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SPSSによるロジスティック回帰分析
（第2版）

SPSS Ver.23でロジスティック回帰分析！！

理学／
数学
2月発行
配本パターン 理工5
ISBN 978-4-274-21818-7

著者　内田　治（うちだ おさむ）

　本書は SPSS を使ってロジスティック回帰分析とステップワイズ法を解説します。ロジスティック回帰は医学や薬学、生
物学などの自然科学だけでなく社会科学の分野でも利用されています。またステップワイズ法は変数増減法とも呼ばれ、
独立変数を少しずつ加えて最適な結果を導き出す手法で、SPSS を使うことで分析できる手法となります。最新版の
SPSS Ver.23 に対応しています。

【具体的な購買者】 SPSS ユーザー
 SPSS で統計の授業を行う大学の学部・学生
 ダイレクトマーケティングなどの分析が必要な人

【本書と同じ棚に】 SPSS による応用多変量解析
 SPSS によるやさしい統計学　第 2 版
 SPSS によるアンケート分析　第 2 版（以上、オーム社）

A5判・256頁
本体 3,800円+税

SAS Enterprise Guide
SAS Enterprise Guide+Enterprise Miner
顧客分析編

2016年版

電気設備技術基準・解釈

現場の電気技術者、電気関係資格試験受験者の必携書！！

電気／
電気一般
2月発行
配本パターン 理工7
ISBN 978-4-274-21855-2

編者　オーム社

　電気技術者、電気関係資格試験受験者の座右の書「電気設備技術基準・解釈」の 2016 年版です。今年度版では、
2015 年版発行以降の電気設備技術基準、その解釈、および電気事業法等関係法令の最新情報を掲載しています。
　B6 判というコンパクトな判型ですので、鞄の中に入れて持ち運ぶことも容易で、すぐに法令のチェックが可能です。

【具体的な購買者】 電気系技術者、実務者、学生
 電気主任技術者試験・電気工事士試験受験者

【本書と同じ棚に】 電気設備技術基準とその解釈　平成 28 年版（電気書院）
 平成 28 年版　電気設備の技術基準とその解釈（日本電気協会）

B6判・560頁
本体 1,000円+税

SAS EGで顧客分析、市場動向を探る！！

理学／
数学
2月発行
配本パターン 理工3
ISBN 978-4-274-05070-1

監修者　SAS Institute Japan
著者　高柳良太（たかやなぎ りょうた）

　SAS 社が開発する SAS Base に含まれている Enterprise Guide(EG) の操作解説書のシリーズ、「SAS Enterprise 
Guide」の第 5 弾です。
　本書は SAS Enterprise Guide+Enterprise Miner を使って顧客分析、マーケティング分析を行うものです。ソフトの
解説のみならず、顧客分析のためのデータ整理の仕方から顧客分析に必要な統計手法を解説します。

【具体的な購買者】 SAS の企業ユーザ
 SAS ユーザ・導入検討者

【本書と同じ棚に】 SAS Enterprise Guide 基本統計・データ編集編
 SAS Enterprise Guide アンケート解析編
 SAS Enterprise Guide 多変量解析編（以上、オーム社）

A5判・240頁
本体 3,800円+税

絵とき  電気基礎入門早わかり
（改訂2版）

電気の基礎がわかる絵とき2色刷り入門書！

電気／
電気一般
2月発行
配本パターン 理工5
ISBN 978-4-274-50599-7 著者　岩本　洋（いわもと ひろし）、堀桂太郎（ほり けいたろう）

　本書は、工高や高専の電気・電子課程で学ぶ「電気基礎」のカリキュラムに沿って、電気の基礎知識を絵とき解説した
2色刷りテキストです。電子の振る舞いとして、電子の流れ・電流と電位差・電気抵抗・電気エネルギー・交流などをと
らえ，電子現象を水に例えて、わかりやすく説明しています。単に読物風の解説に終始するのではなく、電気理論の本質
をしっかり理解できるように、必要に応じて数式を用い、学問としての電気工学の基礎を学習できるよう配慮していま
す。1 項目を見聞き 2 ページで完結させ、その後で学習問題を解き、知識の定着を図るようにしています。なお、B5変判と
なって、より見やすくなりました。

