、どうやって測っているのでしょうか。一方、極端
に小さいもの、原子核や陽子、電子などの小ささはどうやって測っているの
でしょうか。

数論とフェルマーの最終定理
關口力＋百瀬文之：監修＋久我勝利：著 ̶̶ 税込価格 1,365円 B6判 ISBN3995-0
フェルマーの最終定理に深く関わる、数論という数学のジャンルについてさ
まざまなトピックスを盛り込むとともに、フェルマーの最終定理の証明につ
いて丁寧に解説しました。

わかりやすい算数・数学
唯野真人：監修 ̶̶ 税込価格 1,365円

B6判 ISBN3879-3

小学校から高校までに学習する範囲を中心として、算数の基本中のきほんで
ある数の種類から、数学の定番、微分積分、三平方の定理、因数分解などに
ついてわかりやすく解説しています。

複雑系
今野紀雄：著 ̶̶ 税込価格 1,365円

B6判 ISBN4088-8

複雑系とは、一言でいうと未来を読むツールのこと。ただ、漠然とした未来
がなんでも予測できるわけではありません。本書では、ナンバーズや伝染病、
選挙などを、複雑系を使って読み解くモデルとして取り上げて解説していま
す。
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図解雑学
（自然科学）

安斎育郎：著 ̶̶ 税込価格 1,418円

三角関数

図解雑学
（自然科学）

佐藤敏明：著 ̶̶ 税込価格 1,365円

B6判 ISBN3311-8

知られざる縁の下の力持ち「三角関数」のしくみを解き明かします。また、
三角関数とともに、現代の高度情報化社会を支える技術、オイラーの公式や
フーリエ変換などを丁寧に解説。

統計解析
丹慶勝市：著 ̶̶ 税込価格 1,365円

B6判 ISBN3472-6

統計を正しく理解できるよう、統計データの整理の仕方から推定や検定の方
法に至るまで、基本的なことがらを中心に、豊富なイラストとやさしい文章
で解説しました。

指数・対数
佐藤敏明：著 ̶̶ 税込価格 1,418円

B6判 ISBN4193-9

指数・対数は、微分・積分や三角関数などと同じように、数式の形をした非
常に便利な道具です。桁数が多い計算では、絶大な威力を発揮します。本書
を読めば、指数、対数、常用対数、微分、積分、三角関数、自然対数、複素
数など、数学の重要なキーワードがまるごとわかります。

単位と定数のはなし
小谷太郎：著 ̶̶ 税込価格 1,470円

B6判 ISBN4554-8

本書では単位と定数について、科学的に厳密に考えたときに導かれるおもし
ろい結論や、科学史の興味深いエピソードをふんだんに盛り込み、解説しま
した。例えば、温度を表すＫ（ケルビン）の名前の由来は、さかのぼれば川
の名前だったなど多数掲載しています。

今度こそわかる微分積分
佐藤敏明：著 ̶̶ 税込価格 1,502円

B6判 ISBN4740-5

微分積分は、数学一テーマにとどまらず、現代社会を支える大切な技術です。
本書では、難解で、覚えることがたくさんあると言われながら、どうしても
マスターしておく必要がある微分積分について、ポイントを要領よく押さえ
て、ていねいに解説しました。

よくわかる渋滞学
西成活裕：著 ̶̶ 税込価格 1,418円

B6判 ISBN4741-2

道路や高速道路の渋滞。ATMやレジの行列。電車の遅延や人の混雑など、誰
でも渋滞を経験したことがあるはず。そして、どうしたら解消できるのかを
考えたことがあるはずです。あの渋滞学が、最新の情報、最新の研究成果を
踏まえて、図解雑学シリーズに登場しました。
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フーリエ変換
B6判 ISBN5108-2

フーリエ変換とは、フーリエが考えた数学でできた道具のことです。私たち
の生活に必要なディスプレイ表示やデータ通信では、フーリエ変換が欠かせ
ません。本書では、重要なポイントを押さえながら、数式をひとつひとつを
掲載して解説しました。

やさしくわかる化学のしくみ
齋藤勝裕：著 ̶̶ 税込価格 1,470円

B6判 ISBN4184-7

高校で習う範囲の化学を図解雑学の見せ方で解説。物質の構成や、電子の性
質から量子論、周期表、代表的な元素などについて、興味深い豊富なトピッ
クスとともに、驚くほどわかりやすくしっかりと解説。

元素
富永裕久：著 ̶̶ 税込価格 1,575円

B6判 ISBN4018-5

元素一つひとつには、特徴、名前の由来、発見のエピソード、どのようなも
のに利用されているか、などの豊富なトピックスがあります。本書ではそれ
らを丁寧に解説しました。

金属の科学
徳田昌則＋山田勝利＋片桐望：著 ̶̶ 税込価格 1,523円 B6判 ISBN4040-6
歴史のなかの金属から、金属を取り出す技術、性質、強さ、形など様々な金
属について解説しています。特に金属学における重要なツールである状態図
については多く記述しています。本書を読めば、金属学の基礎がしっかり理
解できます。

光触媒
佐藤しんり：編著 ̶̶ 税込価格 1,502円

B6判 ISBN3736-9

環境問題が深刻になっている今日の最先端技術として注目されているのが光
触媒。簡単にいえば、自分自身は変化せず、光を吸収することで反応をおこ
すものです。この光触媒技術について、わかりやすく解説。

生物・化学兵器
井上尚英：著 ̶̶ 税込価格 1,470円

B6判 ISBN4556-2

生物兵器や化学兵器は比較的安価に製造ができるので、小規模集団やテロリ
ストなどが使用するケースが多く、一般市民にとっては驚異の存在です。
本書は、生物化学兵器の歴史から、どのような種類があり、どのような被害を
もたらすのかなど、過去の戦争やテロでの使用例も紹介しながら解説します。
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図解雑学
（自然科学）

佐藤敏明：著 ̶̶ 税込価格 1,575円

電子回路

図解雑学
（自然科学）

福田努＋田中洋一郎：著 ̶̶ 税込価格 1,260円 B6判 ISBN2625-7
「電気や電子の話は苦手」という方々のために、電子回路の働きを理解する
のに必要な電気・電子の知識から、我々の身近にある機器や装置の中でどの
ように応用されているか等まで、わかりやすい絵と図でやさしく解説しまし
た。

身近な電子回路
井上誠一：著 ̶̶ 税込価格 1,260円

B6判 ISBN3456-6

本書は、電気を研究して電気の単位に名を残している科学者の紹介、電気に
よって起こる現象、電子回路を構成する電子部品の基礎知識、代表的な電子
回路の説明を順に解説していきます。

燃料電池
小林光一＋高橋政志：著 ̶̶ 税込価格 1,470円 B6判 ISBN3637-9
燃料電池自動車への利用だけを見ると新発明と思われがちですが、実は約
160年もの歴史を持つ比較的安定した発電装置でもある燃料電池。「クリーン
な発電機」である燃料電池についてわかりやすく解説。

最新

半導体のしくみ

西久保靖彦：著 ̶̶ 税込価格 1,470円

B6判 ISBN4883-9

本書では、半導体の基本的な動作原理から、高度な機能をもったシステム

LSIなどの極小半導体素子の製作過程までを豊富な図版やイラストで丁寧に
解説しました。また、加速度センサや次世代半導体メモリなどの最新トピッ
クについても取り上げ解説しました。

よくわかる電気のしくみ
電気技術研究会：著 ̶̶ 税込価格 1,575円 B6判 ISBN4412-1
目に見えない電気の不思議に挑戦した人たちがどうやって謎を解いていった
のか、その進歩・発展の産物である電気製品や電気技術の仕組みがどのよう
なものなのかについて、イラストを用いて紹介します。

太陽光発電
太陽光発電技術研究組合：監修 ̶̶ 税込価格 1,365円 B6判 ISBN5145-7
本書では太陽光発電について、原理を含めた基本的なしくみから、そのメリッ
ト・デメリット、ヨーロッパ、アジア各国の情勢、普及のかなめとなる数々
の政策とその課題、変換効率アップの鍵を握る大規模プロジェクトなどにつ
いて、豊富な図版や具体例を掲げながら、ていねいに解説しました。
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有機ELと最新ディスプレイ技術
B6判 ISBN4624-8

次期ディスプレイ技術の最有力候補となっている有機EL。本書は有機ELの
原理や本格的な普及のための課題、液晶とプラズマとの比較などを、詳しく
それでいてわかりやすく解説しました。あわせて、液晶とプラズマの最新ディ
スプレイ技術も詳説しています。

進化論
中原英臣：著 ̶̶ 税込価格 1,418円

B6判 ISBN4007-9

科学的根拠に基づき様々な種類の進化論が提唱されています。本書はダー
ウィンの進化論を中心に、遺伝子DNAの研究を反映した最新の進化論まで、
特長や矛盾をわかりやすくまとめています。

人体の不思議
安藤幸夫：監修 ̶̶ 税込価格 1,575円

B6判 ISBN4017-8

人体のしくみや働きについてのさまざまな疑問をオールカラーでわかりやす
く解説しています。さらに 疑問とその答え というQ＆A形式で構成して
いるので、難しくなりがちな解説も親しみやすく、すんなり理解できます。

安保徹の病気にならない免疫のしくみ
安保

徹：著 ̶̶ 税込価格 1,575円

B6判 ISBN4591-3

医学が発達しても病で苦しんでいる人は減少していません。なぜ現代医療で
は人を救えないのか。世界的な免疫学者の著者がわかりやすく医療と免疫に
ついて解説し、病気からの克服のしかたから、健康な体づくりの指導までわ
かりやすく図解しました。

