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＊ ： グリーンスリップ（常時返品入帖可）商品

電気設備ハンドブック

電気設備技術者必携の書！

電気／
電気設備
3月発行
配本パターン 指定
ISBN 978-4-274-21858-3

編者　一般社団法人 電気設備学会

　本書は、本邦における電気設備の代表的な団体である（一社）電気設備学会の編集により、電気設備工事の実務にか
かわる部分を中心として、設計・施工・監理や法体制の現状までを集大成し、電気設備にかかわるすべての方々の新た
なる座右の書としてまとめたものです。

【具体的な購買者】 建築電気設備工事関連企業の技術者、研究者
【本書と同じ棚に】 電気設備用語辞典 ( 第 2 版 )
 電気設備工学ハンドブック
 高圧受電設備実務ハンドブック（以上、オーム社）

IT Text

ヒューマンコンピュータインタラクション
（改訂2版）

基本的事項を中心にわかりやすく解説！

情報科学／
ソフトウェア・情報システム
3月発行
配本パターン 理工1
ISBN 978-4-274-21863-7

著者　岡田謙一（おかだ けんいち）、西田正吾（にしだ しょうご）、葛岡英明（くずおか ひであき）、
　　　仲谷美江（なかたに みえ）、塩澤秀和（しおざわ ひでかず）

カンバン仕事術
─チームではじめる見える化と改善─

カンバンの導入についての本格的な入門書！

プログラミング・開発／
開発技法
3月発行
配本パターン OR-D
ISBN 978-4-87311-764-5

著者　Marcus Hammarberg（まーかす はまーべるぐ）、Joakim Sundén（よあきむ さんでん）
訳者　原田騎郎（はらだ きろう）、安井　力（やすい つとむ）、吉羽龍太郎（よしば りゅうたろう）、
　　　角　征典（かど まさのり）、髙木正弘（たかぎ まさひろ）
発行所　オライリー・ジャパン　発売元　オーム社

　本書は、計画と見積もりを作り、計測を行い、キューとボトルネックを視覚化し、カンバンを作り、それを使う方法を網羅
した書籍です。カンバンを導入するための実践的な入門書。

【具体的な購買者】 アジャイル開発者、スタートアップおよび新規事業を立ち上げる人
【本書と同じ棚に】 アート・オブ・アジャイル デベロップメント（オライリー・ジャパン）
 リーン開発の現場（オーム社）
 カンバン ソフトウェア開発の変革（リックテレコム）

B5変判・400頁
本体 3,600円+税

　「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
人間の感性や認知に関する基礎知識や対話システムや GUI、インタフェースの評価技術など、人間とコンピュータの親和
性が高いシステムづくりに必要な技術を解説するものです。改訂版では、スマホ／タブレットなどの話題を盛り込み、最新
技術に対応した内容とします。

【具体的な購買者】 情報系学科の大学学部 2、3 年生
【本書と同じ棚に】 ヒューマンインタフェース（オーム社）
 ヒューマンコンピュータインタラクション入門（サイエンス社）
 イラストで学ぶ ヒューマンインタフェース（講談社）

B5判・786頁
本体 28,000円+税

A5判・260頁
本体 2,800円+税高圧・特別高圧電気取扱特別教育テキスト

労働安全衛生法に基づく高圧・特別高圧電気取扱特別教育講習会用テキスト！

電気／
電気一般
3月発行
配本パターン 買切り
ISBN 978-4-88948-302-4

編著者　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

　本書は、労働安全衛生法に基づいた高圧・特別高圧電気取扱者に対する特別教育用テキストである。要点がひとめで
わかるように 2 色刷りになっており、イラスト・図表・写真・事故事例等が豊富に掲載されているのでわかりやすい内
容になっている。また、充電電路の操作業務従事者のための実技教育や附録には初めて電気を取扱う者に役立つ電気
の特性と電気現象の基礎等を解説している。

【具体的な購買者】 高圧・特別高圧電気取扱者、電気関係専攻学生、一般読者
【本書と同じ棚に】 低圧電気取扱特別教育テキスト
 電気関係報告規則の解説（以上、日本電気協会）

B5判・346頁
本体 1,500円+税

中規模・大規模太陽光発電システム設計・施工
─基礎・計画・設計・施工・運転管理・保守点検─

中・大規模の太陽光発電システムの設計・施工が一冊でわかる！

電気／
電力システム
3月発行
配本パターン 理工6
ISBN 978-4-274-50524-9

監修者　東京工業大学 AES センター
共同監修者　再生可能エネルギー協議会、NTT ファシリティーズ
編者　黒川浩助（くろかわ こうすけ）、田中　良（たなか りょう）、伊藤雅一（いとう まさいち）

　2012 年 7 月 1 日に再生可能エネルギー普及促進のための固定買取制度（FIT）が発足しました。再生可能エネルギー
分野のエースである太陽光発電システムは、以降、数多く設置され、規模の大規模化も進んでいます。
　本書は、このような背景の中、より重要な位置を占める中規模・大規模クラスの太陽光発電システムを取り上げ、その

「基礎、計画、設計、施工、運転管理、保守点検」などのポイントやノウハウ、注意点、法令、常識などを経験豊富な執筆陣が
解説するとともに、サンシャイン計画から始まるわが国の太陽光発電の歴史や、将来像なども盛り込んでいます。

【具体的な購買者】 太陽光発電設計者・施工者
【本書と同じ棚に】 太陽光発電システムの設計と施工（改訂 4 版）（オーム社）

B5判・328頁
本体 3,600円+税

SAS Studioによるやさしい統計データ分析

無償版SASソフトウェアを使って今すぐデータ分析ができる！

理学／
数学
3月発行
配本パターン 理工3
ISBN 978-4-274-21862-0

著者　高浪洋平（たかなみ ようへい）、舟尾暢男（ふなお のぶお）

　本書は、2015 年 6 月に公開された統計解析ソフトウェア SAS の無償版『SAS OnDemand for Academics/SAS 
University Edition』をセットアップ方法から紹介し、基本的な使い方の解説を行います。また、データ解析のうち「タス
ク」と呼ばれる機能に用意された手法について、解析方法と手法の概要、さらにグラフの作成方法について紹介します。
これから SAS を始める方のために、コンパクトにまとまった内容となっております。

【具体的な購買者】 SAS に興味があり、これから SAS を使ってみたい方
 医療系機関の社会人等の初級 SAS ユーザ

【本書と同じ棚に】 統計を知らない人のための SAS 入門（オーム社）

A5判・176頁
本体 2,200円+税

＊ ： グリーンスリップ（常時返品入帖可）商品
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電気設備ハンドブック

