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＊ ： グリーンスリップ（常時返品入帖可）商品

加瀬メソッドシリーズ

ヴォイステクニックの真実・基礎編 （上）
呼吸・発声　改訂第2版 ─声を仕事に使う人のために─

加瀬メソッドシリーズ

ヴォイステクニックの真実・基礎編 （下）
滑舌・ストレッチ　改訂第2版 ─声を仕事に使う人のために─

2016年版

電気手帳

見やすく使いやすい自家用電気技術者向けの技術資料満載の技術者手帳！

電気／
電気一般
10月発行
配本パターン 指定
ISBN 978-4-274-50579-9 編者　オーム社

　自家用電気技術者向けの技術手帳で、ちょうどワイシャツや作業服の胸ポケットに入る大きさ ( 縦 145ｍｍ× 横 90ｍ
ｍ) で、見やすく書き込みやすい手帳です。
　もちろん 1 年中ご愛用いただく手帳ですから、一般の手帳と同じく、カレンダー (2016 年 /2017 年 )、月間予定表
(2016/1 月～2017/3 月 )、日記欄 (1 週間見開きの頁 )、年齢早見表、暦日の知識、メモ欄、関係団体等連絡先一覧のほか、
全国鉄道路線図や主要都市拡大の路線図、主要都市の地下鉄路線図など (20 頁 ) もあります。
　本手帳の目玉は、なんといっても自家用電気技術者向けの技術資料で、日頃現場でも必要とする技術資料など約 150
頁を収録しています。

【具体的な購買者】 自家用電気工作物の設計・施工・保守管理に携わる技術者および関係者
【本書と同じ棚に】 絵とき　電気設備技術基準・解釈早わかり
 2015 年版電気設備技術基準・解釈
 高圧受電設備等設計・施工要領 ( 改訂 2 版 )（以上、オーム社）

A6変判・336頁
本体 926円+税

2016年版

電気工事士手帳

見やすく使いやすい電気設備工事技術者向けの技術資料満載の技術者手帳！

電気／
電気一般
10月発行
配本パターン 指定
ISBN 978-4-274-50578-2 編者　オーム社

　電気工事技術者向けの技術手帳で、ちょうどワイシャツや作業服の胸ポケットに入る大きさ ( 縦 145ｍｍ× 横 90ｍｍ)
で、見やすく書き込みやすい手帳です。
　もちろん 1 年中ご愛用いただく手帳ですから、一般の手帳と同じく、カレンダー (2016 年 /2017 年 )、月間予定表
(2016/1 月～2017/3 月 )、日記欄 (1 週間見開きの頁 )、年齢早見表、暦日の知識、メモ欄、関係団体等連絡先一覧のほか、
全国鉄道路線図や主要都市拡大の路線図、主要都市の地下鉄路線図など (20 頁 ) もあります。
本手帳の目玉は、なんといっても電気工事技術者向けの技術資料で、日頃現場でも必要とする技術資料など約 150 頁
を収録しています。

【具体的な購買者】 電気設備工事の設計・施工・管理に携わる技術者および関係者
【本書と同じ棚に】 絵とき　電気設備技術基準・解釈早わかり
 2015 年版電気設備技術基準・解釈
 15-16 年版電気事業法関係法令集（以上、オーム社）

A6変判・336頁
本体 926円+税

だましのテクニックの進化
─昆虫の擬態の不思議─

その場限りの驚きで、より長く、より深く擬態を楽しめる1冊！

理学／
生物学
10月発行
配本パターン 理工5
ISBN 978-4-274-50582-9

著者　藤原晴彦（ふじわら はるひこ）

　枯葉しか見えない蛾、テントウムシにしか見えないゴキブリ、毒チョウをまねた無毒なチョウ……。
　なぜ昆虫は擬態をするのだろう？なぜ細部まで植物そっくりに真似ることができるのだろう？
　昆虫の世界はまだまだ不思議なことで溢れています。そんな不思議な世界を、擬態の歴史からメカニズム、最新研究ま
で、分子生物学者の著者が詳しく解説します。

【具体的な購買者】 昆虫好きの方
【本書と同じ棚に】 似てだます擬態の不思議な世界（化学同人）
 昆虫はもっとすごい（光文社）
 昆虫食古今東西（オーム社）

四六判・200頁
本体 1,800円+税

思い通りの声を得る　決定版テキスト、待望の改訂第2版！！

芸術・生活／
人文･社会
10月発行
配本パターン 指定
ISBN 978-4-903848-91-4

著者　加瀬玲子（かせ れいこ）
発行所　Voicing　発売元　オーム社

　2001 年よりロングセラーを続ける『ヴォイステクニックの真実』を改題・改訂・2 分冊としたその上巻、2007 年発行『加
瀬メソッド基礎編［上］ 呼吸・発声』の改訂第 2 版。スタジオ・レイを主宰し一線の役者や歌手を指導するヴォイストレ
ーナー加瀬玲子が、加瀬メソッドの基礎となる呼吸法・発声法を、自身のスタジオや大学で行なってきたカリキュラムに
準じて詳細に解説したレッスン書。第 2 版では現場で多く寄せられた疑問や誤解に答えるべく加筆修正した。

【具体的な購買者】 俳優、ナレーター、声優、歌手。またはそれらをめざす人
 声を仕事に使う教師、弁護士、販売員など
 朗読、読み聞かせ、コーラスなどの趣味で声を使う人

【本書と同じ棚に】 ヴォイステクニックの真実・基礎編 ( 下 )　滑舌・ストレッチ（Voicing）

滑舌と声のための身体づくりテキスト、待望の改訂第2版！

芸術・生活／
人文･社会
10月発行
配本パターン 指定
ISBN 978-4-903848-90-7

著者　加瀬玲子（かせ れいこ）
発行所　Voicing　発売元　オーム社

　2001 年よりロングセラーを続ける『ヴォイステクニックの真実』を改題・改訂・2 分冊としたその下巻、2007 年発行『加
瀬メソッド基礎編［下］ 滑舌・ストレッチ』の改訂第 2 版。スタジオ・レイを主宰し一線の役者や歌手を指導するヴォイス
トレーナー加瀬玲子が、日本語の滑舌をはじめ、ストレッチ、筋肉強化法、自己整体法、表現者に向けての基礎知識など
を詳細に解説。第 2 版では現場で寄せられた疑問や誤解を踏まえ、多くの写真を追加するなど、より具体的に加筆修正
した。

【具体的な購買者】 俳優、ナレーター、声優、歌手。またはそれらをめざす人
 声を仕事に使う教師、弁護士、販売員など、朗読、読み聞かせ、コーラスなどの趣味で声を使う人

【本書と同じ棚に】 演劇関連の棚、音楽関連の棚、および実用書の棚に並べて下さい。
 ヴォイステクニックの真実・基礎編 ( 上 )　呼吸・発声（Voicing）

A5判・152頁
本体 1,500円+税

A5判・176頁
本体 1,600円+税

ワークブックで学ぶ生物学の基礎
（第3版）

世界で選ばれている生物学教科書の決定版！

理学／
生物学
10月発行
配本パターン 理工3
ISBN 978-4-274-50585-0

著者　Tracey Greenwood（とれーしー ぐりーんうっど）、Lissa Bainbridge-Smith（りさ べいんぶりっじ すみす）、
　　　Kent Pryor（けんと ぷらいあー）、Richard Allan（りちゃーど あらん）
監訳者　後藤太一郎（ごとう たいちろう）