有機化学のしくみ
齋藤勝裕：著 ̶̶ 税込価格 1,554円

B6判 ISBN3833-5

有機化学のことを、われわれにとって身近な例を豊富に使って、しかもイラ
ストをふんだんに使って、有機化学の学問体系がしっかり理解できるように、
解説しました。

農業
西尾道徳＋西尾敏彦：著 ̶̶ 税込価格 1,470円 B6判 ISBN3926-4
農業の歴史と様々な農法、コメ、野菜、果樹の栽培手順や土壌の性質と肥料
の問題、畜産の抱える問題、最新のバイオテクノロジーを使った品種改良の
他、環境問題や今後の農業のあり方について解説。
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図解雑学
（自然科学）

齋藤勝裕：著 ̶̶ 税込価格 1,554円

脳のしくみ

図解雑学
（自然科学）

岩田誠：監修 ̶̶ 税込価格 1,365円

B6判 ISBN4091-8

脳が働くしくみと機能について、これまでにわかっていることを平易な文章
とわかりやすい図を使って丁寧に解説。今回の改訂版では芸術と脳の関係に
ついての最新の研究をまとめました。

よくわかる脳のしくみ
福永篤志：監修 ̶̶ 税込価格 1,575円

B6判 ISBN4173-1

脳の基礎知識やそのしくみについての様々な情報をオールカラーでわかりや
すく解説します。脳の老化が気になる人のために、絶大な効果を発揮する「脳
トレ」方法も具体的に紹介。

心と脳の関係
融道男：著 ̶̶ 税込価格 1,418円

B6判 ISBN4012-3

心が脳のどういうしくみで起こるのか、天才や狂気や遺伝のシステム、脳内
物質、薬物の脳への効果など、次々に明らかにされてきている最新情報を集
めて図解にしています。

よくわかる東洋医学のしくみ
関口善太：監修＋青山麻美：著 ̶̶ 税込価格 1,418円 B6判 ISBN4423-7
東洋医学の概要から、その考え方、診断と治療、鍼灸、漢方による治療につ
いて、わかりやすく解説。巻頭の口絵では、症状別に、身近な素材でかんた
んに作れる薬膳のレシピと、自宅ですぐにできる経絡マッサージの方法を紹
介しています。

巨大望遠鏡で探る宇宙
ニ間瀬敏史：著 ̶̶ 税込価格 1,575円

B6判 ISBN4117-5

最新の観測結果から見えてくる宇宙の姿をカラーで紹介した一冊。すばる望
遠鏡をはじめ、世界の望遠鏡で撮影された写真を豊富に紹介しているので、
眺めているだけでも楽しい気分になってくる一冊です。

よくわかる宇宙のしくみ
吉川真：監修 ̶̶ 税込価格 1,575円

B6判 ISBN4176-2

宇宙の基礎知識やそのしくみについての様々な情報をオールカラーでわかり
やすく解説します。Q&A形式で構成していますので難しくなりがちな解説に
親しみやすいイメージをもてます。
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宇宙の不思議
B6判 ISBN4202-8

宇宙や地球にことについては、まだまだ、つぎつぎと驚くような新しい事実
が明らかになっています。例えば・太陽はブラックホールの周りを公転して
いる・宇宙には巨大なダイヤモンドでできた星がある・地球上の生物は、死
滅しかけたことが少なくとも8回はあるなど、不思議がいっぱいです。

燃えつきた反宇宙
広瀬立成：著 ̶̶ 税込価格 1,554円

B6判 ISBN4701-6

量子力学と相対性理論によって、宇宙の起源に宇宙の対称である「反宇宙」
が存在することが明かされました。本書はついに開始され、現在も続いてい
る実験の驚くべき世界をわかりやすく解説した待ち望まれた入門書です。

よくわかる気象のしくみ
青木孝：監修 ̶̶ 税込価格 1,575円

B6判 ISBN4082-6

天気のきほん、天気図の見方や春夏秋冬の気候のしくみ、さらに異常気象や
世界の天気・気候について、具体的な項目をあげながら、オールカラーでわ
かりやすく解説しています。

鉱物・宝石の不思議
近山晶：監修 ̶̶ 税込価格 1,659円

B6判 ISBN3858-8

本書は、主要な鉱物と宝石の基本的な知識や性質を写真入りでわかりやすく
解説します。鉱物と宝石が人々と関わってきた歴史的な雑学や、収集に出か
けるための手引きなども紹介しています。

地球環境の物理学
広瀬立成：著 ̶̶ 税込価格 1,502円

B6判 ISBN4366-7

本書は物理学者で環境問題にも積極的に関わる著者が、エコロジーを、いた
ずらな利害に惑わされず、純粋に科学的な立場から理解できるよう、物理学
の視点からわかりやすく丁寧に図解した新しい書籍です。

地球温暖化のしくみ
江守正多：監修＋寺門和夫：著 ̶̶ 税込価格 1,575円 B6判 ISBN4514-2
本書は、地球温暖化による世界各国の異常現象の話はもちろん、そのメカニ
ズム、未来の予測、自分たちでこれから出来ることなど、具体的な内容をわ
かりやすい文章と豊富なイラスト・写真を使い、オールカラーで解説します。
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小谷太郎：著 ̶̶ 税込価格 1,418円

環境問題

図解雑学
（自然科学）

安井至：著 ̶̶ 税込価格 1,407円

B6判 ISBN4551-7

環境と生物の関係、生物内でのミクロな物質の働きから丁寧に説明し、内分
泌かく乱物質ともよばれる環境ホルモンの物質的な構造や、その汚染の実態、
影響などについて解説しています。

流体力学
石綿良三：著 ̶̶ 税込価格 1,470円

B6判 ISBN4392-6

気象、海流、化学工学、電気電子、医学、生命工学、生物、スポーツ、環境、
リサイクル技術など、非常に多くの分野と関連し、私たちの身のまわりに満
ち溢れている流体の神秘を、本書がわかりやすく解説します。

レンズのしくみ
中川治平：著 ̶̶ 税込価格 1,449円

B6判 ISBN4938-6

いまではありふれた存在であるレンズにも、問題点や不具合を解決してきた、
発展の長い歴史があります。本書では、レンズの基本的な原理から、光学的
な問題点とそれを解決するために開発されたさまざまな技術を、豊富な図版
を使って丁寧に解説しました。

建築
羽根義男：監修 ̶̶ 税込価格 1,260円

B6判 ISBN2862-6

私たちは一日の大半を建築物の中で過ごしています。本書は、建築の基礎知
識、建物を構成する材料、建物の構造と設備、実際の施工法などを、私たち
に身近な住宅に焦点を合わせ、順を追って、わかりやすく、丁寧に解説して
います。

構造力学
羽根義男：監修 ̶̶ 税込価格 1,575円

B6判 ISBN3634-8

構造力学というと、数学や物理が得意でなければ理解しがたいと思われがち
です。世間では苦手意識を持つ人たちが多いと思われます。本書は、誰でも
構造力学がミルミルわかるよう、その入門書となります。解説は必要最小限
に絞り、豊富なイラストとやさしい文章で徹底解説しました。

構造計算
山口昭夫：監修 ̶̶ 税込価格 1,554円

B6判 ISBN4210-3

構造計算とは、建築物を作るときに自重や外力に十分に耐えられるかどうか
を構造力学にもとづいて行う計算のことです。構造計算を知るには、建築に
関する知識、構造形式に関する知識、構造力学に関する知識、そして、構造
物に対する計算方法を知る必要があります。
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材料力学
B6判 ISBN4937-9

材料力学とは、建築物や工業製品を構成する材料にかかる力を求めることで
す。地味な学問ながら、意図された機能が働くためには、この計算が不可欠
なのです。本書はそんな縁の下の力持ちである材料力学を初学者のために、
豊富な図で丁寧に解説しました。

建築と構造
山田信亮：監修 ̶̶ 税込価格 1,418円

B6判 ISBN3729-1

普段わたしたちが快適に生活している畳の下や天井の裏、壁の内側はどう
なっているのでしょう？ トラブルを避け、望みをかなえるのに必要な、建築
と構造の専門的知識について、わかりやすい図解と読みやすい文章でやさし
く解説しています。

建築基準法
髙木任之：著 ̶̶ 税込価格 1,575円

B6判 ISBN3847-2

社会の変化に応じて、建築基準法は市民のための法律になりつつありますが、
これまでの解説書は専門家向けで、市民向けのものはほとんどありませんで
した。そこで本書は、テーマごとに分け、わかりやすい文章と豊富な図版で
コンパクトにまとめました。

コンクリート
浅賀榮三：著 ̶̶ 税込価格 1,470円

B6判 ISBN3881-6

手抜き工事や地震災害のニュースにより、建築物の堅牢性が話題になること
が多々あります。理論上は100年以上強度を保つコンクリート構造物が、な
ぜ脆くも崩れたか、本書を読めばたちどころに理解できます。

建築のしくみ
齋藤裕子：著 ̶̶ 税込価格 1,628円

B6判 ISBN4041-3

本書では、環境の中でつくられた住まいのかたち、構造と設備、地盤や都市
の成り立ち、生活の場所と空間、素材、そして設計や建設の現場について、
具体的な項目をあげながら、オールカラーでわかりやすく解説しています。

世界遺産

建築の不思議

天井勝海：監修 ̶̶ 税込価格 1,680円

B6判 ISBN4284-4

ユネスコの指定する全世界の世界遺産のうち、代表的な建築物をピックアッ
プし、カラー写真つきでその構造としくみを解説します。有名なあの場所、
あの建物の中がどのようになっているのか、今まで実際に行ってみなければ
わからなかったような、建物の内部がわかります。
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山口昭夫：監修 ̶̶ 税込価格 1,575円

図解雑学（自然科学）

自動車のしくみ
水木新平：監修 ̶̶ 税込価格 1,260円

B6判 ISBN3238-8

自動車は私たちの生活と切り離せないものになっています。そんな自動車が、
どのような原理で「走り、曲がり、止まる」のか説明できる人がどれだけい
るでしょうか。本書では、複雑な機械の集合体である自動車を基本からわか
りやすく解説。