電気設備技術者必携の書！

電気／
電気設備
3月発行
配本パターン 指定
ISBN 978-4-274-21858-3

編者　一般社団法人 電気設備学会

　本書は、本邦における電気設備の代表的な団体である（一社）電気設備学会の編集により、電気設備工事の実務にか
かわる部分を中心として、設計・施工・監理や法体制の現状までを集大成し、電気設備にかかわるすべての方々の新た
なる座右の書としてまとめたものです。

【具体的な購買者】 建築電気設備工事関連企業の技術者、研究者
【本書と同じ棚に】 電気設備用語辞典 ( 第 2 版 )
 電気設備工学ハンドブック
 高圧受電設備実務ハンドブック（以上、オーム社）

IT Text

ヒューマンコンピュータインタラクション
（改訂2版）

基本的事項を中心にわかりやすく解説！

情報科学／
ソフトウェア・情報システム
3月発行
配本パターン 理工1
ISBN 978-4-274-21863-7

著者　岡田謙一（おかだ けんいち）、西田正吾（にしだ しょうご）、葛岡英明（くずおか ひであき）、
　　　仲谷美江（なかたに みえ）、塩澤秀和（しおざわ ひでかず）

カンバン仕事術
─チームではじめる見える化と改善─

カンバンの導入についての本格的な入門書！

プログラミング・開発／
開発技法
3月発行
配本パターン OR-D
ISBN 978-4-87311-764-5

著者　Marcus Hammarberg（まーかす はまーべるぐ）、Joakim Sundén（よあきむ さんでん）
訳者　原田騎郎（はらだ きろう）、安井　力（やすい つとむ）、吉羽龍太郎（よしば りゅうたろう）、
　　　角　征典（かど まさのり）、髙木正弘（たかぎ まさひろ）
発行所　オライリー・ジャパン　発売元　オーム社

　本書は、計画と見積もりを作り、計測を行い、キューとボトルネックを視覚化し、カンバンを作り、それを使う方法を網羅
した書籍です。カンバンを導入するための実践的な入門書。

【具体的な購買者】 アジャイル開発者、スタートアップおよび新規事業を立ち上げる人
【本書と同じ棚に】 アート・オブ・アジャイル デベロップメント（オライリー・ジャパン）
 リーン開発の現場（オーム社）
 カンバン ソフトウェア開発の変革（リックテレコム）

B5変判・400頁
本体 3,600円+税

　「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
人間の感性や認知に関する基礎知識や対話システムや GUI、インタフェースの評価技術など、人間とコンピュータの親和
性が高いシステムづくりに必要な技術を解説するものです。改訂版では、スマホ／タブレットなどの話題を盛り込み、最新
技術に対応した内容とします。

【具体的な購買者】 情報系学科の大学学部 2、3 年生
【本書と同じ棚に】 ヒューマンインタフェース（オーム社）
 ヒューマンコンピュータインタラクション入門（サイエンス社）
 イラストで学ぶ ヒューマンインタフェース（講談社）

B5判・786頁
本体 28,000円+税

A5判・260頁
本体 2,800円+税高圧・特別高圧電気取扱特別教育テキスト

労働安全衛生法に基づく高圧・特別高圧電気取扱特別教育講習会用テキスト！

電気／
電気一般
3月発行
配本パターン 買切り
ISBN 978-4-88948-302-4

編著者　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

　本書は、労働安全衛生法に基づいた高圧・特別高圧電気取扱者に対する特別教育用テキストである。要点がひとめで
わかるように 2 色刷りになっており、イラスト・図表・写真・事故事例等が豊富に掲載されているのでわかりやすい内
容になっている。また、充電電路の操作業務従事者のための実技教育や附録には初めて電気を取扱う者に役立つ電気
の特性と電気現象の基礎等を解説している。

【具体的な購買者】 高圧・特別高圧電気取扱者、電気関係専攻学生、一般読者
【本書と同じ棚に】 低圧電気取扱特別教育テキスト
 電気関係報告規則の解説（以上、日本電気協会）

B5判・346頁
本体 1,500円+税

中規模・大規模太陽光発電システム設計・施工
─基礎・計画・設計・施工・運転管理・保守点検─

中・大規模の太陽光発電システムの設計・施工が一冊でわかる！

電気／
電力システム
3月発行
配本パターン 理工6
ISBN 978-4-274-50524-9

監修者　東京工業大学 AES センター
共同監修者　再生可能エネルギー協議会、NTT ファシリティーズ
編者　黒川浩助（くろかわ こうすけ）、田中　良（たなか りょう）、伊藤雅一（いとう まさいち）

　2012 年 7 月 1 日に再生可能エネルギー普及促進のための固定買取制度（FIT）が発足しました。再生可能エネルギー
分野のエースである太陽光発電システムは、以降、数多く設置され、規模の大規模化も進んでいます。
　本書は、このような背景の中、より重要な位置を占める中規模・大規模クラスの太陽光発電システムを取り上げ、その

「基礎、計画、設計、施工、運転管理、保守点検」などのポイントやノウハウ、注意点、法令、常識などを経験豊富な執筆陣が
解説するとともに、サンシャイン計画から始まるわが国の太陽光発電の歴史や、将来像なども盛り込んでいます。

【具体的な購買者】 太陽光発電設計者・施工者
【本書と同じ棚に】 太陽光発電システムの設計と施工（改訂 4 版）（オーム社）

B5判・328頁
本体 3,600円+税

SAS Studioによるやさしい統計データ分析

無償版SASソフトウェアを使って今すぐデータ分析ができる！

理学／
数学
3月発行
配本パターン 理工3
ISBN 978-4-274-21862-0

著者　高浪洋平（たかなみ ようへい）、舟尾暢男（ふなお のぶお）

　本書は、2015 年 6 月に公開された統計解析ソフトウェア SAS の無償版『SAS OnDemand for Academics/SAS 
University Edition』をセットアップ方法から紹介し、基本的な使い方の解説を行います。また、データ解析のうち「タス
ク」と呼ばれる機能に用意された手法について、解析方法と手法の概要、さらにグラフの作成方法について紹介します。
これから SAS を始める方のために、コンパクトにまとまった内容となっております。

