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　スマホ＆SNSの安心設定ブック

スマホをこれから始める人、スマホを子どもに持たせたい親御さんに！
セキュリティ設定のための解説本です。iPhone・Android両対応、各SNSで友だち
を勝手に追加されない方法なども説明しています。
著者：ジャムハウス編集部　本体価格900円+税
ISBN：:978-4-906768-48-6
発売：2018年6月

　プログラミング教育の考え方とすぐに使える教材集

先生のためのプログラミングの教科書です。
2020年に小学校からプログラミングの授業が必修化に向け、論理的思考との関
連性を調べた実験や、プログラミング教材として全18教材が収録されています。
著者：赤堀侃司　本体価格1,800円+税
ISBN：:978-4-906768-47-9
発売：2018年4月

　最新版 親子で学ぶインターネットの安全ルール小学生・中学生

編

『小学校の国語 5年』にも紹介されたネットのルールを学べる本の最新版です。
親子で一緒にネット・スマホに触れる上でのルール作りができます。
巻末には家族のルールを書き込めるページも。
著者：いけだとしお・おかもとなちこ　絵：つるだなみ　本体価格1,500円+税
ISBN：:978-4-906768-46-2

　学んで作る！一太郎2018使いこなしガイド

一太郎の解説本といったらジャムハウス。ジャストシステム公認です。
作例を見ながら作品づくりができ、「アウトプットナビ」など新機能も使いこなせる
ようになります。
著者:内藤由美＋井上健語＋ジャムハウス編集部　本体価格1,800円+税
ISBN：:978-4-906768-41-7
発売：2018年1月

　学んで作る！花子2018使いこなしガイド

ジャストシステム公認のグラフィック統合ソフト「花子2018」の解説本。
多機能でつい機能を持て余してしまう花子の基本から応用までを作例で解説し
ます。魅力的なポスターや新聞、小説の表紙などを作ることができます。
著者:中野久美子＋八木重和＋柳田留美　本体価格2,000円+税
ISBN：:978-4-906768-42-4
発売：2018年1月

　スマホでおもちゃを動かしちゃおう！”MaBeee”活用ブッ
ク

単3電池のおもちゃやライトをスマホで動かせる”MaBeee（マビー）”をより面白く
楽しむための1冊。誕生秘話やマビーを使った工作の作り方も収録。
著者：ジャムハウス編集部　本体価格1,500円+税
ISBN：:978-4-906768-40-0
発売：2017年12月

　親が知っておきたい学校教育のこと　1

 保護者からは見えづらい学校生活や教育の疑問点を教育の専門家である著
者がひもときます。
著者：赤堀侃司　本体価格1,700円+税
ISBN：:978-4-906768-38-7
発売：2017年3月
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　学んで作る！　一太郎2017　使いこなしガイド

 自分のスタイルに合わせて一太郎の操作環境をカスタマイズできる「一太郎
オーダーメイド」や素材豊富な「きまるフレーム」など新機能もポスターや小説を
作りながら、より実践的に解説しています。

著者：内藤由美＋井上健語+ジャムハウス編集部　本体価格1,800円+税
ISBN：:978-4-906768-36-3
発売：2017年2月

　学んで作る！　花子2017　使いこなしガイド

30周年を迎える花子を基礎から学ぶことができます。
 教材や地図の入ったチラシなど、自分のシチュエーションに合った作品を花子
2017の機能を活かして作る手順も解説しています。

著者：ハーティネス　本体価格2,000円+税
ISBN：:978-4-906768-37-0
発売：2017年2月

　デジタルで教育は変わるか

ICTやアクティブ・ラーニングなど最先端の取り組みの現場での効果を、国内外
で実際に著者が見聞きしたエピソードや現場の声を交えて語ります。

著者：赤堀侃司　本体価格1760円+税
ISBN：:978-4-906768-35-6
発売：2016年7月

　学んで作る！　一太郎2016　使いこなしガイド

基本操作から応用編までマスターできます。具体的な作例で新聞やポスター、
電子書籍を作ってみましょう。表紙、モジグラフィやATOK2016の新機能もしっか
りサポート。

著者：内藤由美＋井上健語　本体価格1,800円+税
ISBN：:978-4-906768-33-2
発売：2016年2月

　学んで作る！　花子2016　使いこなしガイド

花子2016を最大限に使いこなすための必読書。基本操作から学べます。そのほ
か、間取り図、数学のプリントといった作例で花子ならではの機能をフル活用し
てみましょう。

著者：ハーティネス　本体価格2,000円+税
ISBN：:978-4-906768-34-9
発売：2016年2月

　親子でベーシック入門 IchigoJamではじめてのプログラミン
グ

パソコン不要、テレビに繋ぐだけでプログラミングが出来る日本発のワンチップマ
イコンIchigoJam。本書ではそのIchigoJamの仕組みとベーシック言語をわかりや
すく解説しています。