自動車の不思議
自動車技術研究会：著 ̶̶ 税込価格 1,575円 B6判 ISBN4025-3
日常生活にとけ込んでいる自動車という乗り物。自動車には随分電子制御が
取り入れられ、見た目では解らない構造も増えましたが、それでもほとんど
の部品は金属でできた棒や、樹脂でできたパイプなど、目に見える部品で構
成されています。それらをオールカラーで解りやすく解説しました。

自動車のメカニズム
古川修：監修 ̶̶ 税込価格 1,365円

B6判 ISBN4280-6

どこにでもあり日常的な風景の一部となっている自動車が、なぜ動き、曲が
り、止まるのかを知っている人は少ないのではないでしょうか。エンジンの
構造を中心に、環境性能、安全構造等の自動車のしくみをわかりやすいイラ
ストを使い解説しています。

Ｆ1マシンの秘密
青山元男：著 ̶̶ 税込価格 1,575円

B6判 ISBN4614-9

モータースポーツの最高峰F1。そのマシンを構成するエンジン、シャシー、
タイヤ、サス、ブレーキ、燃料などは、究極のテクノロジーが取り入れられ
ています。本書は、自動車技術の最先端を行くF1マシンのしくみを、豊富な
イラストや写真とともにオールカラーで解説します。

機械のしくみ
唯野真人：監修 ̶̶ 税込価格 1,365円

B6判 ISBN3700-0

わたしたちに馴染みのある機械から、ハイテクの結集した未来の機械のしく
みまでわかりやすく解説しています。本書は入門書としても、もっと先に進
むための案内書としてもより内容の濃いものになっています。

振動する世界—地球も心臓もゆれている—
鈴木浩平：著 ̶̶ 税込価格 1,470円

B6判 ISBN4602-6

振動を専門に研究する分野が「振動工学」です。心臓、生物の振動、地震、
騒音などの制震技術、バイクや電動マッサージの心地よい揺れなど、本書は
この分野で日本で最先端の研究をしている著者が、一般向きに書き下ろす発
見に満ちた本です。
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ロボット
B6判 ISBN3916-5

現在の技術で何が可能なのか、研究中の技術で何ができるようになるのか、
そもそもロボットとは何なのか、などをわかりやすく解説しています。また、
自動車工場の溶接用ロボットアームといったシンプルなロボットについても
丁寧に解説しています。

飛行機のしくみ
水木新平＋櫻井一郎：監修 ̶̶ 税込価格 1,418円 B6判 ISBN3621-8
便利で快適な飛行機。しかしその空を飛ぶしくみ、安全のための様々な工夫
はあまり知られてはいません。本書では、飛行機の歴史、翼・エンジン・着
陸装置のしくみなどを幅広く紹介しました。口絵には、飛行機の写真や構造
図が満載。

飛行機のメカニズム
櫻井一郎＋水木新平：監修 ̶̶ 税込価格 1,418円 B6判 ISBN4922-5
便利で快適な飛行機ですが、空を飛ぶしくみ、安全のための様々な工夫はあ
まり知られていません。本書では古今東西の航空機、戦闘機、輸送機等を例
に取り、翼、胴体、エンジン、尾翼といったそのメカニズムから、翼の動き
と飛ぶ仕組み、コントロールのしくみまで詳しく紹介しました。

バイクのしくみ
神谷忠：監修 ̶̶ 税込価格 1,260円

B6判 ISBN3870-0

バイクは物理学とメカニズムの宝庫。ブレーキでは「摩擦」を、油圧操作系
では「パスカルの原理」を、キャブレターでは「負圧」を利用しています。
それらを実際にバイクに乗っている人、これから乗ってみたいと思っている
人に向けてわかりやすく解説。

バイクの不思議
バイク技術研究会：編 ̶̶ 税込価格 1,575円 Ｂ6判 ISBN4465-7
エンジンのしくみはもちろん、車体の構造、電気系統のしくみ、バイク用品
から周辺環境にいたるまで、バイクについてのさまざまな情報をオールカ
ラーでわかりやすく解説します。

電車のしくみ
宮本昌幸：監修 ̶̶ 税込価格 1,418円

B6判 ISBN3943-1

私たちが毎日利用する電車。その種類、モーター、ブレーキ、ハンドルなど
を用いた走行のしくみ、車輪や車体の構造、レールやパンタグラフの働きな
どをわかりやすく解説します。
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新井健生：監修 ̶̶ 税込価格 1,418円

よくわかる鉄道のしくみ

図解雑学
（自然科学）

鉄道技術研究会：著 ̶̶ 税込価格 1,575円 B6判 ISBN4376-6
車両はもちろん、運転、線路、駅舎から切符・鉄道旅行にいたるまで、鉄道
についてのさまざまな情報をオールカラーでわかりやすく解説します。
鉄道の不思議を解決する「図鑑」的な一冊です。

くわしくわかる新幹線のしくみ
川島令三：監修 ̶̶ 税込価格 1,470円

B6判 ISBN4678-1

ご存じの新幹線を解説した本です。豊富な図と写真でたっぷりと新幹線の魅
力を紹介しています。もちろん最新の情報にもとづいていますから、これか
らファンになろうとしている人だけでなく、以前からのファンの人にも楽し
んでいただける内容になっています。

船のしくみ
池田良穂：著 ̶̶ 税込価格 1,449円

B6判 ISBN4090-1

基本的なことから、スクリューの形がどのように決まったのか、揺れない船
は作れるのか、船にはブレーキがないのにどうやって止まるのか、などなど、
船に関する興味深いトピックスを豊富に取り上げています。

昆虫の不思議
三枝博幸：監修＋伊沢尚：著 ̶̶ 税込価格 1,575円 B6判 ISBN4111-3
昆虫にまつわるさまざまな話題、生態をオールカラーでわかりやすく図解。
子供のころから疑問に思っていたすべての不思議がたちまち氷解します。後
半は代表的な昆虫を網羅した昆虫百科・図鑑。

動物の不思議
成島悦雄：監修 ̶̶ 税込価格 1,575円

B6判 ISBN4121-2

1〜3章までは動物に関するおもしろい習性などをQ&A形式でイラストと共
に紹介。4章では ビジュアル動物図鑑 として動物園でも人気のある動物
から、身近にいる動物まで、写真付きでその特徴を紹介しました。

誰も知らない動物の見かた～動物行動学入門
今泉忠明：著 ̶̶ 税込価格 1,365円

B6判 ISBN5157-0

動物の生態、分類、行動について、詳細なイラストや写真を使い、楽しく、
わかりやすく、
体系的に解説します。動物たちの仲間わけ（分類）のルールや、
進化の歴史、棲息地を知れば、形態や行動の意味もよくわかる！ ベテラン
哺乳動物学者が、観察のコツを余さず紹介します。
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魚の不思議

魚の体の秘密や暮らし方、さらに

あっ！？

B6判 ISBN4152-6
と驚くような魚のびっくり能

力まで、具体的な項目をあげながら、豊富なカラーイラストとやさしい文章
で解説。

鳥のおもしろ行動学
柴田敏隆：著 ̶̶ 税込価格 1,365円

B6判 ISBN4150-2

電線のとまり方は鳥によって異なる、「先生バカー」となく鳥がいる……。
鳥のからだのしくみから、おもしろい習性、人間との関わり合いまで、興味
深いテーマを集め、イラストとともにわかりやすく紹介。

よくわかる気の科学
仲里誠毅：著 ̶̶ 税込価格 1,418円

B6判 ISBN4887-7

生命のエネルギーである「気」とはいかなるものでしょうか。この本では気
の科学的な実験や検査の結果を中心に気の正体に迫ります。また気を知るた
めに必要な東洋医学の基礎知識も紹介しました。さらには症状や病気に対応
したおすすめの気功法も掲載しています。

毒の科学
船山信次：著 ̶̶ 税込価格 1,365円

B6判 ISBN3287-6

人類は、生活を豊かにするために様々な物質を利用してきましたが、有用と
されてきた物質でも、使い方によっては「毒」になるものも数多くあります。
物質の科学的な構造についての基礎知識をおさえ、「毒」の文化的、歴史的
背景も含めて、わかりやすく解説。

ナノテクノロジー
小林直哉：著 ̶̶ 税込価格 1,365円

B6判 ISBN3591-4

ナノテクとはどのようなものなのか、その応用分野と技術動向やそれがもた
らす波及効果は何か、そしてナノテク推進政策の世界的動向など、幅広い視
点からの最近のトピックスを交えて平易に解説。

音のしくみ
中村健太郎：著 ̶̶ 税込価格 1,365円

B6判 ISBN3917-2

音のしくみから、人間の耳に聞こえるメカニズムを豊富なイラストとやさし
い文章でわかりやすく解説。音楽に代表される心地よい音の正体や、音波や
超音波を利用した音の技術などについても丁寧に解説。
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松浦啓一：監修 ̶̶ 税込価格 1,575円

プラスチック

図解雑学
（自然科学）（人文科学）

佐藤功：著 ̶̶ 税込価格 1,260円

B6判 ISBN3083-4

私たちの身の回りに溢れているプラスチックとは、どのような物質なのか、
どのように作られ、どのように応用されているのか等について説明。その性
質を理解することによって、現在盛んに議論されている環境問題についての
理解が、より深まることでしょう。

野球の科学
筒井大助：監修 ̶̶ 税込価格 1,365円

B6判 ISBN4238-7

本書は､投げる・打つ・守る・走るから作戦・練習・メンタルまで、野球の
あらゆる事象を科学的に分析しますので､今まで見ていた野球がさらに面白
くなり､ためにもなる一冊です。

よくわかる色彩の科学
永田泰弘：著＋三ツ塚由貴子：著 ̶̶ 税込価格 1,575円 B6判 ISBN4357-5
色とは何か、光とは何かといった科学的な基礎知識から、色の与える心理的
な効果、暮らしに役立つ配色の基礎、ヒット商品に隠された色の秘密まで、
様々な視点から色彩に関する知識をわかりやすく解説しました。