【具体的な購買者】 SAS に興味があり、これから SAS を使ってみたい方
 医療系機関の社会人等の初級 SAS ユーザ

【本書と同じ棚に】 統計を知らない人のための SAS 入門（オーム社）

A5判・176頁
本体 2,200円+税

＊ ： グリーンスリップ（常時返品入帖可）商品
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交通システム（第2版）

多様化する交通施設計画の最新の知見を盛り込んだ待望の第2版！

土木／
道路・交通工学
3月発行
配本パターン 理工1
ISBN 978-4-274-21866-8

著者　塚口博司（つかぐち ひろし）、塚本直幸（つかもと なおゆき）、日野泰雄（ひの やすお）、
　　　内田　敬（うちだ たかし）、小川圭一（おがわ けいいち）、波床正敏（はとこ まさとし）

　交通計画は土木計画の主要な一分野であり、交通計画に関する講義は通常、土木計画学等の講義に引き続いて行わ
れます。本書は、初学者に対して土木計画のプロセスに対応させつつ、交通施設計画について論述した点が大きな特徴
であり、また、タイトルを「交通システム」とした理由となっています。
　交通計画を初めて学ぶ学生を対象に平易に記述していますが、加えて、交通計画の分野に興味を持たれる方々にとっ
ても興味深い内容となっています。
　なお、本書は 1996 年に国民科学社から発行された『交通システム』の第 2 版です。

【具体的な購買者】 交通工学、交通計画を学ぶ学生
 都市計画等に携わる初級技術者

【本書と同じ棚に】 読んで学ぶ交通工学・交通計画（理工図書）
 交通計画学（第 2 版）（共立出版）
 交通システム工学（コロナ社）

人工知能 Vol.31 No.2

　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。今号の特集は
・ニューラルネットワーク研究の最前線
・ベンチマークのための標準問題・データセット評価手法
　また、一人称研究の連載を掲載しています。

【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

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

3月発行

 A4判・150頁
本体 2,400円+税

！

イラスト図解  建築法規

建築法規を豊富なイラストと図で解説！

建築／
建築一般
3月発行
配本パターン 理工5
ISBN 978-4-274-21865-1

著者　井上国博（いのうえ くにひろ）、三村大介（みむら だいすけ）

　建築法規のなかから、建築･不動産関連業務に必須の重要事項だけを扱っています。図表やイラストを豊富に用いた見
開き頁を見ながら学ぶ構成なので、「建築が専門ではないけれど、基本的なことを知りたい方」「基本的なことは顧客に説
明できるようになりたい方」に最適の一冊です。

【具体的な購買者】 不動産営業に携わる方
 住宅・建材・インテリアメーカなどの営業担当者

【本書と同じ棚に】 絵ときでわかる建築法規（オーム社）
 ゼロからはじめる建築の［法規］入門（彰国社）
 図説やさしい建築法規（学芸出版社）

建築設備の「なぜ」がわかる
トラブル解決マニュアル

ベテラン技術者がこれまでのノウハウを惜しみなく伝授する！

建築／
建築設備
3月発行
配本パターン 理工3
ISBN 978-4-274-21868-2

編者　一般社団法人 建築設備技術者協会

　本書は、ベテラン設備技術者がこれまでの経験・ノウハウをあますことなく若手に伝えるために集まり、日頃、常に問
題となるトラブル事例を 41 項目収集し、不具合の原因特定に至るまでの「プロセス」をすべて詰め込んだ本です。
　取り上げる項目は、これまで実際に起こった実例だから、必ず参考になる、役に立つ本です。本書を読めば、明日からす
べての不具合に対処できるものではありませんが、最善策へと導く思考過程を理解することができます。

【具体的な購買者】 建築設備の若手技術者
【本書と同じ棚に】 建築 / 設備トラブル「マサカ」の話（建築技術）
 建築計画・設計に潜む“マサカ・マタカ”の設備トラブル（日刊工業新聞社）
 図解入門よくわかる最新建築設備の基本と仕組み（秀和システム）

B5判・224頁
本体 3,300円+税

A5判・248頁
本体 2,800円+税

A5判・240頁
本体 2,200円+税

Python チュートリアル
（第3版）

Python初心者必読のチュートリアルが3.5対応で登場！

Webプログラミング／
PHP
3月発行
配本パターン OR-D
ISBN 978-4-87311-753-9 著者　Guido van Rossum （ぐいど ふぁん ろっさむ）

訳者　鴨澤眞夫（かもさわ まさお）
発行所　オライリー・ジャパン　発売元　オーム社

　Python の作者 Guido 氏自らが書き下ろした Python 入門者のための手引書です。Python の言語とシステムの基本
的な機能やコンセプトを解説します。さらに Python の特徴的な機能を数多く取り上げて紹介することで、読者がこの言
語の雰囲気とスタイルをつかめるよう配慮しています。旧版から新たに文法やライブラリが多く追加されているほか、旧
版に記載されていない仮想化についても触れられています。

【具体的な購買者】 Python 入門者
 プログラミング初心者、学生

【本書と同じ棚に】 初めての Python 第 3 版
 Python 文法詳解（以上、オライリー・ジャパン）
 Python スタートブック（技術評論社）

A5判・256頁
本体 1,800円+税

PythonによるWebスクレイピング

本当に欲しい情報をWebスクレイピングで手に入れる！

Webプログラミング／
PHP
3月発行
配本パターン OR-D
ISBN 978-4-87311-761-4

著者　Ryan Mitchell（らいあん みっちぇる）
技術監修者　嶋田健志（しまだ たけし）
訳者　黒川利明（くろかわ としあき）
発行所　オライリー・ジャパン　発売元　オーム社

　インターネットからデータを機械的に集め、必要な情報を抽出するプロセスが「Web スクレイピング」です。検索エンジン
だけでは限られた情報しか集めることができませんが、Web スクレイピングの技術を使えば、インターネット上の膨大な
情報の中から本当に必要な情報を入手することができます。コンピュータサイエンスに限らず（理系にも限らない）研究者
たちが、最新動向を把握するために、また、小売業界、金融業界でも情報収集に Web スクレイピングを活用するなど、広
い分野で求められ、また注目されている技術です。
　本書は Python を使って Web スクレイピングを行うための解説書です。

【具体的な購買者】 Web からデータを収集したいと考えている人、データサイエンティスト・研究者
【本書と同じ棚に】 Spidering Hacks（オライリー・ジャパン）／ Ruby によるクローラー開発技法 巡回・解析機能の実