著者：蘆田昇，福野泰介　本体価格1980円+税
ISBN：:978-4-906768-31-8
発売：2015年11月

　タブレット教材の作り方とクラス内反転学習

著者自ら作成した、初めてでも短時間で簡単に作れるタブレット教材の実践本。
さらに、タブレットを活用した『クラス内反転学習』の授業モデルを初めて活字で
提案しています。

著者：赤堀侃司　本体価格1,600円+税
ISBN：:978-4-906768-30-1
発売：2015年8月



　わかる！書ける！授業改善のための学習指導案
アクティブ・ラーニング対応！時間がかかる学習指導案作成。でも、いい指導案
が書ければいい授業が出来ます。
多くの先生方が望んでいた指導案作りの必携書です。

著者：藤村裕一
本体価格1,600円+税
ISBN：978-4-906768-28-8
発売：2015年3月
　小ベンチャー企業経営者のための
　”超”入門　Ｍ＆Ａ

中小ベンチャー企業のM&A市場を概観し、M&Aの買い手、売り手それぞれの立
場でのポイントを解りやすく解説。著者が経験したM&Aの成功例、失敗例も紹
介。

著者：佐々木敦也　本体価格1,700円+税
ISBN：:978-4-906768-29-5
発売：2015年8月
　学んで作る！　一太郎2015　使いこなしガイド

町内会報、手紙、電子書籍を作りながら一太郎2015の操作や活用テクニックを
身につけられます。さらに新機能を活用して、より快適に文書作成する方法がb
学べます。

著者：内藤由美＋ジャムハウス編集部　本体価格1,800円+税
ISBN：:978-4-906768-26-4
発売：2015年2月
　学んで作る！　花子2015　使いこなしガイド

花子2015の基本操作をしっかりと学べるほか、チラシや案内、教材プリントなど
の見栄えの良い作例を、花子の様々な機能を活用して作り上げていく手順まで
しっかり解説しています。

著者：ハーティネス　本体価格2,000円+税
ISBN：:978-4-906768-27-1
発売：2015年2月

　次世代ファイナンス
　クラウドファンディングで世界を変えよう！

「自分の夢をかなえてくれる人に投資する」
クラウドファンディングの特徴を専門家が事例に基づいて解説。
著者：佐々木敦也　本体価格1,500円+税
ISBN：:978-4-906768-25-7
発売：2014年8月

　月1000円以下で使える！
　SIMフリースマホ入門

どんどん身近になってきた「格安スマホ」
本書はサービスの利用方法、スマホの選び方をわかりやすく解説。
著者：ジャムハウス編集部　本体価格980円+税
ISBN：:978-4-906768-23-3
発売：2014年6月

　学んで作る！　一太郎2014 徹　使いこなしガイド

一太郎2014徹 の基本操作をはじめ、作例を使った実践的な操作までを徹底解
説。
ATOK2014による日本語入力のテクニックも紹介。

著者：内藤由美＋ジャムハウス編集部　本体価格1,800円+税
ISBN：:978-4-906768-21-9
発売：2014年2月

　学んで作る！　花子2014　使いこなしガイド

図形や部品を貼って、編集するだけで、見栄えのよい資料が作成できる花子
2014の基本操作を解説。実際の作例をもとにした資料や学校のプリントなどの
作り方も解説しています。

著者：ハーティネス　本体価格2,000円+税
ISBN：:978-4-906768-22-6
発売：2014年2月



　毎日つかう!iPadAir＆iPadminiRetina
基本操作や必須アプリの使い方について解説します。「基本編」「ビジネス編」
「ホーム＆ホビー編」「トラブル対策」の4つのパートにわけて、用途に応じた設定
やアプリを紹介するのが特徴です。
著者：ジャムハウス編集部
 本体価格1,200円+税
ISBN：978-4906768-20-2
発売：2013年12月

　3Dプリンター革命 モノづくり・ビジネスが変わる!
モノづくりに携わる企業、個人クリエイターの方（メイカーズ）、必読の書。
ブームに踊らされることなく、「3Dプリンター」の仕組みや活用の現場について、
知ることができる！
著者：水野　操
 本体価格1,500円+税
ISBN：978-4906768-19-6
発売：2013年8月

   タブレットは紙に勝てるのか　タブレット時代の教育
紙とタブレットは何が異なるのか、どんな効果があり、どこが劣っているのか？
実証実験、教育実践の現場についてデータに基づいて解説。

