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10 1103-3233-3440

図解　配電系統と太陽光発電
─系統連系のしくみを理解する技術要件ガイド─

配電システムから系統連系を見てみよう！

電気／
電気設備
7月発行
配本パターン 理工6
ISBN 978-4-274-21767-8

著者　飯田芳一（いいだ よしかず）

　太陽光発電設備と商用電力系統をつなぐ「系統連系」へのニーズが高まり、系統連系数は増加しています。
　しかしながら、現場における系統連系に対する知識はまだ乏しく、電力会社での連系協議では素朴な質問が多く見受
けられ、また、各種の「系統連系講習会」においても受講者が多数集まるものの、配電方式の基本理解がなされていない
といった現状もあります。
　本書はこうした状況を踏まえ、現場技術者が系統連系の実務を行う上で必要な技術要件について概説し、その一助を
為す書籍として企画・発行するものです。

【具体的な購買者】 電気主任技術者
 電気工事士、電気工事店等の現場技術者

【本書と同じ棚に】 太陽光・風力発電と系統連系技術（改訂 2 版）
 太陽光発電システムの設計と施工（改訂 4 版）（以上、オーム社）

電気技術者のための

電気関係法規
平成27年版

電気事業法をはじめとする各種法令教育用テキストとして最適！

電気／
電気一般
発売中
　
ISBN 978-4-88948-297-3

編者　一般社団法人 日本電気協会
発行所　日本電気協会　発売元　オーム社

基本からわかる

電子回路講義ノート

「電子回路」の要点をしっかり学べる講義ノート！

電子／
理論・回路
7月発行
配本パターン 理工4
ISBN 978-4-274-21759-3

監修者　渡部英二（わたなべ えいじ）
著者　工藤嗣友（くどう つぐとも）、高橋泰樹（たかはし たいじゅ）、水野文夫（みずの ふみお）、
　　　吉見　卓（よしみ たかし）、渡部英二（わたなべ えいじ）

　本書は、基本的な回路理論および半導体理論の基礎、半導体素子（ダイオード、トランジスタ）の特性、基本増幅回路、
オペアンプ回路、負帰還増幅回路など電子回路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丁寧にま
とめた教科書、参考書です。帰還回路については、従来型のトランジスタ回路ではなくオペアンプ回路を用いて解説する
ことで、より理解が容易になるようにまとめました。
　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・電子系学科の大学学部生・高専生
【本書と同じ棚に】 6 日でマスター！ 電子回路の基本 66
 入門 電子回路（アナログ編）（以上、オーム社）
 なっとくする電子回路（講談社）

A5判・228頁
本体 2,500円+税

　本書は、電気事業法、建築基準法、労働安全衛生法、消防法及びエネルギーの使用の合理化等に関する法律の各法
律、政令、省令及び告示のうち、電気設備の保守・管理に従事する方々に関係ある条項を抜すいしてまとめたもの。実務
手引書として、また電気設備の保守管理に関する法規の教育用テキストとして利用できます。

【具体的な購買者】 電気工事士、電気主任技術者
【本書と同じ棚に】 平成 27 年版　電気設備の技術基準とその解釈
 電気工事二法の解説 ( 平成 22 年版）( 以上、日本電気協会）

A5判・666頁
本体 3,000円+税

A5判・264頁
本体 2,600円+税
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絵とき  構造力学

絵ときシリーズに「構造力学」が登場！

土木／
土木工学一般
7月発行
配本パターン 理工6
ISBN 978-4-274-21779-1

監修者　粟津清蔵（あわづ せいぞう）
著者　石川　敦（いしかわ あつし）

　「構造力学」の一般的な基礎知識から説き起こし、はりの計算、部材断面の性質、さらに、柱やトラスから、たわみと不
静定ばりまで、構造力学全般にわたって基礎的理解が得られるようにまとめたもので、各章末にはまとめ問題を設けてい
ます。
※本書は『絵とき　応用力学（改訂 2 版）』をベースに加筆・修正を行い、現在のカリキュラムに沿う形で書名を変更し発
行するものです。

