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＊ ： グリーンスリップ（常時返品入帖可）商品

放射線技術学シリーズ

核医学検査技術学
（改訂3版）

定番教科書放射線技術学シリーズの改訂3版！

医学・医療／
医学・薬学
4月発行
配本パターン 医1
ISBN 978-4-274-21860-6

監修者　日本放射線技術学会
編者　大西英雄（おおにし ひでお）、市原　隆（いちはら たかし）、山本智朗（やまもと ともあき）

　本書の初版は 2002 年 4 月に、改訂 2 版は 2008 年 2 月発行し、改訂 2 版発行から7 年以上が経過しているので、本
分野の進展の早さを考慮し、全体を通して見直しています。改訂 3 版の編集方針は、教科書としての基本的な枠組みは
改訂 2 版を踏襲しますが、臨床部分は最新動向に沿った内容となるように、新たに執筆しています。
　改訂 2 版の中で不足している箇所を補完し、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にな
っています。

【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
 診療放射線技師

【本書と同じ棚に】 放射線技術学シリーズ MR 撮像技術学（改訂 2 版）（オーム社）

B5判・450頁
本体 6,300円+税 FPGAの原理と構成

ビッグデータ処理やロボット制御などで注目のFPGAの原理と応用例がわかる！

電子／
理論・回路
4月発行
配本パターン 理工3
ISBN 978-4-274-21864-4

編者　天野英晴（あまの ひではる）

　本書は、IoT やビッグデータ、機械学習といった大規模データ処理のニーズ増に伴って、その省電力性と高速な処理速
度から注目を集めている FPGA の基盤技術を解説しています。
　読者は本書を読み込むことで、FPGA の原理を一通り学ぶことができ、要求されるパフォーマンスへの最適な回路設
計を図ることができるようになります。また、いくつかの応用事例も取り上げているので、商品企画や研究テーマの検討
にも役立つ内容です。

【具体的な購買者】 電子機器、ITメーカの技術者
 電気電子情報系の大学学部 4 年生、大学院生

【本書と同じ棚に】 LabVIEW FPGAではじめる計測・制御（オーム社）
 LSI/FPGA の回路アーキテクチャ（CQ 出版社）
 CPU の創りかた（毎日コミュニケーションズ）

A5判・296頁
本体 3,600円+税

基礎からわかる大気汚染防止技術

大気汚染物質の除去・処理・計測技術を平易に解説！

環境・資源／
環境一般
4月発行
配本パターン 理工3
ISBN 978-4-274-50617-8

編者　タクマ環境技術研究会（たくまかんきょうぎじゅつけんきゅうかい）

　本書は、大気汚染物質の発生を抑制するための燃焼技術、汚染物質を除去・処理する技術、汚染物質の濃度等を計
測する技術を基本的なところから解説する書籍です。できるだけ平易な解説と豊富な図を駆使することで、専門外の方
でも読み進めることができる内容となっています。

【具体的な購買者】 大気環境保全者、大気環境に関心を持つ人
 大気・水・土壌等の環境に関心を持つ人

【本書と同じ棚に】 基礎からわかる水処理技術
 ごみ焼却技術　絵とき基本用語（改訂 3 版）
 最新図解　PM2.5 と大気汚染がわかる本（以上、オーム社）

A5判・188頁
本体 2,700円+税

地熱エネルギー技術読本

地熱エネルギー活用の基本がわかる！

電気／
電力システム
4月発行
配本パターン 理工3
ISBN 978-4-274-21871-2

著者　江原幸雄（えはら さちお）、野田徹郎（のだ てつろう）

　本書は、東日本大震災以降、クリーンで安定した再生可能エネルギーとして注目を高めつつある地熱エネルギーについ
て、その基本事項・主要技術・関連法といった周囲の事項をコンパクトにまとめた成書です。これから地熱発電に取り
組もうとする企業の営業・広報の方の参考になるよう平易にまとめています。

【具体的な購買者】 地熱発電関連企業（メーカ、販社）の営業・広報の方で地熱発電について詳しく知る必要に駆られ
ている方

 関連する政策・行政担当者
【本書と同じ棚に】 地熱エネルギー 地球からの贈り物
 地熱エネルギーハンドブック（以上、オーム社）
 地熱工学入門（東京大学出版会）

A5判・336頁
本体 3,600円+税

ISO9001 内部品質監査の実務知識早わかり
（改訂5版）

改訂されたISO9001規格2015年版に基づく内部品質監査のノウハウを全公開！

経営工学／
ISO
4月発行
配本パターン 理工6
ISBN 978-4-274-50618-5

著者　大浜庄司（おおはま しょうじ )