装と 21の運用例（SB クリエイティブ）／実践 Web スクレイピング & クローリング─オープンデータ時
代の収集・整形テクニック（マイナビ）

B5変判・272頁
本体 3,000円+税
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＊ ： グリーンスリップ（常時返品入帖可）商品

交通システム（第2版）

多様化する交通施設計画の最新の知見を盛り込んだ待望の第2版！

土木／
道路・交通工学
3月発行
配本パターン 理工1
ISBN 978-4-274-21866-8

著者　塚口博司（つかぐち ひろし）、塚本直幸（つかもと なおゆき）、日野泰雄（ひの やすお）、
　　　内田　敬（うちだ たかし）、小川圭一（おがわ けいいち）、波床正敏（はとこ まさとし）

　交通計画は土木計画の主要な一分野であり、交通計画に関する講義は通常、土木計画学等の講義に引き続いて行わ
れます。本書は、初学者に対して土木計画のプロセスに対応させつつ、交通施設計画について論述した点が大きな特徴
であり、また、タイトルを「交通システム」とした理由となっています。
　交通計画を初めて学ぶ学生を対象に平易に記述していますが、加えて、交通計画の分野に興味を持たれる方々にとっ
ても興味深い内容となっています。
　なお、本書は 1996 年に国民科学社から発行された『交通システム』の第 2 版です。

【具体的な購買者】 交通工学、交通計画を学ぶ学生
 都市計画等に携わる初級技術者

【本書と同じ棚に】 読んで学ぶ交通工学・交通計画（理工図書）
 交通計画学（第 2 版）（共立出版）
 交通システム工学（コロナ社）

人工知能 Vol.31 No.2

　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。今号の特集は
・ニューラルネットワーク研究の最前線
・ベンチマークのための標準問題・データセット評価手法
　また、一人称研究の連載を掲載しています。

【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

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

3月発行

 A4判・150頁
本体 2,400円+税

！

イラスト図解  建築法規

建築法規を豊富なイラストと図で解説！

建築／
建築一般
3月発行
配本パターン 理工5
ISBN 978-4-274-21865-1

著者　井上国博（いのうえ くにひろ）、三村大介（みむら だいすけ）

　建築法規のなかから、建築･不動産関連業務に必須の重要事項だけを扱っています。図表やイラストを豊富に用いた見
開き頁を見ながら学ぶ構成なので、「建築が専門ではないけれど、基本的なことを知りたい方」「基本的なことは顧客に説
明できるようになりたい方」に最適の一冊です。

【具体的な購買者】 不動産営業に携わる方
 住宅・建材・インテリアメーカなどの営業担当者

【本書と同じ棚に】 絵ときでわかる建築法規（オーム社）
 ゼロからはじめる建築の［法規］入門（彰国社）
 図説やさしい建築法規（学芸出版社）

建築設備の「なぜ」がわかる
トラブル解決マニュアル

ベテラン技術者がこれまでのノウハウを惜しみなく伝授する！

建築／
建築設備
3月発行
配本パターン 理工3
ISBN 978-4-274-21868-2

編者　一般社団法人 建築設備技術者協会

　本書は、ベテラン設備技術者がこれまでの経験・ノウハウをあますことなく若手に伝えるために集まり、日頃、常に問
題となるトラブル事例を 41 項目収集し、不具合の原因特定に至るまでの「プロセス」をすべて詰め込んだ本です。
　取り上げる項目は、これまで実際に起こった実例だから、必ず参考になる、役に立つ本です。本書を読めば、明日からす
べての不具合に対処できるものではありませんが、最善策へと導く思考過程を理解することができます。

【具体的な購買者】 建築設備の若手技術者
【本書と同じ棚に】 建築 / 設備トラブル「マサカ」の話（建築技術）
 建築計画・設計に潜む“マサカ・マタカ”の設備トラブル（日刊工業新聞社）
 図解入門よくわかる最新建築設備の基本と仕組み（秀和システム）

B5判・224頁
本体 3,300円+税

A5判・248頁
本体 2,800円+税

A5判・240頁
本体 2,200円+税

Python チュートリアル
（第3版）

Python初心者必読のチュートリアルが3.5対応で登場！

Webプログラミング／
PHP
3月発行
配本パターン OR-D
ISBN 978-4-87311-753-9 著者　Guido van Rossum （ぐいど ふぁん ろっさむ）

訳者　鴨澤眞夫（かもさわ まさお）
発行所　オライリー・ジャパン　発売元　オーム社

　Python の作者 Guido 氏自らが書き下ろした Python 入門者のための手引書です。Python の言語とシステムの基本
的な機能やコンセプトを解説します。さらに Python の特徴的な機能を数多く取り上げて紹介することで、読者がこの言
語の雰囲気とスタイルをつかめるよう配慮しています。旧版から新たに文法やライブラリが多く追加されているほか、旧
版に記載されていない仮想化についても触れられています。

【具体的な購買者】 Python 入門者
 プログラミング初心者、学生

【本書と同じ棚に】 初めての Python 第 3 版
 Python 文法詳解（以上、オライリー・ジャパン）
 Python スタートブック（技術評論社）

A5判・256頁
本体 1,800円+税

PythonによるWebスクレイピング

本当に欲しい情報をWebスクレイピングで手に入れる！

Webプログラミング／
PHP
3月発行
配本パターン OR-D
ISBN 978-4-87311-761-4

著者　Ryan Mitchell（らいあん みっちぇる）
技術監修者　嶋田健志（しまだ たけし）
訳者　黒川利明（くろかわ としあき）
発行所　オライリー・ジャパン　発売元　オーム社

　インターネットからデータを機械的に集め、必要な情報を抽出するプロセスが「Web スクレイピング」です。検索エンジン
だけでは限られた情報しか集めることができませんが、Web スクレイピングの技術を使えば、インターネット上の膨大な
情報の中から本当に必要な情報を入手することができます。コンピュータサイエンスに限らず（理系にも限らない）研究者
たちが、最新動向を把握するために、また、小売業界、金融業界でも情報収集に Web スクレイピングを活用するなど、広
い分野で求められ、また注目されている技術です。
　本書は Python を使って Web スクレイピングを行うための解説書です。

【具体的な購買者】 Web からデータを収集したいと考えている人、データサイエンティスト・研究者
【本書と同じ棚に】 Spidering Hacks（オライリー・ジャパン）／ Ruby によるクローラー開発技法 巡回・解析機能の実

装と 21の運用例（SB クリエイティブ）／実践 Web スクレイピング & クローリング─オープンデータ時
代の収集・整形テクニック（マイナビ）

B5変判・272頁
本体 3,000円+税
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2016年版