金型のしくみ
堂田邦明：著 ̶̶ 税込価格 1,554円

B6判 ISBN4843-3

本書は、ものづくりの根幹にある、金型について図解した本です。金型がど
のような製品に、どのように使われているかという初歩からはじめ、金型の
種類、金型の材料、金型の設計、さらに金属の特性についても解説。そして、
最新の金型技術と加工技術を紹介しました。

タイムマシンと時空の科学
真貝寿明：著 ̶̶ 税込価格 1,418円

B6判 ISBN5025-2

SF小説や映画のように未来や過去へ旅するタイムマシンは夢物語なのでしょ
うか。本書では、最新の物理学の研究を紹介するとともに、タイムマシンの
可能性と問題点をわかりやすく図解します。タイムマシンはどこまで可能で、
何が問題になっているのかをまとめました。

日本の歴史
前澤桃子：著 ̶̶ 税込価格 1,470円

B6判 ISBN2928-9

過去というものは、無数の事実の積み重ねから成り立ち、その中から、特徴
的な出来事を拾い出し、つなぎ合わせることで、ひとつの「流れ」が見えて
きます。本書はこの「流れ」を重視し、解説。
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小笠原流

日本のしきたり
B6判 ISBN4502-9

大晦日にはなぜ年越しそば？贈り物に添える熨斗にはどんな意味があるの
か？ふすまの開け閉めの正しい作法は？日本人なら知っておきたいしきたり
や礼儀に込められた意味・由来を、小笠原流三十一世宗家小笠原清忠氏が詳
しく解説します。

世界の歴史
岡田功：著 ̶̶ 税込価格 1,470円

B6判 ISBN2929-6

世界の歴史について、年表・地図や相関関係のイラストなどを多用し、視覚
的にも理解を助けながら、時代の大きな流れがわかるように解説した一冊。
多くの民族、地域、国家、事件が互いに関連し合って、展開してきたことが
理解できる内容。

読みたくなる日本史
加来耕三：著 ̶̶ 税込価格 1,449円

B6判 ISBN4056-7

日本史を面白く読みたい読者のために、学校では習わなかった「なぜ？」を
テーマ毎にまとめて、楽しく図解。素朴でかつ興味ある疑問を読むことで歴
史の面白さが改めて実感できます。

読みたくなる世界史
辻原康夫：編著 ̶̶ 税込価格 1,449円

B6判 ISBN4030-7

華僑が生まれた経緯、イスラムの銀行は利子をとらない？ チンギスハンの
侵略が残虐を極めたのは？ など、すぐにでも話のネタに使える興味津々の
世界史秘話が満載です。

横割り世界史
武光誠：編著 ̶̶ 税込価格 1,523円

B6判 ISBN4080-2

各文化圏（ヨーロッパ、アジア、日本）別に歴史を解説するのではなく、あ
る地域で重要な事件がおきたとき、そのほかの地域はどの時代にあったかを
理解できる構成にした、世界史の本です。

名将に学ぶ世界の戦術
家村和幸：著 ̶̶ 税込価格 1,575円

B6判 ISBN4822-8

本書は、世界の戦史における勝敗の決定的瞬間を解明することを目的に作ら
れています。攻撃、防御、後退行動・遅滞行動、奇襲・急襲・強襲といった
戦術それぞれを具体的な例を挙げ、図示してわかりやすく解説しています。
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小笠原清忠：著 ̶̶ 税込価格 1,449円

誰も知らない

日本史の真実

図解雑学
（人文科学）

加来耕三：著 ̶̶ 税込価格 1,449円

B6判 ISBN4277-6

「伝七捕物帳」や「銭形平次」のような、正義の岡っ引きは、実際にはいなかっ
た！時代劇の常識は歴史の非常識。江戸の生活裏事情からおかしな大名・お
殿様まで、時代劇には映らない素顔の日本史ここにあり！

ハプスブルク家
菊池良生：著 ̶̶ 税込価格 1,764円

Ｂ6判

ISBN4474-9

カラー写真とイラスト、図解を駆使して、ハプスブルク家の波乱の歴史と華
麗な文化をわかりやすく解説した本書は、ヨーロッパの歴史と現在を見つめ、
将来を展望するためにうってつけの1冊。

フランス革命
安達正勝：著 ̶̶ 税込価格 1,470円

B6判 ISBN4877-8

史上初めて民衆が自由・平等・友愛の理念による政治を勝ち取った大事件「フ
ランス革命」の動乱を、
当事者たちの証言と生き様を通して活写。当時の生々
しい絵画や史料、さらに考証を経たイラストで、眼前に見るように描き出さ
れた真実の歴史です。

武士道
加来耕三：監修＋岸祐二：著 ̶̶ 税込価格 1,470円 B6判 ISBN3993-6
新渡戸稲造の『武士道』を中心に戦国時代の武士道精神を表した『三河物語』、
君主に忠孝をつくした武士道精神のバイブルとして今も人気のある『葉隠』
などの名著から、そのエッセンスをズバリと解説。

大発見！あなたの知らない世界地図
辻原康夫：著 ̶̶ 税込価格 1,470円

B6判 ISBN4155-7

世界一の長寿国は日本じゃない。地域の頭文字をあわせてできた国がある、
世界最初の黒人国家など、意外な事実から見えてくる国々の不思議を紹介し
た珍しい地図帳です。

こんなに面白い民俗学
八木透＋政岡伸洋：編著 ̶̶ 税込価格 1,470円 B6判 ISBN3678-2
民俗学は実はおもしろく、興味尽きない学問です。本書では、不幸の手紙、
妖怪にまつわる話、結婚・葬式に取り行われるしきたりの意味、
「とうらんせ」
の唄の意味など、面白い話題を取り上げながら、民俗学とはどういったもの
かを探っていきます。

202

日本の妖怪
B6判 ISBN4747-4

古代から現代に至るまで、時に恐怖の対象として、時に読み物などの娯楽の
一つとして存在してきた妖怪。本書では、妖怪とはいったい何者なのかとい
う疑問にはじまり、様々な妖怪の特徴・エピソードを紹介し、さらに歴史と
の関わり、妖怪の未来にまで踏み込みます。

老子
蜂屋邦夫：著 ̶̶ 税込価格 1,470円

B6判 ISBN4129-8

天地自然の活動や、個人の心の働きの奥底にまで入り込んだ深い思索によっ
て、今なお私たちの心に直接響いてくる「老子」。最近の発見や研究の成果
を取り入れて豊富な図版とともに紹介しています。

三国志
渡邉義浩：著 ̶̶ 税込価格 1,365円

B6判 ISBN2926-5

「三国志」に初めて触れる人から、かなりの知識をもっている人まで、幅広
く満足してもらえるように、地図や相関図などを豊富に使いわかりやすく解
説しました。

三国志演義
渡邉義浩：著 ̶̶ 税込価格 1,365円

B6判 ISBN4242-4

一般に「三国志」と言われていますが、正確には史書として陳寿が著した『三
国志』と、
これを種本として練り上げられた小説の『三国志演義』があります。
本書は小説『三国志演義』の楽しさを解説したものです。戦いの場面、演義
の英雄が持つアイテム、
演義成立の過程などをわかりやすく解説しています。

諸子百家
浅野裕一：著 ̶̶ 税込価格 1,523円

B6判 ISBN4233-2

孔子や孟子、孫子や老子といった、春秋戦国時代に活躍した思想家たち、い
わゆる諸子百家を解説。90年代に郭店楚簡、上博楚簡と呼ばれる竹簡が発見
されたことによって、古代中国思想の研究は今まさに新たな局面を迎えてい
ます。

孫子の兵法
水野実：著 ̶̶ 税込価格 1,418円

B6判 ISBN3532-7

「孫子」は軍事を超えて人生哲学の書としても、読み継がれている不朽の古
典でもあります。全13篇を読み下し、文を交えながらわかりやすく解説して
います。
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小松和彦：編著 ̶̶ 税込価格 1,575円

古事記と日本書紀

図解雑学
（人文科学）

武光誠：著 ̶̶ 税込価格 1,365円

B6判 ISBN4500-5

『古事記』と『日本書紀』について、わかりやすく解説。2点の書物が、どの
ような経緯で編まれたのかという当時の社会的背景から丁寧に解説していま
す。天上界に神が出現し、地上界がつくられた創世の神話から、文武天皇が
即位するまでの内容を追います。

楽しくわかる万葉集
中西進：監修 ̶̶ 税込価格 1,365円

B6判 ISBN5115-0

『万葉集』を楽しむための基礎知識から、有名歌人の歌とその人物像、万葉
人の自然観がわかる四季の歌、人々の暮らしぶりや思いが伝わってくる生活
歌、恋の歌・別れの歌、旅の歌など、ぜひ知っておきたい名歌を多数紹介。
イラストやマンガを豊富に盛り込んで楽しくわかりやすく解説しています。

心理学入門
久能徹＋松本桂樹：著 ̶̶ 税込価格 1,365円 B6判 ISBN2927-2
近年関心の高まっている心理学ですが、心理学とは、端的にいえば人々の心
の謎を科学的に分析する学問です。そのジャンルは幅広く、発達心理学、認
知心理学や生理心理学、社会心理学、臨床心理学など多岐にわたります。本
書は、この心理学の概念をやさしくかつコンパクトにまとめた一冊です。

社会心理学
山下富美代＋井上隆ニ：著 ̶̶ 税込価格 1,365円 B6判 ISBN2909-8
私たちは毎日、多くの人と関わり合って生きています。その中で見られる心
理的な現象や関係を、数々の観察や実験の結果をもとに、科学的に明らかに
しようとする学問が社会心理学です。本書では、身近で具体的な例を多く紹
介しながら、社会心理学についてわかりやすく解説しています。

世の中がわかる！社会心理学
齊藤勇：著 ̶̶ 税込価格 1,449円

B6判 ISBN4237-0

現代社会に生じている多くの問題や疑問について、社会心理学的な見方から
問題の本質を探り、深層の心理を解明し、問題の解決や疑問の解明のヒント
をイラストを交え、わかりやすく解説していきます。