【具体的な購買者】 工業高校生から大学生まで土木を学ぶ学生の方
 建設系の初級技術者として現場実務に携わる方
 建設系各種資格取得を目指す受験者

【本書と同じ棚に】 絵とき測量（改訂 3 版）
 絵とき土質力学（改訂 3 版）
 絵とき水理学（改訂 3 版）（以上、オーム社）

03-3233-3440 03-3233-3440

A5判・216頁
本体 2,500円+税

すぐに使える！
工事成績評定８５点獲得のコツ

工事成績評定で高得点を獲得できるノウハウが凝縮した本！

土木／
設計・施工
7月発行
配本パターン 理工4
ISBN 978-4-274-21772-2 著者　水村俊幸（みずむら としゆき）、宮前保美（みやまえ やすみ）、石田義昭（いしだ よしあき）

　公共工事量の増加や、人材不足、工事成績評定の仕組み＆評価される考査項目内容の理解不足・アピール不足など
により、なかなか成績アップの対応が十分に行えていない会社が増えてきています。
　そこで本書では、現場に合った施工計画書が提出できるという観点から、工事成績評定高得点獲得のために、発注者
が求める工事成績評定考査項目に合致し、『しっかりアピールすることのできる施工計画書作成マニュアル』的な参考書
として、経験豊富な著者陣がノウハウを詰め込みました。施工業者の現場代理人、監理技術者、経営者の皆さんに必携
の一冊です！
　また、土木・建築・造園施工管理技術者を育成・教育に力を入れておられる企業においても、上記の計画書を作成
できる人材育成ツールとしても、会社に一冊あれば重宝する内容構成になっています。

【具体的な購買者】 土木・建築・造園の施工会社の経営者層及び現場代理人、監理技術者
【本書と同じ棚に】 工事成績・業務成績 80 点獲得のセオリー
 現場代理人養成講座 施工で勝つ方法（以上、日経 BP 社）

B5判・216頁
本体 3,500円+税

先端  有機半導体デバイス
─基礎からデバイス物性まで─

有機光エレクトロニクスの研究開発者必携の書！

電子／
材料・部品・デバイス
7月発行
配本パターン 理工2
ISBN 978-4-274-21778-4

編者　日本学術振興会情報科学用有機材料第 142 委員会 C 部会

　有機半導体デバイスは、省電力、小形・軽量化が図れることから、近年、ディスプレイ、太陽電池など多くの分野へと応
用が拡がると見込まれています。
　本書は有機 EL 素子、有機半導体レーザー、有機トランジスタ、有機太陽電池などのデバイスについて、しくみ、データ、
製作プロセスなどを最新の知見をもとに幅広くまとめています。

【具体的な購買者】 有機デバイスの研究開発に関わる研究者・技術者・学生
【本書と同じ棚に】 有機半導体デバイス ̶基礎から最先端材料・デバイスまで̶
 有機 EL ディスプレイ
 柔構造有機エレクトロニクス（以上、オーム社）

A5判・516頁
本体 8,500円+税

CSS3開発者ガイド
第2版─モダンWebデザインのスタイル設計─

CSS3の最新技術動向を知る！

Web作成／
ホームページ作成
7月発行
配本パターン OR-D
ISBN 978-4-87311-725-6

著者　Peter Gasston（ぴーたー がすとん）
訳者　牧野　聡（まきの さとし）
発行所　オライリー・ジャパン　発売元　オーム社

　世界的ベストセラー書“The Book of CSS3”待望の邦訳。本書では難解な CSS3 仕様を平易な言葉で解説し、一般
に広く使われているモダンなブラウザと CSS3 で何ができるかを明らかにしながら数年先を見越した最先端の Web デ
ザインを追求します。良いデザインの原則に焦点を当て、実践的なサンプルを豊富に使って解説しているので、読者は無
理なく CSS のスキルを向上できます。ウェブ開発の中でスタイルを設計しながらどんなデザインにしてやろうかと考える
開発者は必読。気絶するほど美しいリッチなウェブを作れるようになります。うまく魅せない CSS なんてCSSじゃない！

【具体的な購買者】 Web 開発者、Web 制作者、Webアプリ開発者、スマートフォンアプリ開発者、ゲーム開発者
【本書と同じ棚に】 モダン Web、入門 React、Web API: The Good Parts（オライリー・ジャパン）

B5変判・352頁
本体 3,200円+税

ユーザーストーリーマッピング

「ユーザーストーリマッピング」提唱者による書き下ろし！

プログラミング・開発／
開発技法
7月発行
配本パターン OR-D
ISBN 978-4-87311-732-4

著者　Jeff Patton（じぇふ ぱっとん）
監訳者　川口恭伸（かわぐち やすのぶ）
訳者　長尾高弘（ながお たかひろ）　

　「ユーザーストーリマッピング」は、Jeff Patton 氏が提案する計画手法で、顧客の視点からサービスや商品の要件を記
述することを特徴とします。XP を実践するためのプラクティスの一つで「ユーザーストーリー」があり、これはワークショッ
プ形式で機能を洗い出しながら、インデックスカードに記録して並べ替えていく手法です。