第二種電気工事士テキスト
─筆記も！技能も！これ一冊で学べる！─

2016年版

第一種電気工事士全問題・解答集

第一種電気工事士筆記＆技能は本書一1冊で！

電気／
資格試験
3月発行
配本パターン LB2
ISBN 978-4-274-50607-9

編者　オーム社

　第一種電気工事士試験合格に焦点を合わせ、筆記試験厳選模擬問題と平成 23 年度から平成 27 年度までの 5 年間
の筆記試験と技能試験の解答・解説をコンパクトにまとめた問題集です。また、平成 28 年度の第一種電気工事士試験
の実施要項をはじめ過去 5 年間の受験状況と出題傾向、技能試験の完成施工写真や採点基準、出題頻度順にまとめた
法令表も収録し、傾向分析、過去問対策、模擬試験として幅広くご活用いただけます。
　試験の性質をよくつかんでいる本書で、一発合格を狙いましょう。

【具体的な購買者】 第一種電気工事士試験受験者
【本書と同じ棚に】 2016 年版第一種電気工事士筆記試験完全解答
 2016 年版ぜんぶ絵で見て覚える第 1 種電気工事士筆記試験すい～っと合格（以上、オーム社）

基本解説と試験形式解説で着実に実力が付く！

電気／
資格試験
3月発行
配本パターン 指定
ISBN 978-4-274-50608-6

編者　オーム社

　本書は筆記・技能試験対策を一冊にまとめた受験対策書です。
　筆記試験対策は、これから電気工事士になる方にとって重要な法令を皮切りに、試験全範囲にわたって要点と問題・
ポイントを解説しています。また、平成 27 年度（前年度）の問題について詳細に解説しています。
　技能試験対策は、単線図の読み取り方・被覆の剥き方など基本作業の解説に始まり、完成施工写真・平成 28 度 (
当年度 ) の技能試験候補問題の模擬問題を収録しており、筆記試験対策から技能試験合格までに必要な対策が揃って
います。
　試験の性質をよくつかんでいる本書で一発合格を狙いましょう。

【具体的な購買者】 第二種電気工事士試験の受験者、講義者
【本書と同じ棚に】 2016 年版第二種電気工事士筆記試験標準解答集
 2016 年版第二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・220頁
本体 2,300円+税

B5判・226頁
本体 1,400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

ぜんぶ絵で見て覚える

第1種電気工事士 筆記試験すい～っと合格
（2016年版）

合格のためのいちばんやさしい参考書です！

電気／
資格試験
3月発行
配本パターン LB4
ISBN 978-4-907394-27-1

編者　ツールボックス
監修者　池田隆一（いけだ りゅういち）
発行所　ツールボックス　発売元　オーム社

　本書は、全国トップレベルの第一種合格者数を出していた工業高校の指導法を基に、合格のための最短カリキュラム
をまとめたものです。長年の現場指導の中で培われた学習の流れに沿って、絵と写真を見ていくだけで比較的簡単に覚
えられて、なおかつ確実に点数が稼げる項目から優先して学習できるよう、構成が工夫されています。 また、本書にはマ
ーカーペンでなぞって書いて、何度でも消して丸暗記できる携帯式丸暗記ボードを付属しています。初学者はもちろん、
学習時間が十分取れない人でも、少ない労力で電気工事士上級資格がゲットできます。 

【具体的な購買者】 第一種電気工事士受験者
【本書と同じ棚に】 2016 年版第一種電気工事士筆記試験完全解答（オーム社）

B5判・432頁
本体 2,800円+税

2016年版

第二種電気工事士技能試験公表問題の合格解答

大判で見やすく勉強しやすい“予想”公表問題集！

電気／
資格試験
3月発行
配本パターン 指定
ISBN 978-4-274-50609-3

編者　オーム社

　本書は平成 28 年度の候補問題に、寸法・使用材料・施工条件等を想定して予想問題を作成し、解答・解説しています。
使用材料の写真、電線・ケーブルの切断寸法、電気回路図（複線図）、完成施工写真等を掲げ、施工上のポイントも含め
て一目でわかるように簡潔明瞭な解説をしています。さらに、本書 1 冊で対応できるように、①複線図の書き方、②電線
の色指定、③各種基本作業の施工手順等 「々技能試験の基本知識」を盛り込んでいます。
　試験の性質をよくつかんでいる本書で一発合格を狙いましょう。

【具体的な購買者】 第二種電気工事士技能試験の受験者および指導者
【本書と同じ棚に】 2016 年版第二種電気工事士筆記試験標準解答集
 一番やさしい二種電工技能試験
 DVD ですっきり明解！！ 第二種電気工事士試験「複線図」─書き方トレーニング実践─（以上、オーム社）

A4判・308頁
本体 1,200円+税

＊ ： グリーンスリップ（常時返品入帖可）商品

2016年度版  電験三種過去問題集

8カ年の過去問題を基本から、見やすく・理解しやすく・正確に解説！

電気／
資格試験
3月発行
配本パターン LB2
ISBN 978-4-274-50605-5

編者　オーム社

　第三種電気主任技術者試験（電験三種）は、理論、電力、機械、法規の 4 科目の試験が実施され、出題範囲が広いうえ
に、問題自体のレベルが高く、受験者には確かな計算力と理解力が必要とされています。電験三種の合格には、数多くの
過去問題を繰り返し解き、問われている内容を根本から理解することが何より大切です。本書では、過去 8 カ年の試験
問題と解答・解説を掲載し、基本からわかりやすく解説しています。また、別解、問題を解くポイントなども充実しています。

【具体的な購買者】 第三種電気主任技術者試験の受験者
【本書と同じ棚に】 2016 年版電験三種完全解答
 2016 年版電験三種合格ドリル（以上、オーム社）

B5変判・720頁
本体 2,800円+税

＊ ： グリーンスリップ（常時返品入帖可）商品

2016年版

第一種電気工事士筆記問題集

初心者でもだいじょうぶ　科目別編集で出題傾向がバッチリ！！

電気／
資格試験
3月発行
配本パターン 理工6
ISBN 978-4-88948-303-1

編著者　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

　本書は、第一種電気工事士筆記試験合格をめざす方々のために、過去 10 年分の問題を科目別・問題形式別に整理
を行い、解答・解説。筆記試験の出題傾向が一目でつかめます。また、必ず覚えておきたい事項は「重要ポイント」でわか
りやすく解説。配線図問題も写真やイラストで解答手順を親切に説明し、この一冊でパーフェクトな受験準備ができま
す。また、学習しやすいように、問題と解答・解説のレイアウトも工夫して編集してあります。