　本書は、改訂された新規格 ISO9001-2015 に基づく“内部品質監査”の考え方と具体例を詳しく絵とき解説した入門
書です．ISO9001 に対応する JIS の用語や定義に忠実に表現を改め，改訂 5 版としました．基礎から計画、評価実務ま
で事例を多く取り入れており、内部品質監査を学習しようとするすべての人向けの基礎指導書であり、内部品質監査員
のサブテキストとしても役立ちます。

【具体的な購買者】 ISO9001 内部品質監査員、及び監査員を目指す人
 内部品質管理に関係する企業の管理責任者、関係技術者

【本書と同じ棚に】 ISO9001 わかりやすい解釈─2008 年追補改訂版対応─
 マンガ ISO 入門
 図解 ISO14001 実務入門─環境マネジメントシステムと内部環境監査─（以上、オーム社）

A5判・240頁
本体 2,800円+税

初めてのAnsible

Ansibleの総合入門書！

プログラミング・開発／
開発技法
4月発行
配本パターン OR-D
ISBN 978-4-87311-765-2

著者　Lorin Hochstein（ろーりん ほっほすたいん）
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

　Ansible の総合的な解説書です。基礎から、ある程度高度な実践までを一冊でカバーしています。導入的な部分が丁
寧に解説されており、初級～中級のエンジニアに喜ばれる内容です。また、ソフトウェア開発者やテストエンジニアにとっ
ても、こういった環境構築の省力化は大きなテーマであり、読者層として期待できます。

【具体的な購買者】 インフラエンジニア（初級～中級）
 ソフト開発・テストエンジニア

【本書と同じ棚に】 サーバ /インフラエンジニア養成読本 DevOps 編
 Chef 実践入門（以上、技術評論社）
 Serverspec（オライリー・ジャパン）

B5変判・368頁
本体 3,200円+税
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放射線技術学シリーズ

核医学検査技術学
（改訂3版）

定番教科書放射線技術学シリーズの改訂3版！

医学・医療／
医学・薬学
4月発行
配本パターン 医1
ISBN 978-4-274-21860-6

監修者　日本放射線技術学会
編者　大西英雄（おおにし ひでお）、市原　隆（いちはら たかし）、山本智朗（やまもと ともあき）

　本書の初版は 2002 年 4 月に、改訂 2 版は 2008 年 2 月発行し、改訂 2 版発行から7 年以上が経過しているので、本
分野の進展の早さを考慮し、全体を通して見直しています。改訂 3 版の編集方針は、教科書としての基本的な枠組みは
改訂 2 版を踏襲しますが、臨床部分は最新動向に沿った内容となるように、新たに執筆しています。
　改訂 2 版の中で不足している箇所を補完し、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にな
っています。

【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
 診療放射線技師

【本書と同じ棚に】 放射線技術学シリーズ MR 撮像技術学（改訂 2 版）（オーム社）

B5判・450頁
本体 6,300円+税 FPGAの原理と構成

ビッグデータ処理やロボット制御などで注目のFPGAの原理と応用例がわかる！

電子／
理論・回路
4月発行
配本パターン 理工3
ISBN 978-4-274-21864-4

編者　天野英晴（あまの ひではる）

　本書は、IoT やビッグデータ、機械学習といった大規模データ処理のニーズ増に伴って、その省電力性と高速な処理速
度から注目を集めている FPGA の基盤技術を解説しています。
　読者は本書を読み込むことで、FPGA の原理を一通り学ぶことができ、要求されるパフォーマンスへの最適な回路設
計を図ることができるようになります。また、いくつかの応用事例も取り上げているので、商品企画や研究テーマの検討
にも役立つ内容です。

【具体的な購買者】 電子機器、ITメーカの技術者
 電気電子情報系の大学学部 4 年生、大学院生

【本書と同じ棚に】 LabVIEW FPGAではじめる計測・制御（オーム社）
 LSI/FPGA の回路アーキテクチャ（CQ 出版社）
 CPU の創りかた（毎日コミュニケーションズ）

A5判・296頁
本体 3,600円+税

基礎からわかる大気汚染防止技術

大気汚染物質の除去・処理・計測技術を平易に解説！

環境・資源／
環境一般
4月発行
配本パターン 理工3
ISBN 978-4-274-50617-8

編者　タクマ環境技術研究会（たくまかんきょうぎじゅつけんきゅうかい）

　本書は、大気汚染物質の発生を抑制するための燃焼技術、汚染物質を除去・処理する技術、汚染物質の濃度等を計
測する技術を基本的なところから解説する書籍です。できるだけ平易な解説と豊富な図を駆使することで、専門外の方
でも読み進めることができる内容となっています。