【具体的な購買者】 アジャイル開発、特にスクラムを開発に利用しているエンジニア
 ソフトウェア開発の要件定義に従事している方。特にユーザー調査、ユーザーエクスペリエンスにご

興味がある人
 ユーザー調査から要件定義までをどのように進めるのかを知りたい人

【本書と同じ棚に】 Impact Mapping（翔泳社）
 アジャイルサムライ
 アジャイル・ユーザビリティ（以上、オーム社）

ヘルシープログラマ
─プログラミングを楽しく続けるための健康Hack─

心と体の健康を維持するための実践的で達成可能なテクニックを紹介！

プログラミング・開発／
SE自己啓発、読み物
7月発行
配本パターン OR-D
ISBN 978-4-87311-728-7

著者　Joe Kutner（じょー かとなー）
訳者　Sky 株式会社 玉川竜司（たまがわ りゅうじ）
発行所　オライリー・ジャパン　発売元　オーム社

　プログラマおよび IT 系オフィスワーカーの健康管理に関する様々なトピックについて、科学的な視点から分析と対策
を読み物風にまとめた本です。プログラマにとってお馴染みの、アジャイルやリファクタ、プロジェクトマネージメントとい
った概念に落とし込みながら議論が進むので、特にプログラマにはおもしろく読める書籍です。

【具体的な購買者】 プログラマ、および IT 系のオフィスワーカー全般
【本書と同じ棚に】 Cooking for Geeks
 Team Geek（オライリー・ジャパン）
 小さなチーム、大きな仕事（早川書房）

A5判・288頁
本体 2,600円+税

A5判・368頁
本体 3,000円+税
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 現場代理人養成講座 施工で勝つ方法（以上、日経 BP 社）

B5判・216頁
本体 3,500円+税

先端  有機半導体デバイス
─基礎からデバイス物性まで─

有機光エレクトロニクスの研究開発者必携の書！

電子／
材料・部品・デバイス
7月発行
配本パターン 理工2
ISBN 978-4-274-21778-4

編者　日本学術振興会情報科学用有機材料第 142 委員会 C 部会

　有機半導体デバイスは、省電力、小形・軽量化が図れることから、近年、ディスプレイ、太陽電池など多くの分野へと応
用が拡がると見込まれています。
　本書は有機 EL 素子、有機半導体レーザー、有機トランジスタ、有機太陽電池などのデバイスについて、しくみ、データ、
製作プロセスなどを最新の知見をもとに幅広くまとめています。

【具体的な購買者】 有機デバイスの研究開発に関わる研究者・技術者・学生
【本書と同じ棚に】 有機半導体デバイス ̶基礎から最先端材料・デバイスまで̶
 有機 EL ディスプレイ
 柔構造有機エレクトロニクス（以上、オーム社）

A5判・516頁
本体 8,500円+税

CSS3開発者ガイド
第2版─モダンWebデザインのスタイル設計─

CSS3の最新技術動向を知る！

Web作成／
ホームページ作成
7月発行
配本パターン OR-D
ISBN 978-4-87311-725-6

著者　Peter Gasston（ぴーたー がすとん）
訳者　牧野　聡（まきの さとし）
発行所　オライリー・ジャパン　発売元　オーム社

　世界的ベストセラー書“The Book of CSS3”待望の邦訳。本書では難解な CSS3 仕様を平易な言葉で解説し、一般
に広く使われているモダンなブラウザと CSS3 で何ができるかを明らかにしながら数年先を見越した最先端の Web デ
ザインを追求します。良いデザインの原則に焦点を当て、実践的なサンプルを豊富に使って解説しているので、読者は無
理なく CSS のスキルを向上できます。ウェブ開発の中でスタイルを設計しながらどんなデザインにしてやろうかと考える
開発者は必読。気絶するほど美しいリッチなウェブを作れるようになります。うまく魅せない CSS なんてCSSじゃない！

【具体的な購買者】 Web 開発者、Web 制作者、Webアプリ開発者、スマートフォンアプリ開発者、ゲーム開発者
【本書と同じ棚に】 モダン Web、入門 React、Web API: The Good Parts（オライリー・ジャパン）