【具体的な購買者】 高専生、工業高校生
 電気の初級技術者

【本書と同じ棚に】 基本からわかる 電気回路講義ノート
 完全図解　電気と電子の基礎教室
 マンガでわかる電気回路（以上、オーム社）

絵とき  電気設備の現場試験・測定テクニック
（改訂4版）

最新測定技術から、ネット検索でも出ない計測まで！

電気／
電気設備
2月発行
配本パターン 理工4
ISBN 978-4-274-50598-0

著者　竹内則春（たけうち のりはる）

　本書は、大型発電設備からビル、自家用の電気工作物まで、様々な電気設備の工事・運転・保守に関わる計測を取り
扱った内容です。教科書や資格試験の情報だけではわかりにくい現場の実態を、豊富な図解で具体的に解説していま
す。初心者から現場の電気技術者まで幅広い方におすすめです。また、本書は 1993 年初版から改訂を重ねており、今で
はネットで検索してもなかなか出てこない計測方法についても掲載。長く読まれている本ならではの貴重な資料でもあり
ます。今回の改訂にあたっては、新たに太陽光発電システムに関わる計測など最新の機器も紹介し、さらに網羅性を高め
ました。

【具体的な購買者】 電気設備工事技術者・自家用電気技術者
【本書と同じ棚に】 カラー版　自家用電気設備の保守・管理よくわかる測定実務
 写真でトライ　自家用電気設備の測定・試験実務
 絵とき　電気設備の保守と試験（改訂 3 版）（以上、オーム社）

建築電気設備の耐震設計・施工マニュアル
（改訂第2版）

地震時においても安全で機能を損わない電気設備の構築に役立つ必携の一冊！

電気／
電気設備
2月発行
配本パターン 理工3　
ISBN 978-4-88949-100-5

編者　電気設備の耐震設計・施工に関する検討委員会
発行所　一般社団法人 日本電設工業協会　発売元　オーム社

　（一財）日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針」2014 年版に準じ、建築電気設備技術者に扱いやすいマニ
ュアルとなるように電気設備の現場実務に関する部分を再編成し、東日本大震災の被害から見た耐震上の留意点等を
反映し全面改訂しました。地震時においても安全で、機能を損なわない電気設備の構築に役立つ必携の一冊です。

【具体的な購買者】 設計事務所、建設会社、電気工事会社の電気技術者
【本書と同じ棚に】 電気設備技術者のための建築電気設備　技術計算ハンドブック（上・下巻）
 高圧受変電設備の計画・設計・施工（改訂第六版）（以上、日本電設工業協会）

A4判・400頁
本体 4,500円+税

B5判・178頁
本体 3,000円+税

B5変判・160頁
本体 2,100円+税
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　本書は、大型発電設備からビル、自家用の電気工作物まで、様々な電気設備の工事・運転・保守に関わる計測を取り
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ました。
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【本書と同じ棚に】 カラー版　自家用電気設備の保守・管理よくわかる測定実務
 写真でトライ　自家用電気設備の測定・試験実務
 絵とき　電気設備の保守と試験（改訂 3 版）（以上、オーム社）

建築電気設備の耐震設計・施工マニュアル
（改訂第2版）

地震時においても安全で機能を損わない電気設備の構築に役立つ必携の一冊！

電気／
電気設備
2月発行
配本パターン 理工3　
ISBN 978-4-88949-100-5

編者　電気設備の耐震設計・施工に関する検討委員会
発行所　一般社団法人 日本電設工業協会　発売元　オーム社

　（一財）日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針」2014 年版に準じ、建築電気設備技術者に扱いやすいマニ
ュアルとなるように電気設備の現場実務に関する部分を再編成し、東日本大震災の被害から見た耐震上の留意点等を
反映し全面改訂しました。地震時においても安全で、機能を損なわない電気設備の構築に役立つ必携の一冊です。

【具体的な購買者】 設計事務所、建設会社、電気工事会社の電気技術者
【本書と同じ棚に】 電気設備技術者のための建築電気設備　技術計算ハンドブック（上・下巻）
 高圧受変電設備の計画・設計・施工（改訂第六版）（以上、日本電設工業協会）

A4判・400頁
本体 4,500円+税

B5判・178頁
本体 3,000円+税

B5変判・160頁
本体 2,100円+税
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AutoCAD LT2016 機械製図

実用的な演習図面と簡潔な操作手順でAutoCADの操作を習得できる！！

機械／
設計・製図
2月発行
配本パターン 理工4
ISBN 978-4-274-21846-0

著者　間瀬喜夫（ませ よしお）、土肥美波子（どい みなこ）

　機械製図の専門家が作成した演習図面を、操作手順に則り実際に作図していくことで、AutoCAD の基本操作から実
践的な操作まで、無理なく習得。煩雑な画面表示やアイコン表示を極力省いたシンプルな本文構成により、CAD 操作に
より集中して学習できます。AutoCAD 2016/LT2016 対応版。

【具体的な購買者】 機械系の学生（職業能力開発校、大学、高専、専門学校、工業高校等）
 機械系業務従事者（おもに初学者）

【本書と同じ棚に】 AutoCAD LT2013 機械製図（オーム社）

B5判・288頁
本体 2,800円+税

基礎から学ぶ

熱力学

熱力学の基礎がよくわかる教科書の決定版！！

機械／
熱工学
2月発行
配本パターン 理工4
ISBN 978-4-274-21854-5

編著者　吉田幸司（よしだ こうじ）
著者　岸本　健（きしもと けん）、木村元昭（きむら もとあき）、田中勝之（たなか かつゆき）、
　　　飯島晃良（いいじま あきら）