【具体的な購買者】 大気環境保全者、大気環境に関心を持つ人
 大気・水・土壌等の環境に関心を持つ人

【本書と同じ棚に】 基礎からわかる水処理技術
 ごみ焼却技術　絵とき基本用語（改訂 3 版）
 最新図解　PM2.5 と大気汚染がわかる本（以上、オーム社）

A5判・188頁
本体 2,700円+税

地熱エネルギー技術読本

地熱エネルギー活用の基本がわかる！

電気／
電力システム
4月発行
配本パターン 理工3
ISBN 978-4-274-21871-2

著者　江原幸雄（えはら さちお）、野田徹郎（のだ てつろう）

　本書は、東日本大震災以降、クリーンで安定した再生可能エネルギーとして注目を高めつつある地熱エネルギーについ
て、その基本事項・主要技術・関連法といった周囲の事項をコンパクトにまとめた成書です。これから地熱発電に取り
組もうとする企業の営業・広報の方の参考になるよう平易にまとめています。

【具体的な購買者】 地熱発電関連企業（メーカ、販社）の営業・広報の方で地熱発電について詳しく知る必要に駆られ
ている方

 関連する政策・行政担当者
【本書と同じ棚に】 地熱エネルギー 地球からの贈り物
 地熱エネルギーハンドブック（以上、オーム社）
 地熱工学入門（東京大学出版会）

A5判・336頁
本体 3,600円+税

ISO9001 内部品質監査の実務知識早わかり
（改訂5版）

改訂されたISO9001規格2015年版に基づく内部品質監査のノウハウを全公開！

経営工学／
ISO
4月発行
配本パターン 理工6
ISBN 978-4-274-50618-5

著者　大浜庄司（おおはま しょうじ )

　本書は、改訂された新規格 ISO9001-2015 に基づく“内部品質監査”の考え方と具体例を詳しく絵とき解説した入門
書です．ISO9001 に対応する JIS の用語や定義に忠実に表現を改め，改訂 5 版としました．基礎から計画、評価実務ま
で事例を多く取り入れており、内部品質監査を学習しようとするすべての人向けの基礎指導書であり、内部品質監査員
のサブテキストとしても役立ちます。

【具体的な購買者】 ISO9001 内部品質監査員、及び監査員を目指す人
 内部品質管理に関係する企業の管理責任者、関係技術者

【本書と同じ棚に】 ISO9001 わかりやすい解釈─2008 年追補改訂版対応─
 マンガ ISO 入門
 図解 ISO14001 実務入門─環境マネジメントシステムと内部環境監査─（以上、オーム社）

A5判・240頁
本体 2,800円+税

初めてのAnsible

Ansibleの総合入門書！

プログラミング・開発／
開発技法
4月発行
配本パターン OR-D
ISBN 978-4-87311-765-2

著者　Lorin Hochstein（ろーりん ほっほすたいん）
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

　Ansible の総合的な解説書です。基礎から、ある程度高度な実践までを一冊でカバーしています。導入的な部分が丁
寧に解説されており、初級～中級のエンジニアに喜ばれる内容です。また、ソフトウェア開発者やテストエンジニアにとっ
ても、こういった環境構築の省力化は大きなテーマであり、読者層として期待できます。

【具体的な購買者】 インフラエンジニア（初級～中級）
 ソフト開発・テストエンジニア

【本書と同じ棚に】 サーバ /インフラエンジニア養成読本 DevOps 編
 Chef 実践入門（以上、技術評論社）
 Serverspec（オライリー・ジャパン）

B5変判・368頁
本体 3,200円+税
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苦手克服！これで完璧！

矩計図で徹底的に学ぶ住宅設計［RC編］

RC造も矩計図さえ読めれば、住宅設計はもっともっと楽しくなる！

マンガでわかる土質力学

土質力学や地盤工学の全容をかんたんに理解するための入門書！！

土木／
構造力学・地盤工学
4月発行
配本パターン 理工7
ISBN 978-4-274-21861-3 著者　加納陽輔（かのう ようすけ）

作画　黒八（くろはち）
制作　ジーグレイプ

　本書は土木設計のための理論を学ぶ土質力学や地盤工学を、マンガでわかりやすく解説しました。マンガの舞台は、と
ある大学のサークル「土質研究会」。サークルのメンバーたちは、「土とは何か？」「その性質は？」「液状化現象はなぜ発生
するのか？」等 と々思考を巡らせ、フィールドワークを通じてその謎にぶつかっていきます。