【具体的な購買者】 第一種電気工事士筆記試験受験者
【本書と同じ棚に】 　

A4判・440頁
本体 2,800円+税

＊ ： グリーンスリップ（常時返品入帖可）商品



1312 03-3233-3440 03-3233-3440

2016年版

第二種電気工事士テキスト
─筆記も！技能も！これ一冊で学べる！─

2016年版

第一種電気工事士全問題・解答集

第一種電気工事士筆記＆技能は本書一1冊で！

電気／
資格試験
3月発行
配本パターン LB2
ISBN 978-4-274-50607-9

編者　オーム社

　第一種電気工事士試験合格に焦点を合わせ、筆記試験厳選模擬問題と平成 23 年度から平成 27 年度までの 5 年間
の筆記試験と技能試験の解答・解説をコンパクトにまとめた問題集です。また、平成 28 年度の第一種電気工事士試験
の実施要項をはじめ過去 5 年間の受験状況と出題傾向、技能試験の完成施工写真や採点基準、出題頻度順にまとめた
法令表も収録し、傾向分析、過去問対策、模擬試験として幅広くご活用いただけます。
　試験の性質をよくつかんでいる本書で、一発合格を狙いましょう。

【具体的な購買者】 第一種電気工事士試験受験者
【本書と同じ棚に】 2016 年版第一種電気工事士筆記試験完全解答
 2016 年版ぜんぶ絵で見て覚える第 1 種電気工事士筆記試験すい～っと合格（以上、オーム社）

基本解説と試験形式解説で着実に実力が付く！

電気／
資格試験
3月発行
配本パターン 指定
ISBN 978-4-274-50608-6

編者　オーム社

　本書は筆記・技能試験対策を一冊にまとめた受験対策書です。
　筆記試験対策は、これから電気工事士になる方にとって重要な法令を皮切りに、試験全範囲にわたって要点と問題・
ポイントを解説しています。また、平成 27 年度（前年度）の問題について詳細に解説しています。
　技能試験対策は、単線図の読み取り方・被覆の剥き方など基本作業の解説に始まり、完成施工写真・平成 28 度 (
当年度 ) の技能試験候補問題の模擬問題を収録しており、筆記試験対策から技能試験合格までに必要な対策が揃って
います。
　試験の性質をよくつかんでいる本書で一発合格を狙いましょう。

【具体的な購買者】 第二種電気工事士試験の受験者、講義者
【本書と同じ棚に】 2016 年版第二種電気工事士筆記試験標準解答集
 2016 年版第二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・220頁
本体 2,300円+税

B5判・226頁
本体 1,400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

ぜんぶ絵で見て覚える

第1種電気工事士 筆記試験すい～っと合格
（2016年版）

合格のためのいちばんやさしい参考書です！

電気／
資格試験
3月発行
配本パターン LB4
ISBN 978-4-907394-27-1

編者　ツールボックス
監修者　池田隆一（いけだ りゅういち）
発行所　ツールボックス　発売元　オーム社

　本書は、全国トップレベルの第一種合格者数を出していた工業高校の指導法を基に、合格のための最短カリキュラム
をまとめたものです。長年の現場指導の中で培われた学習の流れに沿って、絵と写真を見ていくだけで比較的簡単に覚
えられて、なおかつ確実に点数が稼げる項目から優先して学習できるよう、構成が工夫されています。 また、本書にはマ
ーカーペンでなぞって書いて、何度でも消して丸暗記できる携帯式丸暗記ボードを付属しています。初学者はもちろん、
学習時間が十分取れない人でも、少ない労力で電気工事士上級資格がゲットできます。 

【具体的な購買者】 第一種電気工事士受験者
【本書と同じ棚に】 2016 年版第一種電気工事士筆記試験完全解答（オーム社）

B5判・432頁
本体 2,800円+税

2016年版

第二種電気工事士技能試験公表問題の合格解答

大判で見やすく勉強しやすい“予想”公表問題集！

電気／
資格試験
3月発行
配本パターン 指定
ISBN 978-4-274-50609-3

編者　オーム社

　本書は平成 28 年度の候補問題に、寸法・使用材料・施工条件等を想定して予想問題を作成し、解答・解説しています。
使用材料の写真、電線・ケーブルの切断寸法、電気回路図（複線図）、完成施工写真等を掲げ、施工上のポイントも含め
て一目でわかるように簡潔明瞭な解説をしています。さらに、本書 1 冊で対応できるように、①複線図の書き方、②電線
の色指定、③各種基本作業の施工手順等 「々技能試験の基本知識」を盛り込んでいます。
　試験の性質をよくつかんでいる本書で一発合格を狙いましょう。

【具体的な購買者】 第二種電気工事士技能試験の受験者および指導者
【本書と同じ棚に】 2016 年版第二種電気工事士筆記試験標準解答集
 一番やさしい二種電工技能試験
 DVD ですっきり明解！！ 第二種電気工事士試験「複線図」─書き方トレーニング実践─（以上、オーム社）

A4判・308頁
本体 1,200円+税

＊ ： グリーンスリップ（常時返品入帖可）商品

2016年度版  電験三種過去問題集

8カ年の過去問題を基本から、見やすく・理解しやすく・正確に解説！

電気／
資格試験
3月発行
配本パターン LB2
ISBN 978-4-274-50605-5

編者　オーム社

　第三種電気主任技術者試験（電験三種）は、理論、電力、機械、法規の 4 科目の試験が実施され、出題範囲が広いうえ
に、問題自体のレベルが高く、受験者には確かな計算力と理解力が必要とされています。電験三種の合格には、数多くの
過去問題を繰り返し解き、問われている内容を根本から理解することが何より大切です。本書では、過去 8 カ年の試験
問題と解答・解説を掲載し、基本からわかりやすく解説しています。また、別解、問題を解くポイントなども充実しています。