B5変判・352頁
本体 3,200円+税

ユーザーストーリーマッピング

「ユーザーストーリマッピング」提唱者による書き下ろし！

プログラミング・開発／
開発技法
7月発行
配本パターン OR-D
ISBN 978-4-87311-732-4

著者　Jeff Patton（じぇふ ぱっとん）
監訳者　川口恭伸（かわぐち やすのぶ）
訳者　長尾高弘（ながお たかひろ）　

　「ユーザーストーリマッピング」は、Jeff Patton 氏が提案する計画手法で、顧客の視点からサービスや商品の要件を記
述することを特徴とします。XP を実践するためのプラクティスの一つで「ユーザーストーリー」があり、これはワークショッ
プ形式で機能を洗い出しながら、インデックスカードに記録して並べ替えていく手法です。

【具体的な購買者】 アジャイル開発、特にスクラムを開発に利用しているエンジニア
 ソフトウェア開発の要件定義に従事している方。特にユーザー調査、ユーザーエクスペリエンスにご

興味がある人
 ユーザー調査から要件定義までをどのように進めるのかを知りたい人

【本書と同じ棚に】 Impact Mapping（翔泳社）
 アジャイルサムライ
 アジャイル・ユーザビリティ（以上、オーム社）

ヘルシープログラマ
─プログラミングを楽しく続けるための健康Hack─

心と体の健康を維持するための実践的で達成可能なテクニックを紹介！

プログラミング・開発／
SE自己啓発、読み物
7月発行
配本パターン OR-D
ISBN 978-4-87311-728-7

著者　Joe Kutner（じょー かとなー）
訳者　Sky 株式会社 玉川竜司（たまがわ りゅうじ）
発行所　オライリー・ジャパン　発売元　オーム社

　プログラマおよび IT 系オフィスワーカーの健康管理に関する様々なトピックについて、科学的な視点から分析と対策
を読み物風にまとめた本です。プログラマにとってお馴染みの、アジャイルやリファクタ、プロジェクトマネージメントとい
った概念に落とし込みながら議論が進むので、特にプログラマにはおもしろく読める書籍です。

【具体的な購買者】 プログラマ、および IT 系のオフィスワーカー全般
【本書と同じ棚に】 Cooking for Geeks
 Team Geek（オライリー・ジャパン）
 小さなチーム、大きな仕事（早川書房）

A5判・288頁
本体 2,600円+税

A5判・368頁
本体 3,000円+税
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人工知能 Vol.30 No.4

　人工知能（AI）に関する専門家、知識人からのさまざまな研究結果、レポートを載せ、この分野における最新の情報を
強力にサポートしています。特に本誌では、ビジネスが創発する人工知能と社会シミュレーションに関する特集、学習科学
と学習工学に関する特集を掲載しています。

【具体的な購買者】 人工知能、知識工学に関心のある一般識者
 情報工学、ソフトウェア科学分野の専門家、技術者、学部学生および院生
 情報機器関連のメーカまたはユーザ

【本書と同じ棚に】 AI 関連書の棚

　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・130頁

2015年公表問題版  一種電工技能試験
DVD付き

見ればわかる　全10問の施工＆ポイントをDVDに丸ごと収録！！！

電気／
資格試験
7月発行
配本パターン LB2
ISBN 978-4-274-50576-8

編者　オーム社

　本書の姉妹書『2015 年版 第一種電気工事士技能試験 公表問題の合格解答』の予想問題をベースに、全問題の作業
映像を DVD に収録した書籍です。予想問題を書籍で確認しながら、完成までの施工が映像で学べます。すべての施工
手順のほか、ポイントとなる箇所も丁寧に解説しています。また、問題ごとにさまざまな工夫で作業を行っていますので、
自分にあった作業の方法が映像を通して確認できます。収録時間は約 300 分（5 時間）。