　本書は、ニュージーランド BIOZONE 社の生物学教科書『IB Biology』の抜粋翻訳書です。
　イラストや写真が豊富で、生物学の基礎から人の健康まで幅広い内容が扱われています。各トピックが解説と演習問
題を含む 1-2 ページの構成でまとめられていて、授業の組み立てに合わせて項目を選ぶことができます。このワークブッ
クはテキストとして授業で活用するだけでなく、学生自身が予習や復習によって学習内容を整理して確認することにも役
立ちます。
　第 3 版では、第 2 版の原著『Senior Biology』を一部使用しながら、社会応用の学習頁が多い『IB Biology』の頁を多
く盛り込み、日本での生物学基礎の学習により適した構成に刷新しました。

【具体的な購買者】 専門学校生および大学における基礎生物学履修生
【本書と同じ棚に】 ワークブックで学ぶ生物学実験の基礎／ベーシックマスター 分子生物学（改訂 2 版）
 ベーシックマスター 細胞生物学（以上、オーム社）

A4判・320頁
本体 3,200円+税
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加瀬メソッドシリーズ

ヴォイステクニックの真実・基礎編 （上）
呼吸・発声　改訂第2版 ─声を仕事に使う人のために─

加瀬メソッドシリーズ

ヴォイステクニックの真実・基礎編 （下）
滑舌・ストレッチ　改訂第2版 ─声を仕事に使う人のために─

2016年版

電気手帳

見やすく使いやすい自家用電気技術者向けの技術資料満載の技術者手帳！

電気／
電気一般
10月発行
配本パターン 指定
ISBN 978-4-274-50579-9 編者　オーム社

　自家用電気技術者向けの技術手帳で、ちょうどワイシャツや作業服の胸ポケットに入る大きさ ( 縦 145ｍｍ× 横 90ｍ
ｍ) で、見やすく書き込みやすい手帳です。
　もちろん 1 年中ご愛用いただく手帳ですから、一般の手帳と同じく、カレンダー (2016 年 /2017 年 )、月間予定表
(2016/1 月～2017/3 月 )、日記欄 (1 週間見開きの頁 )、年齢早見表、暦日の知識、メモ欄、関係団体等連絡先一覧のほか、
全国鉄道路線図や主要都市拡大の路線図、主要都市の地下鉄路線図など (20 頁 ) もあります。
　本手帳の目玉は、なんといっても自家用電気技術者向けの技術資料で、日頃現場でも必要とする技術資料など約 150
頁を収録しています。

【具体的な購買者】 自家用電気工作物の設計・施工・保守管理に携わる技術者および関係者
【本書と同じ棚に】 絵とき　電気設備技術基準・解釈早わかり
 2015 年版電気設備技術基準・解釈
 高圧受電設備等設計・施工要領 ( 改訂 2 版 )（以上、オーム社）

A6変判・336頁
本体 926円+税

2016年版

電気工事士手帳

見やすく使いやすい電気設備工事技術者向けの技術資料満載の技術者手帳！

電気／
電気一般
10月発行
配本パターン 指定
ISBN 978-4-274-50578-2 編者　オーム社

　電気工事技術者向けの技術手帳で、ちょうどワイシャツや作業服の胸ポケットに入る大きさ ( 縦 145ｍｍ× 横 90ｍｍ)
で、見やすく書き込みやすい手帳です。
　もちろん 1 年中ご愛用いただく手帳ですから、一般の手帳と同じく、カレンダー (2016 年 /2017 年 )、月間予定表
(2016/1 月～2017/3 月 )、日記欄 (1 週間見開きの頁 )、年齢早見表、暦日の知識、メモ欄、関係団体等連絡先一覧のほか、
全国鉄道路線図や主要都市拡大の路線図、主要都市の地下鉄路線図など (20 頁 ) もあります。
本手帳の目玉は、なんといっても電気工事技術者向けの技術資料で、日頃現場でも必要とする技術資料など約 150 頁
を収録しています。

【具体的な購買者】 電気設備工事の設計・施工・管理に携わる技術者および関係者
【本書と同じ棚に】 絵とき　電気設備技術基準・解釈早わかり
 2015 年版電気設備技術基準・解釈
 15-16 年版電気事業法関係法令集（以上、オーム社）

A6変判・336頁
本体 926円+税

だましのテクニックの進化
─昆虫の擬態の不思議─

その場限りの驚きで、より長く、より深く擬態を楽しめる1冊！

理学／
生物学
10月発行
配本パターン 理工5
ISBN 978-4-274-50582-9

著者　藤原晴彦（ふじわら はるひこ）

　枯葉しか見えない蛾、テントウムシにしか見えないゴキブリ、毒チョウをまねた無毒なチョウ……。
　なぜ昆虫は擬態をするのだろう？なぜ細部まで植物そっくりに真似ることができるのだろう？
　昆虫の世界はまだまだ不思議なことで溢れています。そんな不思議な世界を、擬態の歴史からメカニズム、最新研究ま
で、分子生物学者の著者が詳しく解説します。

【具体的な購買者】 昆虫好きの方
【本書と同じ棚に】 似てだます擬態の不思議な世界（化学同人）
 昆虫はもっとすごい（光文社）
 昆虫食古今東西（オーム社）

四六判・200頁
本体 1,800円+税

思い通りの声を得る　決定版テキスト、待望の改訂第2版！！

芸術・生活／
人文･社会
10月発行
配本パターン 指定
ISBN 978-4-903848-91-4

著者　加瀬玲子（かせ れいこ）
発行所　Voicing　発売元　オーム社

　2001 年よりロングセラーを続ける『ヴォイステクニックの真実』を改題・改訂・2 分冊としたその上巻、2007 年発行『加
瀬メソッド基礎編［上］ 呼吸・発声』の改訂第 2 版。スタジオ・レイを主宰し一線の役者や歌手を指導するヴォイストレ
ーナー加瀬玲子が、加瀬メソッドの基礎となる呼吸法・発声法を、自身のスタジオや大学で行なってきたカリキュラムに
準じて詳細に解説したレッスン書。第 2 版では現場で多く寄せられた疑問や誤解に答えるべく加筆修正した。

【具体的な購買者】 俳優、ナレーター、声優、歌手。またはそれらをめざす人
 声を仕事に使う教師、弁護士、販売員など
 朗読、読み聞かせ、コーラスなどの趣味で声を使う人

【本書と同じ棚に】 ヴォイステクニックの真実・基礎編 ( 下 )　滑舌・ストレッチ（Voicing）

滑舌と声のための身体づくりテキスト、待望の改訂第2版！

芸術・生活／
人文･社会
10月発行
配本パターン 指定
ISBN 978-4-903848-90-7

著者　加瀬玲子（かせ れいこ）
発行所　Voicing　発売元　オーム社

　2001 年よりロングセラーを続ける『ヴォイステクニックの真実』を改題・改訂・2 分冊としたその下巻、2007 年発行『加
瀬メソッド基礎編［下］ 滑舌・ストレッチ』の改訂第 2 版。スタジオ・レイを主宰し一線の役者や歌手を指導するヴォイス
トレーナー加瀬玲子が、日本語の滑舌をはじめ、ストレッチ、筋肉強化法、自己整体法、表現者に向けての基礎知識など
を詳細に解説。第 2 版では現場で寄せられた疑問や誤解を踏まえ、多くの写真を追加するなど、より具体的に加筆修正
した。