　熱力学の基礎をわかりやすくまとめた新しい教科書シリーズの一冊です。わかりにくい概念や難解な数式には丁寧な
解説を展開するとともに、図によって理解が進むよう工夫しています。熱力学を学ぶときつまづきやすい箇所、重要なポイ
ントをイメージしやすく、無理なく学べる内容構成となっています。また、解きながら理解できるよう、本文中に例題、章末
には「基本問題」と「発展問題」を 2 段階で豊富に配しています。大学・高専・短大生に必携の一冊。

【具体的な購買者】 大学・高専・短大で熱力学を学ぶ学生、機械系の初級技術者
【本書と同じ棚に】 熱力学 (JSME テキストシリーズ )（日本機械学会）
 例題でわかる工業熱力学（森北出版）
 工業熱力学　第 2 版（共立出版）

A5判・264頁
本体 2,500円+税

マイクロサービスアーキテクチャ

注目度の高いアーキテクチャ「マイクロサービス」を解説！

プログラミング・開発／
開発技法
2月発行
配本パターン OR-D
ISBN 978-4-87311-760-7

著者　Sam Newman（さむ にゅーまん）
監訳者　佐藤直生（さとう なおき）
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

　本書は「最近良く聞く“マイクロサービス”っていったい何？」という疑問に答える本です。マイクロサービスとは、
ThoughtWorks のジェームス・ルイスが提唱するアーキテクチャです。モノリシック（一枚岩）なアーキテクチャでは、変更
やメンテナンスも大変なため、複数の小さいサービスに分割してそれを連携させたアーキテクチャにして、開発やメンテナ
ンスの負担軽減を図ろうとするものです。マイクロソフトをはじめ採用する企業が現れてきており、ますます浸透が期待
される技術です。

【具体的な購買者】 アーキテクト、システム管理者、Web 開発者、アプリケーション開発者
【本書と同じ棚に】 ビューティフルアーキテクチャ
 ThoughtWorksアンソロジー
 RESTful Web サービス（以上、オライリー・ジャパン）

A5判・328頁
本体 3,400円+税

Rパッケージ開発入門
─テスト、文書化、コード共有の手法を学ぶ─

「Rの神様」ハドリー・ウィッカムが、パッケージ作成の作法を教授！

アプリケーション／
その他
2月発行
配本パターン OR-D
ISBN 978-4-87311-759-1 著者　Hadley Wickham（はどりー うぃっかむ）

訳者　瀬戸山雅人（せとまや まさと）、石井弓美子（いしい ゆみこ）、古畠　敦（ふるはた あつし）
発行所　オライリー・ジャパン　発売元　オーム社

　ggplot2、plyr といった R を代表するパッケージや RStudio の開発で知られる「R の神様」ハドリー・ウィッカムが R
パッケージの作成方法を解説した書籍です。R パッケージ作成を通じて、無駄のない開発や生産性の向上だけでなく、R
の哲学や作法など、R プログラミングに関するさまざなことを学ぶことができます。実際にパッケージ開発をしない一般
のユーザにとっても、再利用しやすく、保守しやすいスクリプトを書くことができ、効率的な R プログラミングが可能とな
ります。

【具体的な購買者】 R 開発者、R ユーザ
【本書と同じ棚に】 RStudioではじめる R プログラミング入門
 R グラフィックスクックブック（以上、オライリー・ジャパン）
 R 言語徹底解説（共立出版）

B5変判・228頁
本体 2,800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・200頁

！
2016年2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.34 No.1, 2

ぜんぶ絵で見て覚える

第2種電気工事士 技能試験すい～っと合格
（2016年版）─入門講習DVD付─

合否にかかわる作業ポイントだけを効率よく学習できる！

電気／
資格試験
2月発行
配本パターン LB4
ISBN 978-4-907394-26-4

著者　藤瀧和弘（ふじたき かずひろ）
発行所　ツールボックス　発売元　オーム社

　平成 28 年度の技能試験に出題される公表候補問題の全解答と作業手順を写真と文で丁寧に解説しました。合否に
かかわるポイントを書き込んだ詳細複線図と、カラー完成写真、完成実体配線図、さらに一般的な施工条件を想定した
模擬試験用紙や練習に必要な材料の一覧表が付いているので、自習には最適です。 さらに独学ではじめて試験に挑戦
する方でも容易に理解できるよう、技能に必要な基本作業を DVD に収録して付属しました。また、綴じ込み付録の「書
き込み式公表問題複線図の練習帳」は、軽く引っ張れば取り外せるので、携帯して、通勤や通学途中、お昼休みなどにも
複線図を繰り返し練習できます。