【具体的な購買者】 第一種電気工事士技能試験を受験される方
【本書と同じ棚に】 2015 年版 第一種電気工事士技能試験 公表問題の合格解答（オーム社）

A5判・72頁
本体 3,000円+税

72講で集中マスター！

インテリアコーディネーター1次＆2次試験
受験テキスト

試験必出のおさえておきたい知識をコンパクトに72項目に集約！

建築／
資格試験
7月発行
配本パターン LB2
ISBN 978-4-274-21777-7

著者　森谷延周（もりや のぶちか）、飯嶋房樹（いいじま ふさき）

　2013 年 11 月に改訂発行された「インテリアコーディネーターハンドブック統合版（上）（下）」の内容、また、新試験制度
に対応した受験書です。
　本書では、ハンドブックの重要事項を整理し、絶対におさえておきたいポイントを講義形式の 72 講にわかりやすくまと
めることで、膨大な試験範囲のなかでの特に覚えるべき箇所だけに絞り込んだ内容構成となっています。
　学習時間をなかなかまとまって取ることができない多忙な読者・受験者へ、より短時間で効率的に学習することので
きる受験テキストです。

【具体的な購買者】 インテリアコーディネーター試験の受験者
【本書と同じ棚に】 インテリアコーディネーター1 次試験合格教本 第 9 版 上巻
 インテリアコーディネーター1 次試験 過去問題徹底研究 2015 上巻（以上、ハウジングエージェンシー）
 ラクラク突破のインテリアコーディネーター合格テキスト（エクスナレッジ）

B5判・224頁
本体 2,900円+税

DVD 1 枚付

DVD

＊ ： グリーンスリップ（常時返品入帖可）商品

！
2015年7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.3

AIに関する詳細な情報をわかりやすく解説

編集・発行　人工知能学会
制作・発売　オーム社

7月発行

 A4判・150頁
本体 2,400円+税

！

これだけ覚える！

1級管工事施工  実地試験

最新傾向を完全分析のもと、出るトコだけを詰め込んだ決定版 ！！

建築／
資格試験
7月発行
配本パターン LB3
ISBN 978-4-274-21775-3 著者　春山忠男（はるやま ただお）

　1 級管工事施工管理技士実地試験のテキスト＋問題融合型の受験対策書です。
「出題が予想されるポイントだけを効率的に理解する !!」を基本コンセプトとして、過去 10 年程度の出題傾向を分析し、
合格のためのエッセンスを凝縮しました。
本文解説は、ワンセンテンスで、すいすいと読み進めやすい記述にしています。
　また、各項目冒頭に出題ランクを★の数で表記したほか、テキスト内には「重要」「注意」アイコンを配するなど、学習の
目安となる要素をふんだんに盛り込みました。さらに [ 実戦力 UP のツボ ]、[ アドバイスコーナー ] など、解答にあたっての
コツや、補足ポイント等を充実させており、合格のための必須事項を網羅した一冊になっています。

【具体的な購買者】 1 級管工事施工管理技士　実地試験の受験者
【本書と同じ棚に】 これだけ覚える！ 1 級管工事施工　学科試験
 これだけ覚える！ 2 級管工事施工管理技士試験（以上、オーム社）
 1 級管工事施工管理技術検定試験問題解説集録版（地域開発研究所）

A5判・192頁
本体 2,300円+税

ぜ～んぶまとめて集中学習！

1級土木施工管理  実地試験
レベルアップ合格ゼミ

一冊で「1級土木施工　実地試験」のすべてがわかる！

土木／
資格試験
7月発行
配本パターン LB3
ISBN 978-4-274-21776-0

著者　吉田勇人（よしだ はやと）

　1 級土木施工管理技術検定・実地試験のワークブック形式のテキストです。過去 5 年間に出題された問題傾向を分析
し、出題頻度の高い問題を厳選して構成しています。
　「経験記述編」では、80 文例すべてに対して答案作成のポイントを丁寧に解説しています。なお、付録の【下敷き】でさ
くさく記憶定着が進みます。
　受験ガイダンスも充実しており、本番までの進捗管理がしやすいカレンダーも掲載。試験当日までを、トータルサポート
する受験者必携の一冊です。

【具体的な購買者】 1 級土木施工管理技士試験　実地試験の受験者
【本書と同じ棚に】 ぜ～んぶまとめて集中学習！1 級土木施工管理　学科試験　レベルアップ合格問題集（オーム社）
 1 級土木施工管理技術検定 実地試験 平成 27 年版 ( 図解でよくわかる )（誠文堂新光社）

B5判・308頁
本体 2,600円+税

＊ ： 下敷付き
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　人工知能（AI）に関する専門家、知識人からのさまざまな研究結果、レポートを載せ、この分野における最新の情報を
強力にサポートしています。特に本誌では、ビジネスが創発する人工知能と社会シミュレーションに関する特集、学習科学
と学習工学に関する特集を掲載しています。