犯罪心理学
細江達郎：著 ̶̶ 税込価格 1,365円

B6判 ISBN2964-7

犯罪者に対し、我々は犯罪者特有の異常性を求める傾向がありますが、多く
の犯罪は普通の生活の延長上に起き、その人の内面、人間関係、状況が複雑
に絡み合っているのです。本書では様々な角度から犯罪者をめぐる諸現象を
考え、真の犯罪心理学をやさしく解説していきます。
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殺人犯罪学
B6判 ISBN4598-2

無差別殺人、通り魔殺人など、常識では理解できないだけでなく、いつ自分
が犠牲者になるとも限らない、恐ろしい事件が頻発しています。本書は精神
科医であり、日本を代表する犯罪学者である影山任佐医師が、現代日本をむ
しばむ、人の心の闇に迫ります。

臨床心理学
松原達哉：編著 ̶̶ 税込価格 1,365円

B6判 ISBN3232-6

日常生活から生じる、心の悩みやストレスを原因とする心理的な問題を解決
するための臨床心理学。本書は、症例、理論、治療法など、臨床心理学の全
般について解説。また、注目度の高い臨床心理士などの主要な関連資格と仕
事を紹介し、カウンセラーになるための基礎知識も身に付く内容です。

身近な心理学
瀬尾直久：監修 ̶̶ 税込価格 1,365円

B6判 ISBN3062-9

通勤電車の中での行動、上司の性格と仕事の能率との関係、家族だんらんが
健康に与える影響、恋愛がはじまり、深まるしくみなど、日常生活のあらゆ
る場面で見られるさまざまな心理をわかりやすく解説しました。

発達心理学
山下富美代：編著 ̶̶ 税込価格 1,365円

B6判 ISBN3212-8

人間のからだと心はどのように関わり合い、変化していくのかを扱うのが発
達心理学です。本書では発達の対象を子どもから高齢者まで広げ、知覚・認知・
社会心理学等の研究も取り入れるなど、発達を幅広くとらえるよう心掛けま
した。

人間関係の心理学
齋藤勇：著 ̶̶ 税込価格 1,365円

B6判 ISBN3320-0

人間の喜びや悲しみの大半は人間関係の中で生まれます。だからこそ私たち
は大変気を遣います。人間関係には構造があり、メカニズムがあり、プロセ
スがあり、機能があります。人間関係の心理の基本を多くの実験と身近な例
でわかりやすく解説。

ユング心理学
福島哲夫：著 ̶̶ 税込価格 1,365円

B6判 ISBN3344-6

既存の心理学の枠組みを超え、魂や霊の領域まで大胆に踏み込んだのが「ユ
ング心理学」
。本書は、ユングが重視した「対話」「バランス」をテーマに、
彼の主要な理論である「コンプレックス」
「元型論」
「集合的無意識」
「夢判断」
などをわかりやすく解説。
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影山任佐：著 ̶̶ 税込価格 1,365円

ココロが見えてくる！深層心理テスト

図解雑学
（人文科学）

さくら美月：著 ̶̶ 税込価格 1,260円

B6判 ISBN3524-2

自分のことをどれだけ理解しているか…その問いに「100％理解している」と、
自信を持って答えることができる人はおそらくいないでしょう。本書は「今
まで知らなかった自分に出会う」ための一冊。

フロイトの精神分析
鈴木晶：著 ̶̶ 税込価格 1,418円

B6判 ISBN3646-1

フロイトによって創始された精神分析学は、心を病んだ人に対する治療法で
あると同時に、人間の心理、さらには人間の本質を明らかにしようとする学
問。フロイトの思想の核心部分を、無意識、夢、こころの構造などのテーマ
ごとに、やさしく解説。

性格心理学
清水弘司：監修 ̶̶ 税込価格 1,428円

B6判 ISBN3770-3

人類は大昔から、自分や他人の性格について強い関心を寄せてきました。こ
の「性格」を、そもそも性格とは何か、性格はどうやって決まるのか、性格
は変えられるのかなど、様々な角度からわかりやすく解説しました。

深層心理
渋谷昌三：著 ̶̶ 税込価格 1,365円

B6判 ISBN3830-4

ストレスを感じたときにタバコを吸う人がいますが、心理学的には、口に何
かものが触れていると安心するという「口唇欲求行為」と関連づけます。本
書では身近な例や実験を多く用い、深層心理を探っていきます。

恋愛心理学
齋藤勇：著 ̶̶ 税込価格 1,365円

B6判 ISBN3882-3

恋愛について心理学という視点からアプローチします。心理学というと難し
そうなイメージもありますが、本書はマンガ風のイラストを多用し、身近な
例を交えてやさしく解説しました。

よくわかる色彩心理
山脇恵子：著 ̶̶ 税込価格 1,470円

B6判 ISBN4000-0

心理学、色彩学の基本から、錯視を中心とした色の効果、色と人間との歴史
的な関わり、日常や社会で巧妙に使われる色のマジックまで、色彩心理につ
いて幅広く解説します。
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ココロが見える心理学
B6判 ISBN4026-0

「心理学はいかにおもしろいか」を知ってもらうため、日常のさまざまな行
動の心理を、おもしろい質問を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しました。
むずかしい専門用語は並べず、イラストを多く使用して読み進めやすいよう
に工夫しています。

心理学
大村政男：著 ̶̶ 税込価格 1,365円

B6判 ISBN4084-0

心理学のそのものの歴史から、現代の様々な心理学までをわかりやすく解説
しています。IQ、EQや、血液型性格診断などの親しみやすいテーマを多く
取り入れていますので、楽しみながら読み進めることができます。不可視で
ある「心」を研究する醍醐味と奥深さを味わってください。

心の病と精神医学
影山任佐：著 ̶̶ 税込価格 1,470円

B6判 ISBN4409-1

精神医学の概説にはじまり、統合失調症、うつ病、神経症、人格障害、拒食症、
多重人格、PTSDなどの代表的な心の病を説明し、さらに薬物療法や精神療
法などの多彩な治療法をやさしく解説しています。

見た目でわかる 外見心理学
齋藤勇：著 ̶̶ 税込価格 1,449円

B6判 ISBN4587-6

人間は私たちが考えている以上に 見た目＝外見 からの影響を受けていま
す。それは服装だったり、表情、しぐさ、ジェスチャーから、メイクに至る
まで、本当に様々。本書では、人間の心理と外見の関係を、実験やエピソー
ドを交えながら、わかりやすく解説します。

よくわかる心理カウンセリング
福島哲夫：監修 ̶̶ 税込価格 1,470円

B6判 ISBN4876-1

学校、病院、企業など、近年あらゆる場所で需要が高まる心理カウンセリング。
本書では、豊富なイラスト、図版を用い、さまざまな心の問題、基礎心理学、
カウンセリングの進め方、さまざまな心理職とそれらに就く方法などをわか
りやすく解説します。

イヌの心理
武内ゆかり：監修 ̶̶ 税込価格 1,365円

B6判 ISBN3105-3

忠誠心の強いイヌは、人間の最も身近なペット。行動や仕草、鳴き声などで、
人間に様々なメッセージを送っています。本書は、動物行動学をもとに、イ
ヌの行動や仕草の意味、イヌの本能や性質、飼い主とイヌの関係やしつけな
どについて、やさしく解説。
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齊藤勇：著 ̶̶ 税込価格 1,449円

最新 イヌの心理

図解雑学
（人文科学）

武内ゆかり 著 ̶̶ 税込価格 1,365円

B6判 ISBN5111-2

しぐさや行動からわかる犬の気持ちを楽しく解説した本です。人気犬種別に、
性格や行動パターンの違いを紹介するほか、近年増加している犬の問題行動
とその対処法、元気で長生きするためのポイント、多頭飼いする際の注意点
等についても取り上げます。巻頭では犬の表情豊かな写真を掲載しています。

ネコの心理
今泉忠明：監修 ̶̶ 税込価格 1,365円

B6判 ISBN3114-5

ネコの行動にはれっきとした根拠、法則があります。本書ではかわいらしく、
不思議な、ネコの仕草や行動の紹介から、ネコの気持ちを理解する方法、ネ
コにとって良い飼い主のあり方、病気やトラブルの対処法までを文章と図版
で解説します。

最新 ネコの心理
今泉忠明：著 ̶̶ 税込価格 1,365円

B6判 ISBN5112-9

本書では、ネコの感情の読み取り方を始め、ネコという動物がどうやって誕生
したのか、子ネコから大人ネコ、高齢ネコにいたるまでの発達心理やその年齢
ごとの過ごし方までくわしく丁寧に紹介しています。ネコの精神年齢と個性を
客観的にグラフで知ることができる精神年齢分析テストも付いています。

イヌの本音
武内ゆかり：監修 ̶̶ 税込価格 1,449円

B6判 ISBN4034-5

私たちにとって家族同然のイヌ。名前を呼んでも無視。これって「反抗」っ
てこと？ 最大のストレスは散歩不足？ それとも食事不足？ など、イヌ
の日常的な行動に注目し、小さな疑問から イヌの本音 に迫ります。

ネコの本音
今泉忠明：監修 ̶̶ 税込価格 1,449円

B6判 ISBN4028-4

自由気まま、無邪気なしぐさで私たちを癒してくれるネコ。本書では、ネコ
たちのしぐさでわかる本当の気持ちから、ネコ同士のコミュニケーション、
猫種の特徴とその歴史、ネコ文化の豆知識まで、Q&A形式で楽しく解説して
います。

イヌの行動定説はウソだらけ
堀明：著 ̶̶ 税込価格 1,449円

B6判 ISBN4510-4

犬の行動、しつけの常識と思われている事柄が、実際には正しいのかといっ
た視点から、わかりやすく解説した本です。一般的に定説と思われているし
つけの仕方や問題行動の原因を具体的にピックアップし、Q&A形式で検証し
ながら考察していきます。
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哲学
B6判 ISBN3026-1