【具体的な購買者】 俳優、ナレーター、声優、歌手。またはそれらをめざす人
 声を仕事に使う教師、弁護士、販売員など、朗読、読み聞かせ、コーラスなどの趣味で声を使う人

【本書と同じ棚に】 演劇関連の棚、音楽関連の棚、および実用書の棚に並べて下さい。
 ヴォイステクニックの真実・基礎編 ( 上 )　呼吸・発声（Voicing）

A5判・152頁
本体 1,500円+税

A5判・176頁
本体 1,600円+税

ワークブックで学ぶ生物学の基礎
（第3版）

世界で選ばれている生物学教科書の決定版！

理学／
生物学
10月発行
配本パターン 理工3
ISBN 978-4-274-50585-0

著者　Tracey Greenwood（とれーしー ぐりーんうっど）、Lissa Bainbridge-Smith（りさ べいんぶりっじ すみす）、
　　　Kent Pryor（けんと ぷらいあー）、Richard Allan（りちゃーど あらん）
監訳者　後藤太一郎（ごとう たいちろう）

　本書は、ニュージーランド BIOZONE 社の生物学教科書『IB Biology』の抜粋翻訳書です。
　イラストや写真が豊富で、生物学の基礎から人の健康まで幅広い内容が扱われています。各トピックが解説と演習問
題を含む 1-2 ページの構成でまとめられていて、授業の組み立てに合わせて項目を選ぶことができます。このワークブッ
クはテキストとして授業で活用するだけでなく、学生自身が予習や復習によって学習内容を整理して確認することにも役
立ちます。
　第 3 版では、第 2 版の原著『Senior Biology』を一部使用しながら、社会応用の学習頁が多い『IB Biology』の頁を多
く盛り込み、日本での生物学基礎の学習により適した構成に刷新しました。

【具体的な購買者】 専門学校生および大学における基礎生物学履修生
【本書と同じ棚に】 ワークブックで学ぶ生物学実験の基礎／ベーシックマスター 分子生物学（改訂 2 版）
 ベーシックマスター 細胞生物学（以上、オーム社）

A4判・320頁
本体 3,200円+税
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機械工学入門シリーズ

機械設計入門（第4版）

基礎力を身につけて「正しい設計」を行うための第一歩。最新JIS規格に準拠！

機械／
設計・製図
10月発行
配本パターン 理工2
ISBN 978-4-274-21808-8 著者　大西　清（おおにし きよし）

　機械設計は、すぐれた性能をもった機械を生み出すための創造的な働きであり、機械生産のプロセスにおいては作業
を指揮する頭脳に相当します。
　本書は、機械設計の基盤である「機械要素」（ねじ、キー、軸、歯車等）の取扱い、選び方、設計手順等について、図・表
を豊富に用いてわかりやすく解説したものです。今回の第 4 版では、機械製図（JIS B 0001：2010）、溶接記号（JIS Z 
3021：2010）、歯車製図（JIS B 0003：2012）等、2015 年 7 月時点での最新 JIS 規格にもとづいて本書の全体を見直し、
紙面レイアウトも一新した 17 年ぶりの改訂「第 4 版」です。
　大学、高専、専門学校、工業高校の教科書として、また実務に直結した参考書として好適です。

【具体的な購買者】 機械系の学生、機械系業務従事者（初学者から若手技術者）
 機械系の学校での教科書、副読本としての採用（大学、高専、専門学校、工業高校など）

【本書と同じ棚に】 JIS にもとづく機械設計製図便覧（第 11 版）／ JIS にもとづく標準製図法（第 13 全訂版）
 機械工学入門シリーズ　要説　機械製図（第 3 版）（以上、オーム社）

進化計算と深層学習
─創発する知能─

進化計算とニューロネットワークがよくわかる、話題の深層学習も学べる！

情報科学／
知識科学・人工知能
10月発行
配本パターン 理工3
ISBN 978-4-274-21802-6

著者　伊庭斉志（いば ひとし）

　本書は、ディープラーニングの基礎となるニューラルネットワークの理論的背景から人工知能との関わり、最近の進展
や成果、課題にいたるまでを詳しく説明します。「進化」と「学習」をキーワードとして、人工知能の実現へのアプローチや
知能の創発についてを説明するニューラルネットや進化計算による学習の基礎的なところから分かりやすく説明する、

「進化計算」を用いた「深層学習」への取り組みを説明する、などです。
【具体的な購買者】 人工知能の初級研究者
 初級プログラマ･ソフトウェアの初級開発者（生命のシミュレーション等）
 情報処理系学部 3、4 年から大学院生
 深層学習の基礎理論に興味がある人

【本書と同じ棚に】 人工知能と人工生命の基礎（オーム社）

A5判・256頁
本体 2,300円+税

　本誌は、世界の新世代コンピュータサイエンスの研究活動を鼓舞し、その成果をいち早く交換する場を提供する
ことを目的とした、オーム 社 ／S p r i n g e r 社 の 共 同 出 版 による季 刊 英 文ジャーナルで す。主な分 野 は
Programming and Semantics、Cognitive Computing、Social Computing、Biocomputing、Data Mining、
Learningで、世界の第一線で活躍する技術者、研究者の投稿から厳密な査読を経て採択された論文により構成されていま
す。

【具体的な購買者】 情報科学の研究者、システムエンジニア
　　　　　　　　　ソフトウェア工学、人工知能、知識工学、VLSI デザイン関係の研究者
　　　　　　　　　各種図書館（国公立、民間、大学、研究所）

21世紀の人類文明に不可欠なコンピュータの新世代を拓く国際誌

Editor-in-Chief : Masami Hagiya （東京大学教授）、Associate Editor : Kazunori Ueda（早稲田大学教授）

B5変判・100頁

！
2015年10月発行

オ－ム社では販売して
おりません．
＊販売問合せ先
シュプリンガー・ジャパン
株式会社
TEL.03（6831）7004

（英文学術ジャーナル）

NEW GENERATION COMPUTING
Computing Paradigms and Computational Intelligence Vol.33 No.4

基本からわかる

電気電子計測講義ノート

「電気電子計測」の要点をしっかり学べる講義ノート！

電気／
計測制御・機器
10月発行
配本パターン 理工4
ISBN 978-4-274-21805-7 監修者　湯本雅恵（ゆもと まさしげ）

著者　桐生昭吾（きりゅう しょうご）、宮下 收（みやした おさむ）、元木　誠（もとき まこと）、
　　　山﨑貞郎（やまざき さだお）

　本書は、計測の基本から、電気磁気計測、RLC 計測、A-D 変換、センサといった、電気電子計測を学ぶ上で必須の基
本事項について、ポイントを絞ってやさしくていねいにまとめた教科書・参考書です。実際に計測する際の注意点「やっ
てはいけない！」やポイントをキャラクターが解説したりして、より実践的な記述としました。
　実際の講義であれば先生が適宜示す補足事項や内容理解のためのポイントを、“付せん”や“吹き出し”あるいは脚注
を用いて随所に配してあるので、教科書としても、講義の予習・復習あるいは独習用の参考書としても最適な一冊です。