【具体的な購買者】 第二種電気工事士受験者
【本書と同じ棚に】 ぜんぶ絵で見て覚える第２種電気工事士筆記試験すい～っと合格 2016 年版（ツールボックス）
 2016 年版第二種電気工事士筆記試験標準解答集（オーム社）

B5判・240頁
本体 1,900円+税

＊ ： グリーンスリップ（常時返品入帖可）商品
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AutoCAD LT2016 機械製図

実用的な演習図面と簡潔な操作手順でAutoCADの操作を習得できる！！

機械／
設計・製図
2月発行
配本パターン 理工4
ISBN 978-4-274-21846-0

著者　間瀬喜夫（ませ よしお）、土肥美波子（どい みなこ）

　機械製図の専門家が作成した演習図面を、操作手順に則り実際に作図していくことで、AutoCAD の基本操作から実
践的な操作まで、無理なく習得。煩雑な画面表示やアイコン表示を極力省いたシンプルな本文構成により、CAD 操作に
より集中して学習できます。AutoCAD 2016/LT2016 対応版。

【具体的な購買者】 機械系の学生（職業能力開発校、大学、高専、専門学校、工業高校等）
 機械系業務従事者（おもに初学者）

【本書と同じ棚に】 AutoCAD LT2013 機械製図（オーム社）

B5判・288頁
本体 2,800円+税

基礎から学ぶ

熱力学

熱力学の基礎がよくわかる教科書の決定版！！

機械／
熱工学
2月発行
配本パターン 理工4
ISBN 978-4-274-21854-5

編著者　吉田幸司（よしだ こうじ）
著者　岸本　健（きしもと けん）、木村元昭（きむら もとあき）、田中勝之（たなか かつゆき）、
　　　飯島晃良（いいじま あきら）

　熱力学の基礎をわかりやすくまとめた新しい教科書シリーズの一冊です。わかりにくい概念や難解な数式には丁寧な
解説を展開するとともに、図によって理解が進むよう工夫しています。熱力学を学ぶときつまづきやすい箇所、重要なポイ
ントをイメージしやすく、無理なく学べる内容構成となっています。また、解きながら理解できるよう、本文中に例題、章末
には「基本問題」と「発展問題」を 2 段階で豊富に配しています。大学・高専・短大生に必携の一冊。

【具体的な購買者】 大学・高専・短大で熱力学を学ぶ学生、機械系の初級技術者
【本書と同じ棚に】 熱力学 (JSME テキストシリーズ )（日本機械学会）
 例題でわかる工業熱力学（森北出版）
 工業熱力学　第 2 版（共立出版）

A5判・264頁
本体 2,500円+税

マイクロサービスアーキテクチャ

注目度の高いアーキテクチャ「マイクロサービス」を解説！

プログラミング・開発／
開発技法
2月発行
配本パターン OR-D
ISBN 978-4-87311-760-7

著者　Sam Newman（さむ にゅーまん）
監訳者　佐藤直生（さとう なおき）
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

　本書は「最近良く聞く“マイクロサービス”っていったい何？」という疑問に答える本です。マイクロサービスとは、
ThoughtWorks のジェームス・ルイスが提唱するアーキテクチャです。モノリシック（一枚岩）なアーキテクチャでは、変更
やメンテナンスも大変なため、複数の小さいサービスに分割してそれを連携させたアーキテクチャにして、開発やメンテナ
ンスの負担軽減を図ろうとするものです。マイクロソフトをはじめ採用する企業が現れてきており、ますます浸透が期待
される技術です。

【具体的な購買者】 アーキテクト、システム管理者、Web 開発者、アプリケーション開発者
【本書と同じ棚に】 ビューティフルアーキテクチャ
 ThoughtWorksアンソロジー
 RESTful Web サービス（以上、オライリー・ジャパン）

A5判・328頁
本体 3,400円+税

Rパッケージ開発入門
─テスト、文書化、コード共有の手法を学ぶ─

「Rの神様」ハドリー・ウィッカムが、パッケージ作成の作法を教授！

アプリケーション／
その他
2月発行
配本パターン OR-D
ISBN 978-4-87311-759-1 著者　Hadley Wickham（はどりー うぃっかむ）

訳者　瀬戸山雅人（せとまや まさと）、石井弓美子（いしい ゆみこ）、古畠　敦（ふるはた あつし）
発行所　オライリー・ジャパン　発売元　オーム社

　ggplot2、plyr といった R を代表するパッケージや RStudio の開発で知られる「R の神様」ハドリー・ウィッカムが R
パッケージの作成方法を解説した書籍です。R パッケージ作成を通じて、無駄のない開発や生産性の向上だけでなく、R
の哲学や作法など、R プログラミングに関するさまざなことを学ぶことができます。実際にパッケージ開発をしない一般
のユーザにとっても、再利用しやすく、保守しやすいスクリプトを書くことができ、効率的な R プログラミングが可能とな
ります。