哲学とは何かといった問いをはじめ、西洋哲学史、東洋思想史において重要
な哲学者や思想家の考えを、できるだけ明快、公平、平易かつコンパクトに
まとめました。専門用語はほとんど使っていません。

構造主義
小野功生：監修 ̶̶ 税込価格 1,449円

B6判 ISBN3737-6

第二次大戦後、世界の哲学・現代思想を代表するようになった「構造主義」
とは、そもそもどのような思想なのか、現代の世界や人々の考え方にどうい
う影響を与えているのかを、わかりやすく解説した入門書です。

ジェンダー
加藤秀一＋石田仁＋海老原暁子：著 ̶̶ 税込価格 1,365円 B6判 ISBN3902-8
客観的なデータと最新の科学的知見に基づき、個人の生き方、恋愛、結婚、
家族、社会などのあらゆる場面と深く関わるジェンダーの意味、その周辺に
存在する問題に迫ります。

宗教

最新版

井上順孝：著 ̶̶ 税込価格 1,470円

B6判 ISBN5064-1

初版発行以来、長きにわたりご好評いただき版を重ねてきた『図解雑学 宗
教』の改訂新版です。この度、全体を見直し、最新のデータに更新したほか、
イスラームフォビア現象や、変化しつつある人々の死生観、スピリチュアル・
ブームなど、注目を集めるトピックスも追加しました。

仏教
廣澤隆之：著 ̶̶ 税込価格 1,470円

B6判 ISBN3152-7

葬儀や年中行事など、
現在でも日本人の生活に密着し深く結びついている「仏
教」
についてその概要をコンパクトにまとめた1冊。ブッダの生涯とその思想、
死後、教団がどのように分派したのか、日本においてどのように浸透したの
かなどについて丁寧に解説。

グリム童話
鈴木満：著 ̶̶ 税込価格 1,418円

B6判 ISBN3947-9

赤ずきん、茨姫、ヘンゼルとグレーテル、シンデレラ･･･。約200編にも及ぶ
いわゆる「グリム童話」は世界中で親しまれています。本書ではその「グリ
ム童話」をさまざまな視点から探っていきます。興味深い話題を多く集め、
イラストとわかりやすい文章で説明しました。
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貫成人：著 ̶̶ 税込価格 1,365円

やさしくわかる仏教

図解雑学
（人文科学）

佐々木宏幹：監修 ̶̶ 税込価格 1,365円

B6判 ISBN4103-8

四季の仏教行事や仏教による冠婚葬祭など、日常生活で遭遇する仏教的な場
面での疑問を中心に、Q&A方式で解説。主な宗派の開祖の歴史や名僧のエピ
ソード、仏教哲学の基本項目も、わかりやすく紹介。

般若心経
頼富本宏：編著＋今井淨圓＋那須真裕美：著 ̶̶ 税込価格 1,365円 B6判 ISBN3544-0
262文字からなり、日本で最も親しまれている経典の一つである般若心経。
本書は、量的にはコンパクトながら、幅広くかつ深遠な内容を持つ般若心経
について、思想・哲学・信仰・歴史・芸術・文学などの様々な方面からアプロー
チして般若心経の新たな魅力に迫ります。

浄土真宗
千葉乗隆：著 ̶̶ 税込価格 1,470円

B6判 ISBN3822-9

浄土真宗とは、今日では一般に親鸞の教えを伝える教団の名前であると理解
されています。しかし、本来は親鸞が長年にわたる学問と修業の結果、到達
した宗教的境地を示す名称です。本書は、この浄土真宗の思想や教え、歴史
をわかりやすく、平易な文章と豊富な写真、イラストで解説しました。

キリスト教
挽地茂男：著 ̶̶ 税込価格 1,523円

B6判 ISBN3889-2

ヨーロッパの伝統や文化を方向づけている「キリスト教」の歴史や思想をた
どりながら、キリスト教の成り立ちや考え方、世界観などを紹介しています。
キリスト教の全体像を把握するのに適した一冊です。

旧約聖書
雨宮慧：著 ̶̶ 税込価格 1,575円

B6判 ISBN4622-4

旧約聖書は宇宙のはじまり・人類の誕生から、古代帝国の興亡、ユダヤ人と
他民族の抗争、離散の歴史を伝える巨編で、一神教共通の聖典になっていま
す。ノアの箱船、バベルの塔、ソロモンの栄華、神殿などをリアルに復元し、
再構成した図解と遺跡の写真・名画で紹介します。

世界の天使と悪魔
藤巻一保：監修 ̶̶ 税込価格 1,365円

B6判 ISBN4708-5

世界の神話・宗教に登場する天使や悪魔について、図と文章を用い、西洋と
東洋の比較や時代における変遷など、多様な切り口で解説した1冊。性質や
姿かたちの紹介だけでなく、歴史的、文化的背景にまで踏み込んで考察して
いるので、より深い理解が得られます。
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神道
B6判 ISBN4062-8

日本の固有信仰である「神道」は、現代の私たちの生活にも深く根付いてい
ます。本書では「古事記」
、
「日本書紀」に見られる日本神話の世界から、神
社や祭祀、神道の思想、初詣や地鎮祭といった儀礼まで、図と文章でわかり
やすく解説します。

これだけは知っておきたい

三大宗教

武光誠：著 ̶̶ 税込価格 1,470円

B6判 ISBN4256-1

三大宗教とその他の代表的な宗教を取り上げ、その開祖者、教義、教典、生
死感、宗派、文化などを比較説明します。 日本人にはあまり知られていない
が常識として知っておきたい三大宗教を、豊富な図版を使って具体的に解説
しています。

宗教から見る中国古代史
渡邉義浩：著＋オリンポス ̶̶ 税込価格 1,470円 B6判 ISBN4414-5
英雄の治乱攻防や数々の格言で知られ、日本でも非常に人気の高い中国古代
史を、
「宗教」というキーワードを用いて、従来とは違ったアングルから読
み解く一冊です。

ギリシア神話
豊田和二：監修 ̶̶ 税込価格 1,365円

B6判 ISBN3280-7

今日でも西洋文化に大きな影響力を持つギリシア神話。そのあらすじや神々
の名前といった知識を常識として身につけてこそ、真の国際人として世界に
通用するといえるでしょう。本書ではイラストや写真を用い、ギリシア神話
の主要な物語から、ギリシア神話成立の背景となった当時の社会までを解説。

手相
安曇志穂：著 ̶̶ 税込価格 1,313円

B6判 ISBN3316-3

古代より連綿と人々に語り継がれてきた手相術。手や指の形、しわの特徴な
どをじっくり見ることによって、多くのことがわかります。手相の歴史から、
手や指の形および手のひらの線の見方、いろいろな手相の例までを、イラス
トとともに解説しました。

モーツァルトの名曲
海老澤敏：著 ̶̶ 税込価格 1,575円

CD

B6判 ISBN4231-8

18世紀から今日まで、多くの人びとに愛されつづけているモーツァルト。本
書では、彼のたくさんの名曲のなかから20作品を厳選し、チャーミングな小
品から人生の深淵をのぞくような大傑作までを、イラストや図版を用いてや
さしく解説します。
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井上順孝：編著 ̶̶ 税込価格 1,470円

オペラの名作

図解雑学
（人文科学）

小畑恒夫：監修 ̶̶ 税込価格 1,733円

CD

B6判 ISBN4268-4

これからオペラに親しんでいく人のための、オペラ鑑賞ガイド。国内外で上
演される頻度の高いオペラの名作30作品を厳選し、それぞれの作品のあらす
じ、聴きどころを、イラストや写真とともに分かりやすく解説します。生の
オペラを観に行くためのポイントもやさしく解説しています。

よくわかる楽典
木下牧子：監修 ̶̶ 税込価格 1,764円

CD

四六判

ISBN4517-3

楽譜の読み方から、楽曲の成り立ち方まで、解りやすい解説と、親しみのあ
るイラストで展開しています。さらに、誰もが耳にしたことのある楽曲を例
として紹介し、その楽曲はCDにも収録していますので、楽しみながら読み
進めることが出来ます。

バロック音楽の名曲

CD

皆川達夫：監修＋宮崎晴代：著 ̶̶ 税込価格 1,733円 四六判 ISBN4512-8
ヴィヴァルディやバッハなどバロック音楽は日本人に大変幅広く親しまれて
います。この本ではイタリア、フランス、イギリス、ドイツで活躍した作曲
家の生い立ちや彼らの名曲を楽しいエピソードと共に紹介します。さらに、
監修者が厳選しました名曲をCD2枚に収めました。

CD付き よくわかる楽器のしくみ

CD

西岡信雄：編著 ̶̶ 税込価格 1,890円 四六判 ISBN4649-1
楽器が鳴るしくみから分類して、管楽器・弦楽器・打楽器、鍵盤楽器から電
子楽器まで、写真と図版で解説。魅惑的な音色を出すにはどういう工夫があ
るのか、音の大小高低はどうやって調節しているのか、なかなか見ることが
できない楽器の断面図や分解写真で解き明かします。

クラシックの名曲解剖

CD

野本由紀夫：編著 ̶̶ 税込価格 1,680円 四六判 ISBN4663-7
これまでになかったクラシック音楽の入門書。クラシック音楽は作曲家が意
識的に頭脳的に構成している音楽で、ただ漫然と聴くだけではわからない、
パズルを解くような知的なゲームとなっています。本書はそうした「楽曲分
析」でクラシック音楽の名曲を紹介します。

CDでわかる 音楽の科学
岩宮眞一郎：著 ̶̶ 税込価格 1,659円

CD

四六判

ISBN4777-1

音楽は聞いて感じるもので、考えたり理解したりするものではない、と思っ
てはいませんか。じつは音楽も理学的な理論と計算のうえに成り立っている
ものなのです。本書は、そんな音楽の正体を、豊富な図版と資料、そして

CDを使って多角的に解説します。
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京都のふしぎ発見

京都の歴史､文化はもちろん､生活､伝統､観光､料理など､ありとあらゆる雑学
を、豊富なイラスト・写真、わかりやすい文章で紹介しています。さらに、オー
ルカラーなので、 京都のガイドブック としても使うことができます。巻
末には京都の地図や京都検定の模擬試験も掲載しています。