著者：赤堀侃司
 本体価格1,650円+税
ISBN：:978-4-906768-24-0
発売：2013年7月

　学んで作る！　一太郎2013 玄　使いこなしガイド
日常的に作ることが多い挨拶はがきや報告書、そして一太郎2013 玄の新機能
を活用する旅行記、オリジナル小説の電子書籍も作成してみます。作例づくりを
とおして、一太郎の操作を学ぶことができます。

著者：内藤由美　本体価格1,800円+税
ISBN：:978-4-906768-07-3
発売：2013年2月

　学んで作る！　花子2013　使いこなしガイド
図形や部品を貼って、編集するだけで、見栄えのよい資料が作成できる花子
2013。 本書籍では、リボンメニューも加わって、操作性が大きく変わった花子の
画面や操作方法を紹介しています。 また、実際の作例をもとにした資料の作り
方も解説。

著者：ハーティネス　本体価格2,000円+税
ISBN：:978-4-906768-08-0
発売：2013年2月

　ここまでデキル！　ATOK 2013　使いこなしガイド
Windows 8に完全対応したATOK 2013! Windows ストアアプリでも快適に使えま
す。 いつでも、どこでも、賢い日本語入力を実現するATOK 2013を使いこなす方
法を解説しています。

著者：井上健語　+　ジャムハウス編集部　本体価格1,800円+税
ISBN：:978-4-906768-09-7
発売：2013年2月

　iPad mini 最適設定＆必須アプリ
iPad miniを活用したい読者を対象に、基本操作や必須アプリの使い方について
解説します。「基本編」「ビジネス編」「ホーム＆ホビー編」の3つのパートにわけ
て、用途に応じた設定やアプリを紹介するのが特徴です。

著者：ジャムハウス編集部
本体価格1,500円＋税
ISBN:978-4-906768-06-6
発売：2013年1月

   教育工学への招待 新版
「教育工学」はメディアの教育応用という研究分野にとどまらず、授業研究から
教師教育、学習環境の設計、情報教育から総合的な学習の内容に至るまで幅
広いジャンルにわたっています。 本書は、教育工学とは何かを多方向からとら
えた解説書です。

著者：赤堀侃司
 本体価格1,800円+税
ISBN：:978-4-906768-15-8
発売：2013年1月



　tumblrデザインカスタマイズガイド
tumblr(タンブラー)は、twitter、Facebookに続く新たなソーシャル・ネットワーク・
サービスです。誰でも簡単に情報発信でき、瞬く間に多くの人に広めることがで
きます。
 本書では、tumblrのブログ機能で情報発信する方法、個性的なデザインにカス
タマイズする方法について、解説します。
著者：ジャムハウス編集部　 本体価格1,980円+税
ISBN:978-4906768-03-5
 発売：2012年6月

　羊毛フェルト作品をワンランクアップ! 記念日の贈り物
単に羊毛フェルトでマスコットを作るだけでなく、布や糸、紙や木など、さまざまな
異素材と組み合わせることで、見た目にもぐっとクオリティアップした贈り物にも
最適な作品の作り方を紹介しています。

著者：鶴田奈美
本体価格1,700円+税
ISBN：:978-4906768-16-5
発売：2013年4月

   記事・広告・小説・論文・ビジネス文書 モノカキのための
ATOK
本書は、モノカキならではの視点で、ATOKの便利な機能、操作方法を解説して
います。文章を書くあらゆる方に手にとっていただきたい1冊です。
ATOK 2006～ATOK 2012対応　Windows版およびMac版のキー操作にも対応
著者：井上健語
 品対価格1600円+税
ISBN: 978-4906768-04-2 発売： 2012年8月
　iPhoneで撮ったムービーをパソコンで編集してDVDを作
る
入学式や運動会などの学校行事、旅行やパーティーなどの楽しいできごとを
iPhoneでムービーに撮ったら、パソコンで編集してDVDに保存しましょう。
 ［対応環境］・Windows 7 (Home Premium/Ultimate/Professional/Enterprise）
                 ・Mac OS X v10.6.3～10.7 + iLife11・iPhone 4/4S
著者：ジャムハウス編集部　 本体価格1,600円+税
ISBN:978-4906768-02-8 発売：2012年4月
   学んで作る！　一太郎2012 承　使いこなしガイド
一太郎2012 承の基本操作をはじめ、作例を使った実践的な操作までを徹底解
説。
ATOK 2012による日本語入力のテクニックも紹介しています。
著者：井上健語+ジャムハウス編集部
ISBN: 978-4906768-00-4 本体価格1,800円+税  発売：2012年2月

   学んで作る！　花子2012使いこなしガイド
図形や部品を貼って、編集するだけで、見栄えのよい資料が作成できるように
なった花子2012の基本操作を解説。実際の作例をもとにした資料の作り方も解
説しています。
著者：ハーティネス
 本体価格2,000円+税
ISBN: 978-4906768-01-1 発売：2012年2月