【具体的な購買者】 R 開発者、R ユーザ
【本書と同じ棚に】 RStudioではじめる R プログラミング入門
 R グラフィックスクックブック（以上、オライリー・ジャパン）
 R 言語徹底解説（共立出版）

B5変判・228頁
本体 2,800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・200頁

！
2016年2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.34 No.1, 2

ぜんぶ絵で見て覚える

第2種電気工事士 技能試験すい～っと合格
（2016年版）─入門講習DVD付─

合否にかかわる作業ポイントだけを効率よく学習できる！

電気／
資格試験
2月発行
配本パターン LB4
ISBN 978-4-907394-26-4

著者　藤瀧和弘（ふじたき かずひろ）
発行所　ツールボックス　発売元　オーム社

　平成 28 年度の技能試験に出題される公表候補問題の全解答と作業手順を写真と文で丁寧に解説しました。合否に
かかわるポイントを書き込んだ詳細複線図と、カラー完成写真、完成実体配線図、さらに一般的な施工条件を想定した
模擬試験用紙や練習に必要な材料の一覧表が付いているので、自習には最適です。 さらに独学ではじめて試験に挑戦
する方でも容易に理解できるよう、技能に必要な基本作業を DVD に収録して付属しました。また、綴じ込み付録の「書
き込み式公表問題複線図の練習帳」は、軽く引っ張れば取り外せるので、携帯して、通勤や通学途中、お昼休みなどにも
複線図を繰り返し練習できます。

【具体的な購買者】 第二種電気工事士受験者
【本書と同じ棚に】 ぜんぶ絵で見て覚える第２種電気工事士筆記試験すい～っと合格 2016 年版（ツールボックス）
 2016 年版第二種電気工事士筆記試験標準解答集（オーム社）

B5判・240頁
本体 1,900円+税

＊ ： グリーンスリップ（常時返品入帖可）商品
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2016年版

第一種電気工事士筆記試験完全解答

2016年版

技術士第一次試験基礎・適性科目完全解答

過去7年間の問題・模範解答と平成28年度予想問題を完全収録！

土木／
資格試験
2月発行
配本パターン LB4
ISBN 978-4-274-50603-1

編者　オーム社

　本書は、平成 21 年度から平成 27 年度までの過去 7 年間に出題された基礎科目 190 問、適性科目 105 問の全問題と
模範解答を収録しました。さらに平成 28 年度の予想問題と模範解答（基礎科目 30 問、適性科目 15 問）を収録していま
す。近年の基礎・適性科目では、過去問題や類似問題が多く出題されています。

【具体的な購買者】 技術士第一次試験の基礎科目および適性科目の受験者
【本書と同じ棚に】 技術士第一次試験基礎・適性科目完全制覇（改訂 2 版）
 技術士第一次試験 電気電子部門完全制覇（改訂 2 版）（以上、オーム社）

A5判・496頁
本体 2,300円+税

過去10年間(平成27～18年度)の筆記試験問題と解答・解説を収録！！

電気／
資格試験
2月発行
配本パターン LB4
ISBN 978-4-274-50604-8

編者　オーム社

　本書は、第一種電気工事士試験の一次試験である｢筆記試験｣の過去問題集です。最新の平成 27 年度から平成 18
年度までの過去 10 年間の問題に加え、丁寧さと詳細さで定評のある本書ならではの解答・解説を収録しました。
　受験準備の総仕上げとして利用していただくために、第 1 編として、第一種電気工事士試験の重要ポイントをまとめた
｢筆記試験の要点整理｣を掲載しています。

【具体的な購買者】 第一種電気工事士試験の受験者、指導者
【本書と同じ棚に】 第一種電気工事士筆記試験完全マスター ( 改訂 3 版 )
 第一種電気工事士筆記試験突破テキスト
 年度版 第一種電気工事士技能試験公表問題の合格解答（以上、オーム社）