よくわかる歌舞伎
石橋健一郎：編著 ̶̶ 税込価格 1,575円

B6判 ISBN4590-6

単なる演目のストーリー紹介で終わることなく、歌舞伎の見方・楽しみ方の
部分を深く掘り下げて解説しています。また、稽古の方法や公演の準備など、
一般的には知られていない部分にも光を当てて解説しています。

日本庭園
重森千靑：著 ̶̶ 税込価格 1,575円

B6判 ISBN4673-6

日本人はもちろん、
外国の方々にも人気の高い日本庭園。庭園の様式や各パー
ツの意味などを写真とイラストで解説し、庭園の見方、庭園の魅力をわかり
やすく紹介しました。庭園鑑賞を楽しむための絶好の入門書です。巻末の名
庭案内は鑑賞ガイドの役割も。

下ヨシ子の死後の世界
下ヨシ子：著 ̶̶ 税込価格 1,449円

Ｂ6判

ISBN4454-1

下師の「あの世」は、今までに理解していたこととは異なる部分が多く驚き
の内容が続きます。未成仏霊が多い場所、お清め、浄霊、誰も見たことがな
い死後の世界をわかりやすく図解します。

養生訓
帯津良一：編著 ̶̶ 税込価格 1,554円

B6判 ISBN4842-6

『養生訓』とは江戸時代の儒学者、貝原益軒が著した健康指南書。本書は、
現代の貝原益軒と並び称される医師、帯津良一が養生訓を現代語に訳しつつ、
現代医学にもとづいた知見と養生に対する独自の考えを、豊富な図版ととも
に解説、紹介している。

菜根譚
大野出：編著＋三浦雅彦＋松井光彦：著 ̶̶ 税込価格 1,470円 B6判 ISBN4955-3
菜根譚とは、今から300年以上も前、中国の明の時代、「人は如何にして生き
るべきか」を、あらゆる角度から説いた人生の指南書。本書は、「儒・仏・道」
の三教をもとに書かれた、
『菜根譚』が語る処世術を、平易な文章と豊富な
図版でわかりやすく解説します。

213

図解雑学
（人文科学）（社会科学）

高野澄：監修＋杭迫一：著 ̶̶ 税込価格 1,575円 B6判 ISBN4265-3

マクロ経済学
井堀利宏：著 ̶̶ 税込価格 1,365円

B6判 ISBN3271-5

図解雑学
（社会科学）

「マクロ経済学」とは、
一国全体の経済活動を分析する学問です。この本では、
経済学の知識を持っていない人のために、GDPやインフレ、デフレなどのキー
ワードから始まって、マクロ経済学の全体像の基本を説明しています。

ミクロ経済学
嶋村紘輝＋横山将義：著 ̶̶ 税込価格 1,365円 B6判 ISBN3441-2
「ミクロ経済学」は、経済を構成する個々の消費者や生産者に注目して、経
済を分析します。物の価格がどのように影響するのか、市場で出回る品物の
量が、どのように動くのかなど、身のまわりの経済のしくみが、やさしく理
解できます。

マルクス経済学
松尾匡：著 ̶̶ 税込価格 1,470円

B6判 ISBN4960-7

予備知識ゼロからのマルクス経済学の入門書です。「社会主義」、「マルクス
主義」などの基本的なキーワードをとりあげて解説すると共に、わかりやす
く図解。人間社会共通の目的とは何か？ なぜ今、マルクス主義が注目され
ているのか？ 答えはこの本の中です。

ケインズ経済学
滝川好夫：著 ̶̶ 税込価格 1,470円

B6判 ISBN4984-3

1930年代の世界大恐慌下で執筆され、「デフレの経済学」とも言われる、ケ
インズの『雇用、利子および貨幣の一般理論』（通称、『一般理論』）。経済学
者の間でも「難解」と言われる『一般理論』を徹底的にかみ砕き、経済学入
門者でも無理なく理解できるように解説しました。

行動経済学
筒井義郎+山根承子：著 ̶̶ 税込価格 1,449円 B6判 ISBN5155-6
行動経済学は、経済学に心理学を重ね合わせた学問です。人間はなぜ、時と
して合理的ではなく感情に影響された経済行動をおこなうのか。面白い例を
紹介しながら、人間の選択・行動の動機に迫ります。基礎理論をイラストや
図版を使って数学なしで学ぶことができる画期的な入門書です。

刑法

第三版

船山泰範：著 ̶̶ 税込価格 1,449円

B6判 ISBN4948-5

時効制度の廃止を定めた法改正に伴うリニューアル版です。近年ニュースで
も注目を集める「検察審査会」「裁判員裁判」など市民参加の司法制度等に
ついても新たに解説を加えました。身近な例と図版を用い、刑法をわかりや
すく解説します。
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民法
【改訂新版】
鎌野邦樹：著 ̶̶ 税込価格 1,365円

B6判 ISBN3903-5

応しています。

知って得する民法
萩谷雅和＋松江協子＋渡辺一成：著 ̶̶ 税込価格 1,365円 B6判 ISBN4102-1
不動産、婚姻、戸籍など、私たちの日常と密接な関係にあるのが民法です。それ
だけに素朴な疑問を感じることも少なくありません。また相続贈与や離婚など、
金銭に直結するため、損をしないためにも是非抑えておきたいものです。本書は、
日々の生活の中から生じる、民法にまつわる素朴な疑問を解き明かします。

商法
【改訂新版】
稲田俊信＋道端忠孝：著 ̶̶ 税込価格 1,418円 B6判 ISBN4054-3
新会社法の特長は、最低資本金の撤廃、取締役人員の変更、定款における包
括的な目的掲載、類似商号規制の廃止など。本書はそれらの新たな部分をコ
ンパクトにわかりやすく解説。

憲法
後藤光男：著 ̶̶ 税込価格 1,470円

B6判 ISBN3685-0

憲法上の重要なテーマを110項目近く選び、できるだけ平易に解説し、図や
イラストを用いてその内容を視覚的に再確認できるように工夫しました。ま
た、憲法を歴史的にとらえ、人権の重要性、政治のしくみや内容が明らかに
なるように構成されています。

よくわかる土地建物の法律
三木邦裕：監修 ̶̶ 税込価格 1,449円

B6判 ISBN3976-9

とりつきにくい不動産の法律の知識を素人にもわかるよう丁寧に解説した好
評書籍の改訂版。平成17年3月から施行になった明治以来の大改正と言われ
る新・不動産登記法（オンライン登記）などに対応。

会社法
尾崎哲夫：著 ̶̶ 税込価格 1,365円

B6判 ISBN4320-9

会社の在り方を定めた基本的なルールが、会社法です。本書は、わかりやす
い説明では定評のある尾崎哲夫による解説と構成。実際の運用、現場のビジ
ネスに使える法律解説書です。
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図解雑学
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これから民法を学ぶ人のために体系的に理解できるように重要なテーマを約
120項目選び出しました。平成16年改正の「民法」「不動産登記法」にも対

裁判員法
船山泰範＋平野節子：著 ̶̶ 税込価格 1,418円 B6判 ISBN4519-7
本書は、裁判員裁判のしくみ、裁判員に選ばれたらどうするかといった制度

図解雑学
（社会科学）

の紹介はもちろん、裁判員裁判の対象となる凶悪犯罪の概略、刑事裁判の流
れ、刑罰の種類、新しい犯罪などについてやさしく解説します。

消防法
山田信亮：編著 ̶̶ 税込価格 1,575円

B6判 ISBN5008-5

本書では、消防法用語、消火設備、警報設備、避難設備、防火用水、排煙設備、
非常電源、消防用設備の規格、消防設備士、防炎性能、防火対象物品など、
わかりにくいといわれる消防法について、ひとつひとつの要素を豊富な図版
で丁寧に解説しました。

ゲーム理論
渡辺隆裕：著 ̶̶ 税込価格 1,470円

B6判 ISBN3745-1

ライバル会社や、対戦相手の行動を予測推理し、理想的な戦術や戦略を導き
出す理論のことです。この本では戦略的思考の理論を見開き毎にわかりやす
く図解。また、問題も挿入しトレーニング的な要素も入れ理解度を確かめる
工夫も盛り込みました。

ドラッカー経営学

藤屋伸二：著 ̶̶ 税込価格 1,554円

B6判 ISBN4973-7

経営学やドラッカー初心者のために、ドラッカー理論の中心をなすマネジメ
ントの3つの分野「自己実現」
「会社経営」「経営環境」をとりあげ、わかり
やすく簡潔にまとめました。とくに、若い読者のために、もっとも興味深い、
読者自身の成長にかんする分野（自己実現）からスタートしています。理論
の活用の視点も交えて解説しています。

株のしくみ
寺尾淳：著 ̶̶ 税込価格 1,365円

B6判 ISBN3776-5

株式投資に興味があり、これから始めようと思っている方、株式市場の基礎
知識を身に付けたいと思っている方に向けて、株式市場のしくみ、株式投資
のやり方などを、絵と文章を使ってわかりやすく解説しています。

中国
渡邉義浩＋松金公正：著 ̶̶ 税込価格 1,491円 B6判 ISBN3790-1
世界最大の人口を抱える「21世紀のアジアの盟主」中国の歴史・地理・政治・
経済・文化などを平易かつコンパクトに解説。ビジネス市場としての現在と
これからの動き、また、物議を醸した反日感情がなぜ存在するかなどについ
ても詳しく触れています。
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日本との比較でわかる

中国のしくみ

柏木理佳：著 ̶̶ 税込価格 1,470円

B6判 ISBN4694-1

ダイナミックに変改しつつある中国は、世界中から注目を浴びています。中

で中国と日本の今が分かります！

失敗学
畑村洋太郎：著 ̶̶ 税込価格 1,418円

B6判 ISBN4187-8

過去の失敗に蓋をして覆い隠すのではなく、あえて白日の下にさらすことで、
同じ失敗を繰り返すことを防ぎ、失敗の原因を研究することによって生まれ
る、さらなる技術を創造すべきだ、とする失敗学の解説書。