【具体的な購買者】 第三種電気主任技術者試験の受験者
【本書と同じ棚に】 2016 年版電験三種完全解答
 2016 年版電験三種合格ドリル（以上、オーム社）

B5変判・720頁
本体 2,800円+税

＊ ： グリーンスリップ（常時返品入帖可）商品

2016年版

第一種電気工事士筆記問題集

初心者でもだいじょうぶ　科目別編集で出題傾向がバッチリ！！

電気／
資格試験
3月発行
配本パターン 理工6
ISBN 978-4-88948-303-1

編著者　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

　本書は、第一種電気工事士筆記試験合格をめざす方々のために、過去 10 年分の問題を科目別・問題形式別に整理
を行い、解答・解説。筆記試験の出題傾向が一目でつかめます。また、必ず覚えておきたい事項は「重要ポイント」でわか
りやすく解説。配線図問題も写真やイラストで解答手順を親切に説明し、この一冊でパーフェクトな受験準備ができま
す。また、学習しやすいように、問題と解答・解説のレイアウトも工夫して編集してあります。

【具体的な購買者】 第一種電気工事士筆記試験受験者
【本書と同じ棚に】 　

A4判・440頁
本体 2,800円+税

＊ ： グリーンスリップ（常時返品入帖可）商品
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無線従事者試験
重要公式ポケットブック

公式を制する者が計算問題を制す！

電子／
資格試験
3月発行
配本パターン LB2
ISBN 978-4-274-21867-5

著者　吉川忠久（よしかわ ただひさ）

　無線従事者試験の計算問題は公式を覚えるのはもちろんのこと、その公式の活用法を理解していないと得点に結び
つきません。そこで、本書は公式やその解説だけでなく、過去問を使用した例題も掲載しています。
　本書は持ち運びしやすいコンパクトなサイズで、各テーマ見開き 2 ページの構成になっていますので、通勤や通学の移
動中やちょっとした空き時間にもご活用いただけます。
　本書は、「一陸技」、「二陸技」、「一陸特」、「一アマ」の受験者を対象としていますが、公式ごとに対象資格のアイコンを
設けていますので、受験者の方が必要としている内容が一目でわかるようになっています。

【具体的な購買者】 一陸特、一陸技、二陸技、一アマの受験者
【本書と同じ棚に】 第一級陸上無線技術士試験やさしく学ぶシリーズ
 やさしく学ぶ第一級陸上特殊無線技士試験
 やさしく学ぶ第一級・第二級アマチュア無線技士試験（以上、オーム社）

B6変判・208頁
本体 1,400円+税

2016年版

全7科目254分類
ビル管理技術者試験問題集

科目・分類ごとに問題（約1800問）を整理　効率よくしっかり学べる！！

建築／
資格試験
3月発行
配本パターン LB2
ISBN 978-4-274-50606-2

編者　設備と管理編集部

　本書は、これまでに出題された大量の問題を丁寧に分析して、浮かび上がってきた類似点で分類し、コンパクトな解答
解説を付けたものです。解答解説を読むだけでも学べるよう、誤っている選択肢に対する正答もできるだけ掲載してい
ます。
　なお、10 年分の問題・解答解説（平成 27～平成 18 年）を収録しています。

【具体的な購買者】 ビル管理試験の受験者
【本書と同じ棚に】 2015-2016 年版 ビル管理試験　攻略問題集
 2016 年版ビル管理試験完全解答（以上、オーム社）
 平成 28 年度 ビル管理士試験模範解答集（日本教育訓練センター）

高圧ガス製造保安責任者試験
丙種化学（液石）　攻略問題集

高圧ガス製造保安責任者試験　丙種化学（液石）のわかりやすい問題集　最新版！

化学・バイオ／
安全工学・危険物
3月発行
配本パターン 理工3
ISBN 978-4-274-21859-0

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　丙種化学（液石）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丙種化学（液石）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

A5判・624頁
本体 2,600円+税

＊ ： グリーンスリップ（常時返品入帖可）商品

2016年版

第二種電気工事士技能候補問題の解説

初心者でもだいじょうぶ　合格できる1冊！！

電気／
資格試験
3月発行
配本パターン LB4
ISBN 978-4-88948-304-8

編著者　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

　本書は、全 13 候補問題について、単線図、施工条件、材料、寸法等を想定し、カラーによる完成写真でわかりやすく解
説し、施工ポイントも掲載しています。特に複線図について、単線図から複線図に理解しやすい構成としています。
　初心者にもわかりやすいように、技能試験の当日の流れや作業のポイント等を詳細に解説、また、基本作業ではカラー
の連続写真で構成し、多くの人が使用するケーブルストリッパの使い方等を掲載し、充実した内容となっています。

【具体的な購買者】 第二種電気工事士技能試験受験者
【本書と同じ棚に】 2016 年版第二種電気工事士筆記問題集
 新版電気工事士教科書（第二種電気工事士養成指導用）（以上、日本電気協会）

A4判・256頁
本体 1,200円+税

＊ ： グリーンスリップ（常時返品入帖可）商品

電気通信工事担任者  AI・DD総合種  試験対策
〔改訂8版〕

DD種対応　「確実な合格」への知識を身に付ける必読書！！

電気／
資格試験
3月発行
配本パターン 理工4
ISBN 978-4-88549-070-5

編者　電気通信工事担任者試験対策研究会
発行所　電気通信協会　発売元　オーム社

　本書は、工事担任者資格者証取得試験における AI・DD 総合種の試験対策を目的としています。改訂に際し、出題回
数を表で丁寧に示し、傾向に合わせた必須の演習問題を拡充しました。また、DD 種受験の対策としても活用できるよう、
本書内の該当箇所や近年の傾向なども合わせて示しています。「確実な合格」に向けた知識を身に付けるための必読書
です。

【具体的な購買者】 電気通信工事担任者のＡＩ・ＤＤ総合種及び DD 種を受験する方
【本書と同じ棚に】 電気通信工事担任者　法規試験対策
 電気通信主任技術者　法規試験対策（以上、電気通信協会）

電気通信工事担任者 法規 試験対策
〔改訂8版〕

傾向が一目瞭然　「確実な合格」への知識が身に付く必読書！！

電気／
資格試験
3月発行
配本パターン 理工4
ISBN 978-4-88549-071-2

編者　電気通信工事担任者試験対策研究会
発行所　電気通信協会　発売元　オーム社

　本書は、工事担任者資格者証取得試験における「法規」科目の試験対策を目的としています。改訂に際し、近年の条文
改正を反映することに加え、出題回数や状況を表で丁寧に示し、傾向に合わせた必須の演習問題も掲載しました。「確実
な合格」に向けた知識を身に付けるための必読書となっています。

【具体的な購買者】 電気通信工事担任者の法規科目を受験する方
【本書と同じ棚に】 電気通信工事担任者　AI・DD 総合種試験対策
 電気通信主任技術者　法規試験対策（以上、電気通信協会）