【具体的な購買者】 電気・電子・通信系学科の大学学部生・高専生
【本書と同じ棚に】 基本を学ぶ 電気電子計測
 教えて？わかった！ 電気電子計測（以上、オーム社）
 電子計測入門講座（電波新聞社）

A5判・240頁
本体 2,500円+税

やさしいリレーとプログラマブルコントローラ
（改訂2版）

図解　明解　問題を解いて理解！！！

電気／
計測制御・機器
10月発行
配本パターン 理工4
ISBN 978-4-274-21832-3

著者　岡本裕生（おかもと ひろお）

　『やさしいリレーとプログラマブルコントローラ』（初版 1999 年）の改訂 2 版です。
　本書はリレーシーケンスの基礎回路から、プログラマブルコントローラを用いた基本的な回路設計までをやさしく学べ
る入門書として、学生や技術者など、多くの読者に支持を得ています。本書の特徴である、「問題を解きながら理解する」
形式は踏襲しつつ、問題の大幅な追加を行っています。また、紙面デザインを一新し、より読みやすい紙面構成となって
います。

【具体的な購買者】 電気系の工業高校生、専門学校生、初級技術者の方々
【本書と同じ棚に】 絵とき「PLC 制御」基礎のきそ（日刊工業新聞社）
 やさしいリレーとシーケンサ（改訂 3 版）
 プログラマブルコントローラの活かし方（以上、オーム社）

B5判・212頁
本体 2,500円+税

IT Text

情報通信ネットワーク

情報通信ネットワークの基本と現在のネットワークの理解に必要な事項全般を解説！

コンピュータ／
ネットワーク
10月発行
配本パターン 理工4
ISBN 978-4-274-21797-5

著者　阪田史郎（さかた しろう）、井関文一（いせき ふみかず）、小高知宏（おだか ともひろ）、
　　　甲藤二郎（かっとう じろう）、菊池浩明（きくち ひろあき）、塩田茂雄（しおだ しげお）、
　　　長　敬三（ちょう けいぞう）

　「IT Text」シリーズは情報処理学会編集の教科書として、大学や高専などでこの間一定の評価を得てきました。本書は
大学の情報・理工系学部における情報通信ネットワークの教科書として、インターネットプロトコルを各層ごとに解説す
るとともに、無線ネットワークや QoS、セキュリティ、管理など、情報通信ネットワークの基本と現在のネットワークの理解
に必要な事項全般を解説するものです。なお、インターネットプロトコルについては、利用に密着したアプリケーション層か
らデータリンク層へという流れで解説します。

【具体的な購買者】 大学 情報・理工学系学部の学部生（2 年、3 年）
 情報処理・ネットワーク関連の入門技術者

【本書と同じ棚に】 OHM 大学テキスト 情報通信ネットワーク
 新インターユニバーシティ 情報ネットワーク
 新しい 情報ネットワーク教科書（以上、オーム社）

A5判・282頁
本体 2,800円+税

A5判・224頁
本体 2,700円+税
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＊ ： グリーンスリップ（常時返品入帖可）商品

機械工学入門シリーズ

機械設計入門（第4版）

基礎力を身につけて「正しい設計」を行うための第一歩。最新JIS規格に準拠！

機械／
設計・製図
10月発行
配本パターン 理工2
ISBN 978-4-274-21808-8 著者　大西　清（おおにし きよし）

　機械設計は、すぐれた性能をもった機械を生み出すための創造的な働きであり、機械生産のプロセスにおいては作業
を指揮する頭脳に相当します。
　本書は、機械設計の基盤である「機械要素」（ねじ、キー、軸、歯車等）の取扱い、選び方、設計手順等について、図・表
を豊富に用いてわかりやすく解説したものです。今回の第 4 版では、機械製図（JIS B 0001：2010）、溶接記号（JIS Z 
3021：2010）、歯車製図（JIS B 0003：2012）等、2015 年 7 月時点での最新 JIS 規格にもとづいて本書の全体を見直し、
紙面レイアウトも一新した 17 年ぶりの改訂「第 4 版」です。
　大学、高専、専門学校、工業高校の教科書として、また実務に直結した参考書として好適です。

【具体的な購買者】 機械系の学生、機械系業務従事者（初学者から若手技術者）
 機械系の学校での教科書、副読本としての採用（大学、高専、専門学校、工業高校など）

【本書と同じ棚に】 JIS にもとづく機械設計製図便覧（第 11 版）／ JIS にもとづく標準製図法（第 13 全訂版）
 機械工学入門シリーズ　要説　機械製図（第 3 版）（以上、オーム社）

進化計算と深層学習
─創発する知能─

進化計算とニューロネットワークがよくわかる、話題の深層学習も学べる！

情報科学／
知識科学・人工知能
10月発行
配本パターン 理工3
ISBN 978-4-274-21802-6

著者　伊庭斉志（いば ひとし）

　本書は、ディープラーニングの基礎となるニューラルネットワークの理論的背景から人工知能との関わり、最近の進展
や成果、課題にいたるまでを詳しく説明します。「進化」と「学習」をキーワードとして、人工知能の実現へのアプローチや
知能の創発についてを説明するニューラルネットや進化計算による学習の基礎的なところから分かりやすく説明する、

「進化計算」を用いた「深層学習」への取り組みを説明する、などです。
【具体的な購買者】 人工知能の初級研究者
 初級プログラマ･ソフトウェアの初級開発者（生命のシミュレーション等）
 情報処理系学部 3、4 年から大学院生
 深層学習の基礎理論に興味がある人

【本書と同じ棚に】 人工知能と人工生命の基礎（オーム社）

A5判・256頁
本体 2,300円+税

　本誌は、世界の新世代コンピュータサイエンスの研究活動を鼓舞し、その成果をいち早く交換する場を提供する
ことを目的とした、オーム 社 ／S p r i n g e r 社 の 共 同 出 版 による季 刊 英 文ジャーナルで す。主な分 野 は
Programming and Semantics、Cognitive Computing、Social Computing、Biocomputing、Data Mining、
Learningで、世界の第一線で活躍する技術者、研究者の投稿から厳密な査読を経て採択された論文により構成されていま
す。

【具体的な購買者】 情報科学の研究者、システムエンジニア
　　　　　　　　　ソフトウェア工学、人工知能、知識工学、VLSI デザイン関係の研究者
　　　　　　　　　各種図書館（国公立、民間、大学、研究所）

21世紀の人類文明に不可欠なコンピュータの新世代を拓く国際誌

Editor-in-Chief : Masami Hagiya （東京大学教授）、Associate Editor : Kazunori Ueda（早稲田大学教授）

B5変判・100頁

！
2015年10月発行

オ－ム社では販売して
おりません．
＊販売問合せ先
シュプリンガー・ジャパン
株式会社
TEL.03（6831）7004

（英文学術ジャーナル）

NEW GENERATION COMPUTING
Computing Paradigms and Computational Intelligence Vol.33 No.4