【具体的な購買者】 土質力学や地盤工学を復習したいと思っている技術者
 地盤工学の専門教育を受けたことがないが、その体系や知識をすぐに得る必要性に迫られている方
 技術職ではないが、地質調査コンサルタント、建設企業の事務職などで業務内容の理解を深めたい方

【本書と同じ棚に】 絵とき土質力学（改訂 2 版）
 考え方解き方土質力学（以上、オーム社）
 クイズ土はなぜ崩れるのか（日経 BP 社）

B5変判・240頁
本体 2,200円+税

発酵の技法
─世界の発酵食品と発酵文化の探求─

自分で作って試すための発酵のすべてがこの1冊に！

化学・物質工学一般／
化学･バイオ
4月発行
配本パターン OR-D
ISBN 978-4-87311-763-8

すい～っと合格赤のハンディ ぜんぶ解くべし！

第1種電気工事士 筆記過去問2016

ポケットに入れて持ち歩けるから、電工受験の仕上げにおすすめ！

電気／
資格試験
4月発行
配本パターン LB3
ISBN 978-4-907394-28-8

著者　安永頼弘（やすなが よりひろ）、池田紀芳（いけだ きよし）
発行所　ツールボックス　発売元　オーム社

　新試験制度に移行後の平成 17 年から平成 27 年度まで、11 年分の筆記試験全問題を収録した過去問題集です。覚
えやすくて点数が稼げる問題から優先して学習できる独自の科目別での並び順を採用していますから、読者の得意・不
得意に合わせた効率の良い学習が可能です。また、短期間でひととおりの重要問題がマスターできるように、各科目ごと
に「繰り返し出る ! 必須問題」をまとめました。 
赤シート付のハンディーサイズで、問題ごとに出題年度が掲載してあるので、同一問題や類問の出題傾向がよくわかります。

【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】 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（ツールボックス）
 第一種電気工事士筆記試験完全マスター（オーム社）

2016年公表問題版  二種電工技能試験
DVD付き

公表問題全13問の施工手順、ポイントを完全収録！

電気／
資格試験
4月発行
配本パターン 理工3
ISBN 978-4-274-50616-1

編者　オーム社

　電気技術者試験センターから公表された、2016 年度（平成 28 年度）の第二種電気工事士技能試験候補問題 13 問の
施工手順、ポイントをすべて収録した DVD 付きの参考書です。姉妹書『2016 年版第二種電気工事士技能試験公表問題
の合格解答』で予想した施工条件をもとに、各問の施工作業映像を撮影しています。問題ごとにさまざまに工夫して作業

（例えば、電工ナイフや、ワイヤストリッパでの施工など）を行っていますので、自分にあった施工方法を映像で確認するこ
とができます。
　収録時間は約 300 分（5 時間）。

【具体的な購買者】 第二種電気工事士技能試験を受験される方
【本書と同じ棚に】 2016 年版　第二種電気工事士技能試験公表問題の合格解答
 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～
 一番やさしい二種電工技能試験（以上、オーム社）

B5判・104頁
本体 2,500円+税

DVD 1 枚付

DVD

B6変判・480頁
本体 1,600円+税

＊ ： グリーンスリップ（常時返品入帖可）商品

著者　Sandor Ellix Katz（さんだー えりっくす きゃっつ）
訳者　水原　文（みずはら ぶん）
発行所　オライリー・ジャパン　発売元　オーム社

　本書は、世界各国のあらゆる発酵食品と発酵の文化を紹介する書籍です。まず、発酵に関する基本的な情報を紹介
し、その後、ザウアークラウトやキムチなどの野菜を使った発酵、みそやしょうゆを含む穀物・豆類の発酵、よりチャレン
ジングな肉・魚の発酵へと解説を進めます。また、発酵食品関連のスモールビジネスの事例なども紹介。DIY 愛好家の
間では、自分で作る発酵食品が静かなムーブメントとなっていますが、そういった新しい実践家たちの期待にも応えるこ
とのできる一冊です。

【具体的な購買者】 発酵食品とそれを取り巻く文化に興味のある読者
 細菌と人間の共生に興味のある読者

【本書と同じ棚に】 Cooking for Geeks
 Made by Hand（以上、オライリー・ジャパン）
 天然発酵の世界（築地書館）

B5変判・528頁
本体 3,600円+税

建築／
計画・設計
4月発行
配本パターン 理工4
ISBN 978-4-274-21882-8

著者　中山繁信（なかやま しげのぶ）、細谷　功（ほそや いさお）、長沖　充（ながおき みつる）、
　　　蕪木孝典（かぶらき たかのり）、伊藤茉莉子（いとう まりこ）、杉本龍彦（すぎもと たつひこ）