A5判・408頁
本体 3,000円+税

B5判・536頁
本体 3,000円+税
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無線従事者試験
重要公式ポケットブック

公式を制する者が計算問題を制す！

電子／
資格試験
3月発行
配本パターン LB2
ISBN 978-4-274-21867-5

著者　吉川忠久（よしかわ ただひさ）

　無線従事者試験の計算問題は公式を覚えるのはもちろんのこと、その公式の活用法を理解していないと得点に結び
つきません。そこで、本書は公式やその解説だけでなく、過去問を使用した例題も掲載しています。
　本書は持ち運びしやすいコンパクトなサイズで、各テーマ見開き 2 ページの構成になっていますので、通勤や通学の移
動中やちょっとした空き時間にもご活用いただけます。
　本書は、「一陸技」、「二陸技」、「一陸特」、「一アマ」の受験者を対象としていますが、公式ごとに対象資格のアイコンを
設けていますので、受験者の方が必要としている内容が一目でわかるようになっています。

【具体的な購買者】 一陸特、一陸技、二陸技、一アマの受験者
【本書と同じ棚に】 第一級陸上無線技術士試験やさしく学ぶシリーズ
 やさしく学ぶ第一級陸上特殊無線技士試験
 やさしく学ぶ第一級・第二級アマチュア無線技士試験（以上、オーム社）

B6変判・208頁
本体 1,400円+税

2016年版

全7科目254分類
ビル管理技術者試験問題集

科目・分類ごとに問題（約1800問）を整理　効率よくしっかり学べる！！

建築／
資格試験
3月発行
配本パターン LB2
ISBN 978-4-274-50606-2

編者　設備と管理編集部

　本書は、これまでに出題された大量の問題を丁寧に分析して、浮かび上がってきた類似点で分類し、コンパクトな解答
解説を付けたものです。解答解説を読むだけでも学べるよう、誤っている選択肢に対する正答もできるだけ掲載してい
ます。
　なお、10 年分の問題・解答解説（平成 27～平成 18 年）を収録しています。

【具体的な購買者】 ビル管理試験の受験者
【本書と同じ棚に】 2015-2016 年版 ビル管理試験　攻略問題集
 2016 年版ビル管理試験完全解答（以上、オーム社）
 平成 28 年度 ビル管理士試験模範解答集（日本教育訓練センター）

高圧ガス製造保安責任者試験
丙種化学（液石）　攻略問題集

高圧ガス製造保安責任者試験　丙種化学（液石）のわかりやすい問題集　最新版！

化学・バイオ／
安全工学・危険物
3月発行
配本パターン 理工3
ISBN 978-4-274-21859-0

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　丙種化学（液石）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丙種化学（液石）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

A5判・624頁
本体 2,600円+税

＊ ： グリーンスリップ（常時返品入帖可）商品

2016年版

第二種電気工事士技能候補問題の解説

初心者でもだいじょうぶ　合格できる1冊！！

電気／
資格試験
3月発行
配本パターン LB4
ISBN 978-4-88948-304-8

編著者　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

　本書は、全 13 候補問題について、単線図、施工条件、材料、寸法等を想定し、カラーによる完成写真でわかりやすく解
説し、施工ポイントも掲載しています。特に複線図について、単線図から複線図に理解しやすい構成としています。
　初心者にもわかりやすいように、技能試験の当日の流れや作業のポイント等を詳細に解説、また、基本作業ではカラー
の連続写真で構成し、多くの人が使用するケーブルストリッパの使い方等を掲載し、充実した内容となっています。

【具体的な購買者】 第二種電気工事士技能試験受験者
【本書と同じ棚に】 2016 年版第二種電気工事士筆記問題集
 新版電気工事士教科書（第二種電気工事士養成指導用）（以上、日本電気協会）

A4判・256頁
本体 1,200円+税

＊ ： グリーンスリップ（常時返品入帖可）商品

電気通信工事担任者  AI・DD総合種  試験対策
〔改訂8版〕

DD種対応　「確実な合格」への知識を身に付ける必読書！！

電気／
資格試験
3月発行
配本パターン 理工4
ISBN 978-4-88549-070-5

編者　電気通信工事担任者試験対策研究会
発行所　電気通信協会　発売元　オーム社

　本書は、工事担任者資格者証取得試験における AI・DD 総合種の試験対策を目的としています。改訂に際し、出題回
数を表で丁寧に示し、傾向に合わせた必須の演習問題を拡充しました。また、DD 種受験の対策としても活用できるよう、
本書内の該当箇所や近年の傾向なども合わせて示しています。「確実な合格」に向けた知識を身に付けるための必読書
です。

【具体的な購買者】 電気通信工事担任者のＡＩ・ＤＤ総合種及び DD 種を受験する方
【本書と同じ棚に】 電気通信工事担任者　法規試験対策
 電気通信主任技術者　法規試験対策（以上、電気通信協会）

電気通信工事担任者 法規 試験対策
〔改訂8版〕

傾向が一目瞭然　「確実な合格」への知識が身に付く必読書！！

電気／
資格試験
3月発行
配本パターン 理工4
ISBN 978-4-88549-071-2

編者　電気通信工事担任者試験対策研究会
発行所　電気通信協会　発売元　オーム社

　本書は、工事担任者資格者証取得試験における「法規」科目の試験対策を目的としています。改訂に際し、近年の条文
改正を反映することに加え、出題回数や状況を表で丁寧に示し、傾向に合わせた必須の演習問題も掲載しました。「確実
な合格」に向けた知識を身に付けるための必読書となっています。

【具体的な購買者】 電気通信工事担任者の法規科目を受験する方
【本書と同じ棚に】 電気通信工事担任者　AI・DD 総合種試験対策
 電気通信主任技術者　法規試験対策（以上、電気通信協会）

A5判・408頁
本体 3,000円+税

B5判・536頁
本体 3,000円+税



16 03-3233-3440

＊ ： グリーンスリップ（常時返品入帖可）商品

高圧ガス販売主任者試験
第二種販売　攻略問題集

高圧ガス販売主任者試験　第二種販売のわかりやすい問題集　最新版！

化学・バイオ／
安全工学・危険物
3月発行
配本パターン 理工4
ISBN 978-4-274-21869-9

著者　三好康彦（みよし やすひこ）

　本書は、高圧ガス販売主任者試験　第二種販売の攻略問題集です。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】 高圧ガス販売主任者試験第二種販売受験者
【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・150頁
本体 2,400円+税