基本からわかる

電気電子計測講義ノート

「電気電子計測」の要点をしっかり学べる講義ノート！

電気／
計測制御・機器
10月発行
配本パターン 理工4
ISBN 978-4-274-21805-7 監修者　湯本雅恵（ゆもと まさしげ）

著者　桐生昭吾（きりゅう しょうご）、宮下 收（みやした おさむ）、元木　誠（もとき まこと）、
　　　山﨑貞郎（やまざき さだお）

　本書は、計測の基本から、電気磁気計測、RLC 計測、A-D 変換、センサといった、電気電子計測を学ぶ上で必須の基
本事項について、ポイントを絞ってやさしくていねいにまとめた教科書・参考書です。実際に計測する際の注意点「やっ
てはいけない！」やポイントをキャラクターが解説したりして、より実践的な記述としました。
　実際の講義であれば先生が適宜示す補足事項や内容理解のためのポイントを、“付せん”や“吹き出し”あるいは脚注
を用いて随所に配してあるので、教科書としても、講義の予習・復習あるいは独習用の参考書としても最適な一冊です。

【具体的な購買者】 電気・電子・通信系学科の大学学部生・高専生
【本書と同じ棚に】 基本を学ぶ 電気電子計測
 教えて？わかった！ 電気電子計測（以上、オーム社）
 電子計測入門講座（電波新聞社）

A5判・240頁
本体 2,500円+税

やさしいリレーとプログラマブルコントローラ
（改訂2版）

図解　明解　問題を解いて理解！！！

電気／
計測制御・機器
10月発行
配本パターン 理工4
ISBN 978-4-274-21832-3

著者　岡本裕生（おかもと ひろお）

　『やさしいリレーとプログラマブルコントローラ』（初版 1999 年）の改訂 2 版です。
　本書はリレーシーケンスの基礎回路から、プログラマブルコントローラを用いた基本的な回路設計までをやさしく学べ
る入門書として、学生や技術者など、多くの読者に支持を得ています。本書の特徴である、「問題を解きながら理解する」
形式は踏襲しつつ、問題の大幅な追加を行っています。また、紙面デザインを一新し、より読みやすい紙面構成となって
います。

【具体的な購買者】 電気系の工業高校生、専門学校生、初級技術者の方々
【本書と同じ棚に】 絵とき「PLC 制御」基礎のきそ（日刊工業新聞社）
 やさしいリレーとシーケンサ（改訂 3 版）
 プログラマブルコントローラの活かし方（以上、オーム社）

B5判・212頁
本体 2,500円+税

IT Text

情報通信ネットワーク

情報通信ネットワークの基本と現在のネットワークの理解に必要な事項全般を解説！

コンピュータ／
ネットワーク
10月発行
配本パターン 理工4
ISBN 978-4-274-21797-5

著者　阪田史郎（さかた しろう）、井関文一（いせき ふみかず）、小高知宏（おだか ともひろ）、
　　　甲藤二郎（かっとう じろう）、菊池浩明（きくち ひろあき）、塩田茂雄（しおだ しげお）、
　　　長　敬三（ちょう けいぞう）

　「IT Text」シリーズは情報処理学会編集の教科書として、大学や高専などでこの間一定の評価を得てきました。本書は
大学の情報・理工系学部における情報通信ネットワークの教科書として、インターネットプロトコルを各層ごとに解説す
るとともに、無線ネットワークや QoS、セキュリティ、管理など、情報通信ネットワークの基本と現在のネットワークの理解
に必要な事項全般を解説するものです。なお、インターネットプロトコルについては、利用に密着したアプリケーション層か
らデータリンク層へという流れで解説します。

【具体的な購買者】 大学 情報・理工学系学部の学部生（2 年、3 年）
 情報処理・ネットワーク関連の入門技術者

【本書と同じ棚に】 OHM 大学テキスト 情報通信ネットワーク
 新インターユニバーシティ 情報ネットワーク
 新しい 情報ネットワーク教科書（以上、オーム社）

A5判・282頁
本体 2,800円+税

A5判・224頁
本体 2,700円+税
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＊ ： グリーンスリップ（常時返品入帖可）商品

JavaScriptによるデータビジュアライゼーション入門

JavaScriptのライブラリ群を使って効果的なグラフを作成！

Web作成／
Webコンテンツ作成
10月発行
配本パターン OR-D
ISBN 978-4-87311-746-1

著者　Stephen A. Thomas（すてぃーぶ えー とーます）
監訳者　古籏一浩（ふるはた かずひろ）
訳者　木下哲也（きのした てつや）
発行所　オライリー・ジャパン　発売元　オーム社

　JavaScript、HTML、CSS というWeb 開発者が使い慣れたツールのみを使って、効果的で見栄えのするグラフの作成
方法を、ステップバイステップで紹介する優れたチュートリアルです。さまざまなデータ可視化手法がある中で、どのような
スタイルが効果的なのか、そして Web の制約の中でどのように行うのかを解説します。基本的なグラフから、樹形図、ヒー
トマップ、ネットワークグラフ、ワードクラウド、時系列グラフ、地理情報、複合グラフといった複雑なグラフの作成方法ま
で、初心者から中上級者までのニーズをカバーしています。

【具体的な購買者】 Web 開発者、データを扱うすべての人
【本書と同じ棚に】 インタラクティブ・データビジュアライゼーション（オライリー・ジャパン）
 データビジュアライゼーションのための D3.js 徹底入門」（SB クリエイティブ）
 エンジニアのためのデータ可視化実践入門（技術評論社）

サイバーセキュリティプログラミング
─Pythonで学ぶハッカーの思考─

建築学構造シリーズ

建築構造物の設計［S×RC×木］

SもRCも木造も、これ一冊で、「構造設計の実務」がよくわかる！

建築／
建築一般
10月発行
配本パターン 理工3
ISBN 978-4-274-21810-1

編者　建築構造技術研究会（けんちくこうぞうぎじゅつけんきゅうかい）

　建築学構造シリーズに待望の、「構造設計（各種概論＋演習）」が新たに登場です。大学の教科書および実務への架け
橋となるシリーズとしてこれまで科目別にまとめられてきましたが、本書はその中でも「番外編」と位置づけられ、総合的
に［S×RC× 木］構造を学べる「設計編」です。豊富な側注も配し、紙面もとても充実。学部生から構造設計者を志す方、
一級建築士を目指す方まで、構造設計がよくわかる本です。

【具体的な購買者】 大学・高専の建築系学生
 構造設計者

【本書と同じ棚に】 建築学構造シリーズ 建築鉄骨構造（改訂 3 版）
 わかる！わかる！建築構造力学
 JSCA 版 　S 建築構造の設計（以上、オーム社）

B5判・304頁
本体 3,200円+税

電気通信主任技術者試験　これなら受かる

法規
（改訂2版）

傾向をしっかり把握して試験に合格しよう！

電子／
資格試験
10月発行
配本パターン LB1
ISBN 978-4-274-21804-0

編者　オーム社

　電気通信主任技術者試験の科目『法規』の受験対策問題集です。
　試験範囲が広く難易度も高い本試験の対策には、出題傾向を把握し、繰り返して出題されている類似の問題を確実に
解けるようになることが大切です。
　本書は 3 年間 6 回分の過去問題を出題分野に沿って整理・分類して並べているので、出題傾向・頻出問題の確認
を行いながら効率よく学習できるようになっています。同時に、自身の得意不得意な分野も把握できるようになっています。
　最新の法改正に対応して内容の見直しを図り、問題も追加して、改訂 2 版として発行するものです。