B5判・292頁
本体 2,200円+税

＊ ： グリーンスリップ（常時返品入帖可）商品

＊ ： グリーンスリップ（常時返品入帖可）商品

＊ ： グリーンスリップ（常時返品入帖可）商品

＊ ： グリーンスリップ（常時返品入帖可）商品

2016-2017年版

下水道管理技術認定試験  管路施設
合格テキスト

「下水道管理技術認定試験　管路施設」対策の決定版受験テキスト！！

土木／
資格試験
2月発行
配本パターン LB2
ISBN 978-4-274-21856-9

著者　関根康生（せきね やすお）

　本書は「下水道管理技術認定試験　管理施設」の受験対策テキストです。下水道管理技術認定試験　管路施設の出
題内容をまとめた書籍（下水道施設計画・設計指針と解説、下水道維持管理指針、事業場排水指導指針、下水道用語
集）を徹底的に研究し、合格に必要な知識を短期間で習得できるように、試験の全範囲をコンパクトにまとめました。
　必ず出題される内容を中心に要点を絞って解説しています。「要点解説→練習問題→問題の解答・解説・類似問題
の確認」という流れを繰り返すことにより、合格に必要な知識の確認・定着ができる構成になっています。さらに、各章
末に重要項目チェックシートを掲載しているので、学習の進捗状況の確認、直前のまとめも効率よくできます。

【具体的な購買者】 下水道管理技術認定試験　管路施設　受験者
【本書と同じ棚に】 2016-2017 年版　下水道管理技術認定試験　管路施設　攻略問題集
 2016-2017 年版　下水道第 3 種技術検定試験　合格テキスト
 2016-2017 年版　下水道第 3 種技術検定試験　攻略問題集（以上、オーム社）

A5判・322頁
本体 3,500円+税

高圧ガス製造保安責任者試験  乙種機械
攻略問題集

マンガでわかるQC検定  3級

試験の重要ポイントをマンガでわかりやすく解説！！

経営工学／
資格試験
2月発行
配本パターン LB4
ISBN 978-4-274-21852-1 監修者　内田　治（うちだ おさむ )

作画　蜜谷子 ぐり（みつやこ ぐり）
制作　ウェルテ

　本書は、一般財団法人日本規格協会主催の品質管理（QC）検定 3 級受験者のためのマンガ版受験参考書です。
　本書ははじめて QC 検定を受ける人のために QC の理論や統計学（基本統計）をマンガと解説でわかりやすく説明し
ます。

【具体的な購買者】 QC 検定 3 級の受験者
 品質管理に関して職場の問題解決を行う企業人
 品質管理を学ぶ大学生、高専生、工業高校生

【本書と同じ棚に】 QC 検定 3 級合格ポイント解説
 品質管理の統計学̶製造現場に生かす統計手法̶
 マンガでわかる統計学（以上、オーム社）

A5判・256頁
本体 2,300円+税

高圧ガス製造保安責任者試験 乙種機械のわかりやすい問題集最新版！！

機械／
資格試験
2月発行
配本パターン 理工3
ISBN 978-4-274-21857-6

著者　三好康彦（みよし やすひこ）

　本書は、高圧ガス製造保安責任者試験　乙種機械の攻略問題集です。
　最新 2015 年から過去 5 年分の試験問題を、出題分野に沿って整理・分類し、重要度と頻出箇所がすぐにわかるよう
になっています。
　各選択肢に詳しい解説を掲載しているので、この一冊で試験傾向の把握と対策が行えます。

【具体的な購買者】 高圧ガス製造保安責任者試験　乙種機械　受験者
【本書と同じ棚に】 完全マスター 高圧ガス製造保安責任者　乙種機械（オーム社）

A5判・250頁
本体 2,800円+税

ISOマネジメントシステム強化書

ISO14001：2015
─規格の歴史探訪からAnnex SLまで─

認証移行を見据えた現行版との変更点、そして要求事項の逐次解説を掲載！

経営工学／
ISO
2月発行
配本パターン 理工5
ISBN 978-4-274-21829-3

著者　三代義雄（みしろ よしお）

　本書は ISO14001：2015 の改訂に合わせ、要求事項の逐次解説を中心に据え、2004 年版との差分（改訂事項）を明
らかにし、認証移行に役立つ内容としています。また、ISO14001 の発行の経緯及び ISO9001 と相互参照する解説を加
え、規格の狙いや監査の対応等も加えることで、ISO14001を深く理解するようにしています。なお、2013 年に発行され
た Annex SL がすべての MSS の枠組みとなるので、この点から付録に共通フレームとしての Annex SL の概説を含め
ることで、MSS への理解を深めるとともに、各種 MSS 構築に向けての指針となります。

【具体的な購買者】 ISO14001 認証取得組織の実務担当者
【本書と同じ棚に】 効果の上がる ISO 14001:2015 実践のポイント（日本規格協会）

A5判・176頁
本体 2,500円+税

※上記書目は1月号でご案内しておりますが、発行が2月になったため、改めて掲載させて頂いたものです。



1514 03-3233-3440

2016年版

第一種電気工事士筆記試験完全解答

2016年版

技術士第一次試験基礎・適性科目完全解答

過去7年間の問題・模範解答と平成28年度予想問題を完全収録！

土木／
資格試験
2月発行
配本パターン LB4
ISBN 978-4-274-50603-1

編者　オーム社

　本書は、平成 21 年度から平成 27 年度までの過去 7 年間に出題された基礎科目 190 問、適性科目 105 問の全問題と
模範解答を収録しました。さらに平成 28 年度の予想問題と模範解答（基礎科目 30 問、適性科目 15 問）を収録していま
す。近年の基礎・適性科目では、過去問題や類似問題が多く出題されています。