危険学
畑村洋太郎：著 ̶̶ 税込価格 1,449円

B6判 ISBN5061-0

本書では、私たちの日常の生活のなかに潜む、さまざまな危険性を検証し、
危険に正面から対処することで、安全な生活を送るための指針を提案します。
設計などのもの作りに関わる人はもちろん、日々の生活を安全に過ごしたい
と考えている、すべての人に読んでいただきたい一冊です。

ディベート
鈴木勉：著 ̶̶ 税込価格 1,365円

B6判 ISBN4189-2

論理的に説明する力を養う。相手側の要点を理解する力がつく。学生やビジ
ネスマンにとって今では必須の能力となってきました。本書では入門書とし
て「ディベート」の基本解説からはじまり、鍛え方のポイントまでズバリと
わかりやすく図解しました。

アメリカ
西岡達裕：著 ̶̶ 税込価格 1,418円

B6判 ISBN3931-8

知っているようで知らない、アメリカの姿を文化、歴史、民俗、政治経済、
外交の面から丁寧に解説。世間を騒がす「ネオコン」とは何者なのか？ ア
メリカ先住民の現状は？

など、本書を読めば一目瞭然。

六法 【第二版】
三木邦裕＋豊田啓盟：著 ̶̶ 税込価格 1,470円 B6判 ISBN4314-8
2003年11月に発行された『図解雑学 六法』の第二版になります。商法や刑
法など、改正されたために古くなった解説を刷新したものです。
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図解雑学
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国事情に詳しい著者が「政治」
「経済」「経営」「環境」等の気になるテーマ
を日本と比較しながら中国を分析し、独特の構造やしくみに迫ります。1冊

内部統制
浜辺陽一郎：監修 ̶̶ 税込価格 1,575円

B6判 ISBN4219-6

内部統制という言葉を聞くと、堅くるしく難しいという印象が先に立ちます

図解雑学
（社会科学）

が、要は責任ある立場にある企業は管理をしっかりしなさい、という法律で
す。本書は会社法と金融商品取引法の内部統制をカバーし全体像が理解でき
るように解説しています。

改訂新版

日本の金融

川村雄介：監修 ̶̶ 税込価格 1,365円

B6判 ISBN4361-2

金利や株のしくみなどの金融に関する基礎知識から、メガバンクの合併、不
良債権問題の解消などの著しく変化する金融情勢まで、日本国内のみならず、
グローバルな話題も折り込みながらわかりやすく解説します。

日本経済のしくみ
松原聡：編著 ̶̶ 税込価格 1,365円

B6判 ISBN4360-5

日本の経済の基礎知識から、ゼロ金利政策の解除やM&Aの活発化、新会社法
の施行、郵政民営化など、ここ最近の多岐にわたる状況の激しい変化まで、
各種制度や関連法規に関する説明も加えながらわかりやすく解説します。

FX＜外国為替証拠金取引＞のしくみ
植月 貢＋野本 哲嗣：著 ̶̶ 税込価格 1,470円 B6判 ISBN4563-0
本書は、外国為替のしくみ、国際金融や国際収支といったFXに欠かせない基
礎的知識をやさしく解説。小手先の技術ではなく、いつまでも古びることの
ない技術を身につけることでFXと末永くつき合っていける。

よくわかるIFRS＜国際会計基準＞
橋本尚：監修 ̶̶ 税込価格 1,554円

B6判 ISBN4935-5

日本でも2015年から上場企業に対して強制適用となる可能性がある（2012
年に最終決定）新しい会計基準、IFRS（国際財務報告基準）の入門書です。
本書はビジネスマン向けに今までとどう変わるのか、比較し、対照すること
でよくわかる構成となっています。

よくわかる政治のしくみ
林

雄介：著 ̶̶ 税込価格 1,386円

B6判 ISBN4388-9

実際に省庁勤めの経験を持つ著者ならではの、政治の裏話や省庁の内情など
のトピックスを満載しており、一通り政治に関して知識を持っている、とい
う人でも十分楽しめて新しい発見のある内容となっています。
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よくわかる省庁のしくみ
林雄介：著 ̶̶ 税込価格 1,418円

B6判 ISBN4961-4

政治が混迷を続けている今、各省庁の今後がどのように変化し国民の期待に

でをやさしく解説します。

英語看板で身につく英語力
尾崎哲夫：著 ̶̶ 税込価格 1,554円

Ｂ6判

ISBN4441-1

海外では、読めなければ生活できない標識、看板や商品の取扱説明書は、極
端に省略した英語なので、学校で習う英語ではほとんど読むことができませ
ん。本書はこの看板や広告等を図解で解説した本です。看板が読めるように
なるだけでなく、読むだけで英単語力もアップします。

警察のしくみ
北芝

健：監修 ̶̶ 税込価格 1,365円

Ｂ 6判

ISBN4225-7

警察には、組織や階級、仕事の内容、捜査の方法など、誰もが知りたいけれど、
簡単には知ることができないことが、たくさんあります。本書は、そうした
警察に関する情報を満載するとともに、警察のしくみをくわしく丁寧に解説
しています。

病院の仕事としくみ
木村憲洋＋秋山健一：著 ̶̶ 税込価格 1,523円 B6判 ISBN4625-5
日本の医療の状況は大きく変わろうとしています。後期高齢者医療制度の問
題はもちろん、平成20年4月1日よりは診療科の名前のつけ方が見直されまし
た。また、医療従事者の人気の動向にも変化がはじまっています。日本の医
療情勢の次を読むための一冊です。

自動車業界のしくみ
池原照雄：著 ̶̶ 税込価格 1,418円

B6判 ISBN4698-9

本書は、自動車業界の最新動向はもちろん、業界を知る上で必要となる基礎
知識や、具体的なデータをもとにした業界の過去・現在・未来の展望など、
自動車産業の現状が、豊富なイラストとやさしい文章で非常によくわかりま
す。

不動産業界のしくみ
矢部樹美男：著 ̶̶ 税込価格 1,418円

B6判 ISBN4703-0

不動産業界の最新動向や展望、各種業態、必要資格、主要企業のデータなど
不動産業界に就職する方や興味がある方、すでに就業している方が知ってお
きたい知識を平易な文章とわかりやすいイラスト、写真で解説しました。
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応えることができるのかどうかは、国民にとって大きな関心事です。『よく
わかる政治のしくみ』の著者が省庁のしくみから生活に関わる大切な問題ま

建築業界のしくみ
倉見康一＋倉見延睦：著 ̶̶ 税込価格 1,418円 B6判 ISBN4692-7
ゼネコンから工務店まで規模も業務内容も多様な企業からなる建設業界の構

図解雑学
（業界科学）

造から、設計・施行といった建設の仕事、関連法令、耐震偽装問題や談合な
どの諸問題、今後の展開までを、図と文章でわかりやすく解説しています。

医薬品業界のしくみ
宮重徹也：著 ̶̶ 税込価格 1,418円

B6判 ISBN4730-6

本書は、医薬品業界の最新動向はもちろん、業界を知る上で必要となる基礎
知識や、具体的なデータをもとにした業界の過去・現在・未来の展望など、
医薬品業界の現状が、豊富なイラストとやさしい文章で非常によくわかりま
す。

アパレル業界のしくみ
山村貴敬＋鈴木邦成：著 ̶̶ 税込価格 1,418円 B6判 ISBN4731-3
アパレル業界及び、周辺産業である服飾雑貨業業界、小売業界等に関する基
礎知識と最新情報を図と文章でわかりやすく解説しています。服飾大学で教
鞭をとる教授の著書で、学生から社会人まで幅広い対象に向けた内容です。

住宅業界のしくみ
西村利孝：監修 ̶̶ 税込価格 1,418円

B6判 ISBN4760-3

本書は、住宅業界の最新動向はもちろん、業界を知る上で必要となる基礎知
識や、具体的なデータをもとにした業界の過去・現在・未来の展望など、住
宅業界の現状が、豊富なイラストとやさしい文章で非常によくわかります。

外食業界のしくみ
齋藤訓之：著 ̶̶ 税込価格 1,418円

B6判 ISBN4787-0

大手ファミリーレストランの再建などにより岐路に立たされている外食業
界。本書は、外食業界に従事する人や就職を目指す人に向け、店舗運営や食
材の知識といった基本から、今後の展望や課題まで、図やデータ資料を用い
てわかりやすく解説しています。

ホテル業界のしくみ
織田順：著 ̶̶ 税込価格 1,418円

B6判 ISBN4798-6

本書は、ホテル業界の最新動向から、業界を知る上で知っておきたい基礎知
識、ホテルサービスの基本やマネジメント戦略、ホテル業界のこれまでの歩
み・今後の展望までを、平易な文章とわかりやすいイラスト、写真で丁寧に
解説しました。
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コンサルティング業界のしくみ
アクシスコンサルティング：著 ̶̶ 税込価格 1,418円 B6判 ISBN4896-9
就職先で人気がありながらも、その実態があまり知られていないコンサル

広告業界のしくみ
井出雅文：著 ̶̶ 税込価格 1,418円

B6判 ISBN4912-6

インターネットの台頭により、ここ数年、広告の形態が大きく変化しました。
そんなめまぐるしく変わる広告業界の最新事情が、「なるほど！」と明快に
わかるよう、優しく丁寧に解説します。

食品業界のしくみ
齋藤訓之：著 ̶̶ 税込価格 1,418円

B6判 ISBN4913-3

自動車、各種機械、化学工業などに次いで大きな食品産業。本書は、その巨
大な食品業界が、
「なるほど！」と明快にわかるよう、優しく丁寧に解説し
ます。
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ティング業界。本書は、そのコンサルティング業界が、「なるほど！」と明
快にわかるよう、優しく丁寧に解説します。