【具体的な購買者】 電気通信主任技術者試験の受験者
【本書と同じ棚に】 電気通信主任技術者試験　改訂新二版　法規テキスト（日本理工出版会）
 電気通信主任技術者法規試験対策 改訂 8 版（電気通信協会）
 電気通信教科書 電気通信主任技術者 伝送交換設備及び設備管理・法規編 第 2 版（翔泳社）

A5判・248頁
本体 2,800円+税

エネルギー管理士試験［熱分野］徹底研究
（改訂2版）

省エネ法の改正、判断基準の変更等に対応した待望の改訂版！

機械／
資格試験
10月発行
配本パターン LB2
ISBN 978-4-274-21803-3

著者　不動弘幸（ふどう ひろゆき）

　『エネルギー管理士試験（熱分野）徹底研究』は、エネルギー管理士の区分のうち、熱分野の専門課目 3 課目及び共通
課目 1 課目を1 冊にまとめた受験対策書です。
　しかしながら、発行以降、エネルギー政策をめぐる情勢が日々変化し、メインの法律である「エネルギーの使用の合理
化に関する法律（省エネ法）」の法改正、法体系の変更（基本計画、判断基準も含む）がありました。この経過を踏まえつ
つ、新傾向の問題の取り込みを行い、改訂 2 版として発行するものです。

【具体的な購買者】 エネルギー管理士試験（熱分野）受験者
 エネルギー管理員

【本書と同じ棚に】 エネルギー管理士試験［電気分野］徹底研究（改訂 2 版）（オーム社）

A5判・480頁
本体 3,800円+税

Pythonによるセキュリティプログラミング！

ネットワーク構築／
セキュリティ
10月発行
配本パターン OR-D
ISBN 978-4-87311-731-7 著者　Justin Seitz（じゃすてぃん さいつ）

訳者　青木 一史（あおき かずふみ）、新井 悠（あらい ゆう）、一瀬 小夜（いちのせ さよ）、岩村 誠（いわむら まこと）、
川古谷 裕平（かわこや ゆうへい）、星澤 裕二（ほしざわ ゆうじ）
発行所　オライリー・ジャパン　発売元　オーム社

　Python は情報セキュリティの世界では他よりも先んじているプログラミング言語です。本書では Python を使った情
報セキュリティにおける攻撃手法について解説します。前半では raw ソケットや Scapy ライブラリなどネットワーク関連の
内容を扱います。後半では COM を Python から扱う方法や Volatility フレームワークなどシステム関連のトピックを扱い
ます。読者は優秀なペンテスターの考え方や哲学、コーディング手法を学ぶことができます。攻撃者の意図や実践手法か
ら防御方法を導き出すというアプローチは、今後すべての情報セキュリティ技術者にとって必須のテクニックになるでしょう。

【具体的な購買者】 セキュリティ技術者、企業の情報セキュリティ担当者、
 官公庁の情報セキュリティ担当官、教職員、大学生、プログラマーほか

【本書と同じ棚に】 アナライジング・マルウェア／リバースエンジニアリング／実践 パケット解析（以上、オライリー・ジャパン）

A5判・272頁
本体 3,000円+税

B5変判・400頁
本体 3,600円+税

FileMaker Pro 開発運用講座
（第2版）

FileMaker開発者、必携の書！

コンピュータ／
アプリケーション
10月発行
配本パターン 指定
ISBN 978-4-274-21801-9 監修　株式会社ジェネコム

著者　高岡幸生（たかおか ゆきお）

　FileMaker Pro を使って開発を行うための実用的なノウハウを、現場に即した実用例を用いて解説しています。
FileMaker Proでデータベースを構築・運用するにあたり必須となる知識として、データベース構築から、ウインドウのデ
ザイン、レイアウトのコツ、リレーションシップの活用などについて詳解しました。セキュリティや RDBMS との連携、
FileMaker Go についても解説しています。

【具体的な購買者】 FileMaker をなんとなく使えるが、応用的な構築はできない人
 FileMaker で開発をしている人、またはしようとしている人
 FileMaker Pro および FileMaker Pro Advanced ユーザ

【本書と同じ棚に】 FileMaker Pro 14 スーパーリファレンス for Windows&Mac OS（ソーテック）
 FileMaker データベース問題解決ガイド　Pro/Advanced/Server/Go（KADOKAWA/アスキー・メディア）
 小さな会社の FileMaker データベース作成・運用ガイド（翔泳社）

B5判・504頁
本体 4,800円+税
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JavaScriptによるデータビジュアライゼーション入門

JavaScriptのライブラリ群を使って効果的なグラフを作成！

Web作成／
Webコンテンツ作成
10月発行
配本パターン OR-D
ISBN 978-4-87311-746-1

著者　Stephen A. Thomas（すてぃーぶ えー とーます）
監訳者　古籏一浩（ふるはた かずひろ）
訳者　木下哲也（きのした てつや）
発行所　オライリー・ジャパン　発売元　オーム社

　JavaScript、HTML、CSS というWeb 開発者が使い慣れたツールのみを使って、効果的で見栄えのするグラフの作成
方法を、ステップバイステップで紹介する優れたチュートリアルです。さまざまなデータ可視化手法がある中で、どのような
スタイルが効果的なのか、そして Web の制約の中でどのように行うのかを解説します。基本的なグラフから、樹形図、ヒー
トマップ、ネットワークグラフ、ワードクラウド、時系列グラフ、地理情報、複合グラフといった複雑なグラフの作成方法ま
で、初心者から中上級者までのニーズをカバーしています。

【具体的な購買者】 Web 開発者、データを扱うすべての人
【本書と同じ棚に】 インタラクティブ・データビジュアライゼーション（オライリー・ジャパン）
 データビジュアライゼーションのための D3.js 徹底入門」（SB クリエイティブ）
 エンジニアのためのデータ可視化実践入門（技術評論社）

サイバーセキュリティプログラミング
─Pythonで学ぶハッカーの思考─

建築学構造シリーズ

建築構造物の設計［S×RC×木］

SもRCも木造も、これ一冊で、「構造設計の実務」がよくわかる！

建築／
建築一般
10月発行
配本パターン 理工3
ISBN 978-4-274-21810-1

編者　建築構造技術研究会（けんちくこうぞうぎじゅつけんきゅうかい）

　建築学構造シリーズに待望の、「構造設計（各種概論＋演習）」が新たに登場です。大学の教科書および実務への架け
橋となるシリーズとしてこれまで科目別にまとめられてきましたが、本書はその中でも「番外編」と位置づけられ、総合的
に［S×RC× 木］構造を学べる「設計編」です。豊富な側注も配し、紙面もとても充実。学部生から構造設計者を志す方、
一級建築士を目指す方まで、構造設計がよくわかる本です。