【具体的な購買者】 技術士第一次試験の基礎科目および適性科目の受験者
【本書と同じ棚に】 技術士第一次試験基礎・適性科目完全制覇（改訂 2 版）
 技術士第一次試験 電気電子部門完全制覇（改訂 2 版）（以上、オーム社）

A5判・496頁
本体 2,300円+税

過去10年間(平成27～18年度)の筆記試験問題と解答・解説を収録！！

電気／
資格試験
2月発行
配本パターン LB4
ISBN 978-4-274-50604-8

編者　オーム社

　本書は、第一種電気工事士試験の一次試験である｢筆記試験｣の過去問題集です。最新の平成 27 年度から平成 18
年度までの過去 10 年間の問題に加え、丁寧さと詳細さで定評のある本書ならではの解答・解説を収録しました。
　受験準備の総仕上げとして利用していただくために、第 1 編として、第一種電気工事士試験の重要ポイントをまとめた
｢筆記試験の要点整理｣を掲載しています。

【具体的な購買者】 第一種電気工事士試験の受験者、指導者
【本書と同じ棚に】 第一種電気工事士筆記試験完全マスター ( 改訂 3 版 )
 第一種電気工事士筆記試験突破テキスト
 年度版 第一種電気工事士技能試験公表問題の合格解答（以上、オーム社）

B5判・292頁
本体 2,200円+税

＊ ： グリーンスリップ（常時返品入帖可）商品

＊ ： グリーンスリップ（常時返品入帖可）商品

＊ ： グリーンスリップ（常時返品入帖可）商品

＊ ： グリーンスリップ（常時返品入帖可）商品

2016-2017年版

下水道管理技術認定試験  管路施設
合格テキスト

「下水道管理技術認定試験　管路施設」対策の決定版受験テキスト！！

土木／
資格試験
2月発行
配本パターン LB2
ISBN 978-4-274-21856-9

著者　関根康生（せきね やすお）

　本書は「下水道管理技術認定試験　管理施設」の受験対策テキストです。下水道管理技術認定試験　管路施設の出
題内容をまとめた書籍（下水道施設計画・設計指針と解説、下水道維持管理指針、事業場排水指導指針、下水道用語
集）を徹底的に研究し、合格に必要な知識を短期間で習得できるように、試験の全範囲をコンパクトにまとめました。
　必ず出題される内容を中心に要点を絞って解説しています。「要点解説→練習問題→問題の解答・解説・類似問題
の確認」という流れを繰り返すことにより、合格に必要な知識の確認・定着ができる構成になっています。さらに、各章
末に重要項目チェックシートを掲載しているので、学習の進捗状況の確認、直前のまとめも効率よくできます。

【具体的な購買者】 下水道管理技術認定試験　管路施設　受験者
【本書と同じ棚に】 2016-2017 年版　下水道管理技術認定試験　管路施設　攻略問題集
 2016-2017 年版　下水道第 3 種技術検定試験　合格テキスト
 2016-2017 年版　下水道第 3 種技術検定試験　攻略問題集（以上、オーム社）

A5判・322頁
本体 3,500円+税

高圧ガス製造保安責任者試験  乙種機械
攻略問題集

マンガでわかるQC検定  3級

試験の重要ポイントをマンガでわかりやすく解説！！

経営工学／
資格試験
2月発行
配本パターン LB4
ISBN 978-4-274-21852-1 監修者　内田　治（うちだ おさむ )

作画　蜜谷子 ぐり（みつやこ ぐり）
制作　ウェルテ

　本書は、一般財団法人日本規格協会主催の品質管理（QC）検定 3 級受験者のためのマンガ版受験参考書です。
　本書ははじめて QC 検定を受ける人のために QC の理論や統計学（基本統計）をマンガと解説でわかりやすく説明し
ます。

【具体的な購買者】 QC 検定 3 級の受験者
 品質管理に関して職場の問題解決を行う企業人
 品質管理を学ぶ大学生、高専生、工業高校生

【本書と同じ棚に】 QC 検定 3 級合格ポイント解説
 品質管理の統計学̶製造現場に生かす統計手法̶
 マンガでわかる統計学（以上、オーム社）

A5判・256頁
本体 2,300円+税

高圧ガス製造保安責任者試験 乙種機械のわかりやすい問題集最新版！！

機械／
資格試験
2月発行
配本パターン 理工3
ISBN 978-4-274-21857-6

著者　三好康彦（みよし やすひこ）

　本書は、高圧ガス製造保安責任者試験　乙種機械の攻略問題集です。
　最新 2015 年から過去 5 年分の試験問題を、出題分野に沿って整理・分類し、重要度と頻出箇所がすぐにわかるよう
になっています。
　各選択肢に詳しい解説を掲載しているので、この一冊で試験傾向の把握と対策が行えます。