【具体的な購買者】 人工知能、知識工学に関心のある一般識者
 情報工学、ソフトウェア科学分野の専門家、技術者、学部学生および院生
 情報機器関連のメーカまたはユーザ

【本書と同じ棚に】 AI 関連書の棚

　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・130頁

2015年公表問題版  一種電工技能試験
DVD付き

見ればわかる　全10問の施工＆ポイントをDVDに丸ごと収録！！！

電気／
資格試験
7月発行
配本パターン LB2
ISBN 978-4-274-50576-8

編者　オーム社

　本書の姉妹書『2015 年版 第一種電気工事士技能試験 公表問題の合格解答』の予想問題をベースに、全問題の作業
映像を DVD に収録した書籍です。予想問題を書籍で確認しながら、完成までの施工が映像で学べます。すべての施工
手順のほか、ポイントとなる箇所も丁寧に解説しています。また、問題ごとにさまざまな工夫で作業を行っていますので、
自分にあった作業の方法が映像を通して確認できます。収録時間は約 300 分（5 時間）。

【具体的な購買者】 第一種電気工事士技能試験を受験される方
【本書と同じ棚に】 2015 年版 第一種電気工事士技能試験 公表問題の合格解答（オーム社）

A5判・72頁
本体 3,000円+税

72講で集中マスター！

インテリアコーディネーター1次＆2次試験
受験テキスト

試験必出のおさえておきたい知識をコンパクトに72項目に集約！

建築／
資格試験
7月発行
配本パターン LB2
ISBN 978-4-274-21777-7

著者　森谷延周（もりや のぶちか）、飯嶋房樹（いいじま ふさき）

　2013 年 11 月に改訂発行された「インテリアコーディネーターハンドブック統合版（上）（下）」の内容、また、新試験制度
に対応した受験書です。
　本書では、ハンドブックの重要事項を整理し、絶対におさえておきたいポイントを講義形式の 72 講にわかりやすくまと
めることで、膨大な試験範囲のなかでの特に覚えるべき箇所だけに絞り込んだ内容構成となっています。
　学習時間をなかなかまとまって取ることができない多忙な読者・受験者へ、より短時間で効率的に学習することので
きる受験テキストです。

【具体的な購買者】 インテリアコーディネーター試験の受験者
【本書と同じ棚に】 インテリアコーディネーター1 次試験合格教本 第 9 版 上巻
 インテリアコーディネーター1 次試験 過去問題徹底研究 2015 上巻（以上、ハウジングエージェンシー）
 ラクラク突破のインテリアコーディネーター合格テキスト（エクスナレッジ）

B5判・224頁
本体 2,900円+税

DVD 1 枚付

DVD

＊ ： グリーンスリップ（常時返品入帖可）商品

！
2015年7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.3

AIに関する詳細な情報をわかりやすく解説

編集・発行　人工知能学会
制作・発売　オーム社

7月発行

 A4判・150頁
本体 2,400円+税

！

これだけ覚える！

1級管工事施工  実地試験

最新傾向を完全分析のもと、出るトコだけを詰め込んだ決定版 ！！

建築／
資格試験
7月発行
配本パターン LB3
ISBN 978-4-274-21775-3 著者　春山忠男（はるやま ただお）

　1 級管工事施工管理技士実地試験のテキスト＋問題融合型の受験対策書です。
「出題が予想されるポイントだけを効率的に理解する !!」を基本コンセプトとして、過去 10 年程度の出題傾向を分析し、
合格のためのエッセンスを凝縮しました。
本文解説は、ワンセンテンスで、すいすいと読み進めやすい記述にしています。
　また、各項目冒頭に出題ランクを★の数で表記したほか、テキスト内には「重要」「注意」アイコンを配するなど、学習の
目安となる要素をふんだんに盛り込みました。さらに [ 実戦力 UP のツボ ]、[ アドバイスコーナー ] など、解答にあたっての
コツや、補足ポイント等を充実させており、合格のための必須事項を網羅した一冊になっています。

【具体的な購買者】 1 級管工事施工管理技士　実地試験の受験者
【本書と同じ棚に】 これだけ覚える！ 1 級管工事施工　学科試験
 これだけ覚える！ 2 級管工事施工管理技士試験（以上、オーム社）
 1 級管工事施工管理技術検定試験問題解説集録版（地域開発研究所）