【具体的な購買者】 大学・高専の建築系学生
 構造設計者

【本書と同じ棚に】 建築学構造シリーズ 建築鉄骨構造（改訂 3 版）
 わかる！わかる！建築構造力学
 JSCA 版 　S 建築構造の設計（以上、オーム社）

B5判・304頁
本体 3,200円+税

電気通信主任技術者試験　これなら受かる

法規
（改訂2版）

傾向をしっかり把握して試験に合格しよう！

電子／
資格試験
10月発行
配本パターン LB1
ISBN 978-4-274-21804-0

編者　オーム社

　電気通信主任技術者試験の科目『法規』の受験対策問題集です。
　試験範囲が広く難易度も高い本試験の対策には、出題傾向を把握し、繰り返して出題されている類似の問題を確実に
解けるようになることが大切です。
　本書は 3 年間 6 回分の過去問題を出題分野に沿って整理・分類して並べているので、出題傾向・頻出問題の確認
を行いながら効率よく学習できるようになっています。同時に、自身の得意不得意な分野も把握できるようになっています。
　最新の法改正に対応して内容の見直しを図り、問題も追加して、改訂 2 版として発行するものです。

【具体的な購買者】 電気通信主任技術者試験の受験者
【本書と同じ棚に】 電気通信主任技術者試験　改訂新二版　法規テキスト（日本理工出版会）
 電気通信主任技術者法規試験対策 改訂 8 版（電気通信協会）
 電気通信教科書 電気通信主任技術者 伝送交換設備及び設備管理・法規編 第 2 版（翔泳社）

A5判・248頁
本体 2,800円+税

エネルギー管理士試験［熱分野］徹底研究
（改訂2版）

省エネ法の改正、判断基準の変更等に対応した待望の改訂版！

機械／
資格試験
10月発行
配本パターン LB2
ISBN 978-4-274-21803-3

著者　不動弘幸（ふどう ひろゆき）

　『エネルギー管理士試験（熱分野）徹底研究』は、エネルギー管理士の区分のうち、熱分野の専門課目 3 課目及び共通
課目 1 課目を1 冊にまとめた受験対策書です。
　しかしながら、発行以降、エネルギー政策をめぐる情勢が日々変化し、メインの法律である「エネルギーの使用の合理
化に関する法律（省エネ法）」の法改正、法体系の変更（基本計画、判断基準も含む）がありました。この経過を踏まえつ
つ、新傾向の問題の取り込みを行い、改訂 2 版として発行するものです。

【具体的な購買者】 エネルギー管理士試験（熱分野）受験者
 エネルギー管理員

【本書と同じ棚に】 エネルギー管理士試験［電気分野］徹底研究（改訂 2 版）（オーム社）

A5判・480頁
本体 3,800円+税

Pythonによるセキュリティプログラミング！

ネットワーク構築／
セキュリティ
10月発行
配本パターン OR-D
ISBN 978-4-87311-731-7 著者　Justin Seitz（じゃすてぃん さいつ）

訳者　青木 一史（あおき かずふみ）、新井 悠（あらい ゆう）、一瀬 小夜（いちのせ さよ）、岩村 誠（いわむら まこと）、
川古谷 裕平（かわこや ゆうへい）、星澤 裕二（ほしざわ ゆうじ）
発行所　オライリー・ジャパン　発売元　オーム社

　Python は情報セキュリティの世界では他よりも先んじているプログラミング言語です。本書では Python を使った情
報セキュリティにおける攻撃手法について解説します。前半では raw ソケットや Scapy ライブラリなどネットワーク関連の
内容を扱います。後半では COM を Python から扱う方法や Volatility フレームワークなどシステム関連のトピックを扱い
ます。読者は優秀なペンテスターの考え方や哲学、コーディング手法を学ぶことができます。攻撃者の意図や実践手法か
ら防御方法を導き出すというアプローチは、今後すべての情報セキュリティ技術者にとって必須のテクニックになるでしょう。

【具体的な購買者】 セキュリティ技術者、企業の情報セキュリティ担当者、
 官公庁の情報セキュリティ担当官、教職員、大学生、プログラマーほか

【本書と同じ棚に】 アナライジング・マルウェア／リバースエンジニアリング／実践 パケット解析（以上、オライリー・ジャパン）

A5判・272頁
本体 3,000円+税

B5変判・400頁
本体 3,600円+税

FileMaker Pro 開発運用講座
（第2版）

FileMaker開発者、必携の書！

コンピュータ／
アプリケーション
10月発行
配本パターン 指定
ISBN 978-4-274-21801-9 監修　株式会社ジェネコム

著者　高岡幸生（たかおか ゆきお）

　FileMaker Pro を使って開発を行うための実用的なノウハウを、現場に即した実用例を用いて解説しています。
FileMaker Proでデータベースを構築・運用するにあたり必須となる知識として、データベース構築から、ウインドウのデ
ザイン、レイアウトのコツ、リレーションシップの活用などについて詳解しました。セキュリティや RDBMS との連携、
FileMaker Go についても解説しています。

【具体的な購買者】 FileMaker をなんとなく使えるが、応用的な構築はできない人
 FileMaker で開発をしている人、またはしようとしている人
 FileMaker Pro および FileMaker Pro Advanced ユーザ

【本書と同じ棚に】 FileMaker Pro 14 スーパーリファレンス for Windows&Mac OS（ソーテック）
 FileMaker データベース問題解決ガイド　Pro/Advanced/Server/Go（KADOKAWA/アスキー・メディア）
 小さな会社の FileMaker データベース作成・運用ガイド（翔泳社）

B5判・504頁
本体 4,800円+税
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3類消防設備士  筆記×実技の突破研究
（改訂3版）

実績と信頼の3類消防設備士試験対策問題集、最新改訂版！

建築／
資格試験
10月発行
配本パターン LB2
ISBN 978-4-274-21807-1

編者　オーム社

　本書は、全章を一通り学習すれば試験の全体像がわかり、出題される事項をしっかり把握できる実践的な問題集で
す。豊富な図表を用いた詳しい解説により、無理なく理解することができます。また、章末の実力テストに加え、巻末の模
擬テストに取り組むことによって、さらなる知識の定着を図ることができます。初めて受験する方や、基礎からしっかり学
習したい方にも適した一冊です。

【具体的な購買者】 3 類消防設備士試験の受験者
【本書と同じ棚に】 徹底研究　3 類消防設備士（オーム社）
 要点ガッチリ 消防設備士 3 類（電気書院）

A5判・216頁
本体 2,300円+税

2016年版

第1種放射線取扱主任者試験  完全対策問題集
精選問題・出題年別

「第1種放射線取扱主任者試験」対策書の最新2016年版！

医学・医療／
資格試験
10月発行
配本パターン 理工3
ISBN 978-4-274-21799-9

著者　三好康彦（みよし やすひこ）

　過去 5 年分の国家試験問題を、出題内容に沿って分類した項目別と、まとめの時期に有効な出題年別の 2 パターンで
掲載しているので、読者の準備段階に合わせた使い方ができます。また、出題年別は試験科目ごとに掲載しているので、
頻出問題がよくわかります。
　各問題には読めばそのまま力になる、詳しく丁寧な解説を掲載しています。また、索引も付いているので、受験直前に
も活用できます。