【具体的な購買者】 高圧ガス製造保安責任者試験　乙種機械　受験者
【本書と同じ棚に】 完全マスター 高圧ガス製造保安責任者　乙種機械（オーム社）

A5判・250頁
本体 2,800円+税

ISOマネジメントシステム強化書

ISO14001：2015
─規格の歴史探訪からAnnex SLまで─

認証移行を見据えた現行版との変更点、そして要求事項の逐次解説を掲載！

経営工学／
ISO
2月発行
配本パターン 理工5
ISBN 978-4-274-21829-3

著者　三代義雄（みしろ よしお）

　本書は ISO14001：2015 の改訂に合わせ、要求事項の逐次解説を中心に据え、2004 年版との差分（改訂事項）を明
らかにし、認証移行に役立つ内容としています。また、ISO14001 の発行の経緯及び ISO9001 と相互参照する解説を加
え、規格の狙いや監査の対応等も加えることで、ISO14001を深く理解するようにしています。なお、2013 年に発行され
た Annex SL がすべての MSS の枠組みとなるので、この点から付録に共通フレームとしての Annex SL の概説を含め
ることで、MSS への理解を深めるとともに、各種 MSS 構築に向けての指針となります。

【具体的な購買者】 ISO14001 認証取得組織の実務担当者
【本書と同じ棚に】 効果の上がる ISO 14001:2015 実践のポイント（日本規格協会）

A5判・176頁
本体 2,500円+税

※上記書目は1月号でご案内しておりますが、発行が2月になったため、改めて掲載させて頂いたものです。



03-3233-344016

＊ ： グリーンスリップ（常時返品入帖可）商品

※上記書目は1月号でご案内しておりますが、発行が2月になったため、改めて掲載させて頂いたものです。

ISOマネジメントシステム強化書

ISO9001：2015
─規格の歴史探訪からAnnex SLまで─

認証移行を見据えた現行版との変更点、そして要求事項の逐次解説を掲載！

経営工学／
ISO
2月発行
配本パターン 理工5
ISBN 978-4-274-21828-6

著者　三代義雄（みしろ よしお）

　本書は、ISO9001：2015 の改訂に合わせ、要求事項の逐次解説を中心に据え、2000 年版及び増補版との差分（改訂
事項）を明らかにし、認証移行に役立つ内容としています。また、ISO9001 の発行の経緯及び ISO14001 と相互参照す
る解説を加え、規格の狙いや監査の対応等も含めることで、ISO9001を深く理解するようにしています。なお、2013 年に
発行された Annex SL がすべての MSS の枠組みとなるので、この点から、付録に共通フレームとしての Annex SL の
概説を掲載することで、MSS への理解を深めるとともに、各種 MSS 構築に向けての指針となります。

【具体的な購買者】 ISO9001 認証取得組織の実務担当者
【本書と同じ棚に】 ISO9001：2015 規格改訂のポイントと移行ガイド（日本規格協会）

A5判・192頁
本体 2,500円+税

初めてのAndroid
（第4版）

Androidアプリ開発の定番書　最新6.0対応！

プログラミング・開発／
モバイルプログラミング
2月発行
配本パターン OR-D
ISBN 978-4-87311-749-2 著者　Ed Burnette（えど ばーねっと）

監訳者　あんざい ゆき
訳者　長尾高弘（ながお たかひろ）
発行所　オライリー・ジャパン　発売元　オーム社

　サンプルコードを書きながら、Android プログラミングの基礎から高度なトピックまでを解説する入門書の改訂第 4 版。
本書ではゲームアプリの開発を通して、開発環境「Android Studio」の準備から実際の開発、Google が提供するサービス
や GPS、ウェブサービスとの連携、Play ストアでの公開まで必要な基礎知識がひと通り学べます。最新の Android 6.0
に対応しています。

【具体的な購買者】 携帯関連の技術者、組み込み系技術者、Java ユーザー、日曜プログラマ
【本書と同じ棚に】 アプリを作ろう ! Android 入門 Android Studio 版 Android5 対応（日経 BP 社）
 作ればわかる！Android プログラミング 第 3 版 SDK5/Android Studio 対応（翔泳社）
 Android StudioではじめるAndroid アプリ開発の教科書 ～Android Studio 1.3 対応～（マイナビ）

B5変判・256頁
本体 2,500円+税