A5判・192頁
本体 2,300円+税

ぜ～んぶまとめて集中学習！

1級土木施工管理  実地試験
レベルアップ合格ゼミ

一冊で「1級土木施工　実地試験」のすべてがわかる！

土木／
資格試験
7月発行
配本パターン LB3
ISBN 978-4-274-21776-0

著者　吉田勇人（よしだ はやと）

　1 級土木施工管理技術検定・実地試験のワークブック形式のテキストです。過去 5 年間に出題された問題傾向を分析
し、出題頻度の高い問題を厳選して構成しています。
　「経験記述編」では、80 文例すべてに対して答案作成のポイントを丁寧に解説しています。なお、付録の【下敷き】でさ
くさく記憶定着が進みます。
　受験ガイダンスも充実しており、本番までの進捗管理がしやすいカレンダーも掲載。試験当日までを、トータルサポート
する受験者必携の一冊です。

【具体的な購買者】 1 級土木施工管理技士試験　実地試験の受験者
【本書と同じ棚に】 ぜ～んぶまとめて集中学習！1 級土木施工管理　学科試験　レベルアップ合格問題集（オーム社）
 1 級土木施工管理技術検定 実地試験 平成 27 年版 ( 図解でよくわかる )（誠文堂新光社）

B5判・308頁
本体 2,600円+税

＊ ： 下敷付き
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ゴロ合せ  乙種1・2・3・5・6類危険物試験
（改訂2版）

ゴロ合せで一発合格。4類以外の乙種危険物試験をゲット！

化学・バイオ／
資格試験
7月発行
配本パターン LB3
ISBN 978-4-274-50577-5

著者　荻野　登（おぎの のぼる）

　4 類以外の乙種危険物取扱者試験の受験書。乙種免状があれば他の乙種試験を受ける際、科目免除があるため、受
験科目は1科目（10 問）でよく、合格の可能性が高くなります。本書は、この1科目10 問を攻略するため、合格しやすい「ゴ
ロ合せ」を覚えやすく体系化し、1 回の受験で合格するよう模擬問題を徹底的に解けるように解説しています。

【具体的な購買者】 乙種危険物試験の合格者、乙種免状所持者
【本書と同じ棚に】 これが出る！ 甲種危険物試験　スピード仕上げ必勝問題集
 鈴木先生のパーフェクト講義　乙４類危険物試験（以上、オーム社）

A5判・304頁
本体 1,800円+税

MR認定試験対策  要点整理
─医薬品情報と医薬概論─

1テーマごとのわかりやすい図と丁寧な解説で効率よく学習！

医学・医療／
資格試験
7月発行
配本パターン 医2
ISBN 978-4-274-21773-9

著者　下川　徹（しもかわ とおる）

　本書は、製薬会社の MR（医薬品メーカの医薬情報担当者）として入社された方の認定試験対策書です。1 テーマごと
のわかりやすい図と丁寧な解説で、効率よく理解できるようになっています。また、ポイント集や予想問題から傾向と対
策がひと目でわかるようになっていますので、試験の直前対策にも役立ちます。

【具体的な購買者】 MR として入社した社会人
 MR 転職希望者

【本書と同じ棚に】 MR 認定試験徹底研究Ⅰ　医薬品情報 2015 年版
 MR 認定試験徹底研究Ⅲ　医薬概論 2015 年版（以上、エルゼビア･ジャパン）

MR認定試験対策  要点整理
─疾病と治療（基礎・臨床）─

1テーマごとのわかりやすい図と丁寧な解説で効率よく学習！

医学・医療／
資格試験
7月発行
配本パターン 医2
ISBN 978-4-274-21774-6

著者　下川　徹（しもかわ とおる）

　本書は、製薬会社の MR（医薬品メーカーの医薬情報担当者）として入社された方の認定試験対策書です。1 テーマご
とのわかりやすい図と丁寧な解説で、効率よく理解できるようになっています。また、ポイント集や予想問題から傾向と
対策がひと目でわかるようになっていますので、試験の直前対策にも役立ちます。

【具体的な購買者】 MR として入社した社会人
 MR 転職希望者

【本書と同じ棚に】 MR 認定試験徹底研究Ⅱ　疾病と治療  基礎 2015 年版
 MR 認定試験徹底研究Ⅱ　疾病と治療  臨床 2015 年版（以上、エルゼビア･ジャパン）

A5判・350頁
本体 3,700円+税

A5判・450頁
本体 3,900円+税