【具体的な購買者】 第 1 種放射線取扱主任者試験　受験者
【本書と同じ棚に】 第 1 種放射線取扱主任者試験　徹底研究（オーム社）

B5判・550頁
本体 4,300円+税

※上記書目は9月号でご案内しておりますが、発行が10月になったため、改めて掲載させて頂いたものです。

※上記書目は9月号でご案内しておりますが、発行が10月になったため、改めて掲載させて頂いたものです。

＊ ： グリーンスリップ（常時返品入帖可）商品

2015-2016年版

気象予報士試験  合格テキスト［実技編］

合格のための必須知識と解答方法をコンパクトに解説！

環境・資源／
資格試験
10月発行
配本パターン LB2
ISBN 978-4-274-21729-6

編者　新田　尚（にった たかし）
著者　伊東譲司（いとう じょうじ）、下山紀夫（しもやま のりお）、
　　　萩原武士（はぎわら たけし）

　気象予報士試験実技問題の出題傾向を分析し、重要・頻出事項（熱帯低気圧、台風、大雪など）における考え方（気象
庁の気象予報の手順）と記述式問題の解き方をコンパクトに解説。試験直前対策にも使える、試験のポイントを一冊にま
とめた確実に合格するためのテキストです。

【具体的な購買者】 気象予報士を目指す方
【本書と同じ棚に】 気象予報士試験　速習テキスト ［学科編］
 気象予報士試験　標準テキスト ［学科編］
 気象予報士試験　標準テキスト ［実技編］（以上、オーム社）

A5判・300頁
本体 2,500円+税

放射線技術学シリーズ

放射線治療技術学
（改訂2版）

国家試験の出題内容に対応した放射線治療技術学の教科書！

医学・医療／
医学・薬学
10月発行
配本パターン 医1
ISBN 978-4-274-21649-7

監修者　日本放射線技術学会
編著者　熊谷孝三（くまがい こうぞう）

　「放射線治療技術学」の初版は、2006 年 10 月に発行され、8 年が経過しました。その間に、放射線治療技術学の基礎
的な内容は大きく変わりませんが、進歩の早い分野なので、臨床的な知識と技術を中心に、全体を通して見直していま
す。
　教科書としての基本的な枠組みは初版を踏襲し、最新の治療法に基づいて、内容を構成しています。また、最近の国家
試験の傾向を踏まえて、今まで以上に使いやすい教科書としてまとめました。

【具体的な購買者】 診療放射線技師養成校の大学・短大・専門学校生
【本書と同じ棚に】 放射線技術学シリーズ 放射線安全管理学 改訂 2 版
 放射線技術学シリーズ 放射線生物学 改訂 2 版
 放射線技術学シリーズ CT 撮影技術学 改訂 2 版（以上、オーム社）

B5判・360頁
本体 5,600円+税



1503-3233-3440 03-3233-3440

＊ ： グリーンスリップ（常時返品入帖可）商品

3類消防設備士  筆記×実技の突破研究
（改訂3版）

実績と信頼の3類消防設備士試験対策問題集、最新改訂版！

建築／
資格試験
10月発行
配本パターン LB2
ISBN 978-4-274-21807-1

編者　オーム社

　本書は、全章を一通り学習すれば試験の全体像がわかり、出題される事項をしっかり把握できる実践的な問題集で
す。豊富な図表を用いた詳しい解説により、無理なく理解することができます。また、章末の実力テストに加え、巻末の模
擬テストに取り組むことによって、さらなる知識の定着を図ることができます。初めて受験する方や、基礎からしっかり学
習したい方にも適した一冊です。

【具体的な購買者】 3 類消防設備士試験の受験者
【本書と同じ棚に】 徹底研究　3 類消防設備士（オーム社）
 要点ガッチリ 消防設備士 3 類（電気書院）

A5判・216頁
本体 2,300円+税

2016年版

第1種放射線取扱主任者試験  完全対策問題集
精選問題・出題年別

「第1種放射線取扱主任者試験」対策書の最新2016年版！

医学・医療／
資格試験
10月発行
配本パターン 理工3
ISBN 978-4-274-21799-9

著者　三好康彦（みよし やすひこ）

　過去 5 年分の国家試験問題を、出題内容に沿って分類した項目別と、まとめの時期に有効な出題年別の 2 パターンで
掲載しているので、読者の準備段階に合わせた使い方ができます。また、出題年別は試験科目ごとに掲載しているので、
頻出問題がよくわかります。
　各問題には読めばそのまま力になる、詳しく丁寧な解説を掲載しています。また、索引も付いているので、受験直前に
も活用できます。

【具体的な購買者】 第 1 種放射線取扱主任者試験　受験者
【本書と同じ棚に】 第 1 種放射線取扱主任者試験　徹底研究（オーム社）

B5判・550頁
本体 4,300円+税

※上記書目は9月号でご案内しておりますが、発行が10月になったため、改めて掲載させて頂いたものです。

※上記書目は9月号でご案内しておりますが、発行が10月になったため、改めて掲載させて頂いたものです。

＊ ： グリーンスリップ（常時返品入帖可）商品

2015-2016年版

気象予報士試験  合格テキスト［実技編］

合格のための必須知識と解答方法をコンパクトに解説！

環境・資源／
資格試験
10月発行
配本パターン LB2
ISBN 978-4-274-21729-6

編者　新田　尚（にった たかし）
著者　伊東譲司（いとう じょうじ）、下山紀夫（しもやま のりお）、
　　　萩原武士（はぎわら たけし）

　気象予報士試験実技問題の出題傾向を分析し、重要・頻出事項（熱帯低気圧、台風、大雪など）における考え方（気象
庁の気象予報の手順）と記述式問題の解き方をコンパクトに解説。試験直前対策にも使える、試験のポイントを一冊にま
とめた確実に合格するためのテキストです。

【具体的な購買者】 気象予報士を目指す方
【本書と同じ棚に】 気象予報士試験　速習テキスト ［学科編］
 気象予報士試験　標準テキスト ［学科編］
 気象予報士試験　標準テキスト ［実技編］（以上、オーム社）

A5判・300頁
本体 2,500円+税

放射線技術学シリーズ

放射線治療技術学
（改訂2版）

国家試験の出題内容に対応した放射線治療技術学の教科書！

医学・医療／
医学・薬学
10月発行
配本パターン 医1
ISBN 978-4-274-21649-7

監修者　日本放射線技術学会
編著者　熊谷孝三（くまがい こうぞう）

　「放射線治療技術学」の初版は、2006 年 10 月に発行され、8 年が経過しました。その間に、放射線治療技術学の基礎
的な内容は大きく変わりませんが、進歩の早い分野なので、臨床的な知識と技術を中心に、全体を通して見直していま
す。
　教科書としての基本的な枠組みは初版を踏襲し、最新の治療法に基づいて、内容を構成しています。また、最近の国家
試験の傾向を踏まえて、今まで以上に使いやすい教科書としてまとめました。

【具体的な購買者】 診療放射線技師養成校の大学・短大・専門学校生
【本書と同じ棚に】 放射線技術学シリーズ 放射線安全管理学 改訂 2 版
 放射線技術学シリーズ 放射線生物学 改訂 2 版
 放射線技術学シリーズ CT 撮影技術学 改訂 2 版（以上、オーム社）

B5判・360頁
本体 5,600円+税