　本書は、矩計図の「作図手順」と「施工手順」をリンクさせて図解し、基本ルールから基礎・天井・床・屋根などの各種
部位のしくみとディテールをやさしく解説。バリエーションを組み合せて、「本格的な矩計図」が描けるまでをまとめた本です。
　図面が得意でない方、特に「平面図は描けるけど、矩計図は苦手…」という方にオススメの、ありそうでなかった入門書
です。これから実務を始める方、これから建築士試験を目指す方にも最適です。

【具体的な購買者】 建築学生
【本書と同じ棚に】 矩計図で徹底的に学ぶ住宅設計
 木造住宅パーフェクト詳細図集
 住宅プランニング［間取り］図集（以上、オーム社）

B5判・224頁
本体 2,900円+税

名作住宅から学ぶ

窓廻りディテール図集

「窓」が理解できれば、建築はもっと面白くなる！

建築／
建築一般
4月発行
配本パターン 理工4
ISBN 978-4-274-21847-7

編著者　堀啓二＋共立女子大学堀研究室

　本書は名作住宅の「窓」にスポットをあて、知られざるディテールの秘密に迫る本です。学生にとっては［ディテール入
門］や［窓の仕組みを理解する本］として、若い設計者にとってはこれから生かせるアイデアやヒントが詰まった本として
最適です。豊富な手描きカラーイラストで徹底的図解し、断面パースなどを多用することで、専門知識のない読者でも“立
体的”に楽しく窓の仕組みを理解できるようになります。

【具体的な購買者】 建築系学生
 住宅設計者

【本書と同じ棚に】 矩形図で徹底的に学ぶ住宅設計（オーム社）
 WindowScape　窓のふるまい学
 WindowScape 2 　窓と街並の系譜学（以上、フィルムアート社）

B5判・128頁
本体 2,500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
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苦手克服！これで完璧！

矩計図で徹底的に学ぶ住宅設計［RC編］

RC造も矩計図さえ読めれば、住宅設計はもっともっと楽しくなる！

マンガでわかる土質力学

土質力学や地盤工学の全容をかんたんに理解するための入門書！！

土木／
構造力学・地盤工学
4月発行
配本パターン 理工7
ISBN 978-4-274-21861-3 著者　加納陽輔（かのう ようすけ）

作画　黒八（くろはち）
制作　ジーグレイプ

　本書は土木設計のための理論を学ぶ土質力学や地盤工学を、マンガでわかりやすく解説しました。マンガの舞台は、と
ある大学のサークル「土質研究会」。サークルのメンバーたちは、「土とは何か？」「その性質は？」「液状化現象はなぜ発生
するのか？」等 と々思考を巡らせ、フィールドワークを通じてその謎にぶつかっていきます。

【具体的な購買者】 土質力学や地盤工学を復習したいと思っている技術者
 地盤工学の専門教育を受けたことがないが、その体系や知識をすぐに得る必要性に迫られている方
 技術職ではないが、地質調査コンサルタント、建設企業の事務職などで業務内容の理解を深めたい方

【本書と同じ棚に】 絵とき土質力学（改訂 2 版）
 考え方解き方土質力学（以上、オーム社）
 クイズ土はなぜ崩れるのか（日経 BP 社）

B5変判・240頁
本体 2,200円+税

発酵の技法
─世界の発酵食品と発酵文化の探求─

自分で作って試すための発酵のすべてがこの1冊に！

化学・物質工学一般／
化学･バイオ
4月発行
配本パターン OR-D
ISBN 978-4-87311-763-8

すい～っと合格赤のハンディ ぜんぶ解くべし！

第1種電気工事士 筆記過去問2016

ポケットに入れて持ち歩けるから、電工受験の仕上げにおすすめ！

電気／
資格試験
4月発行
配本パターン LB3
ISBN 978-4-907394-28-8

著者　安永頼弘（やすなが よりひろ）、池田紀芳（いけだ きよし）
発行所　ツールボックス　発売元　オーム社

　新試験制度に移行後の平成 17 年から平成 27 年度まで、11 年分の筆記試験全問題を収録した過去問題集です。覚
えやすくて点数が稼げる問題から優先して学習できる独自の科目別での並び順を採用していますから、読者の得意・不
得意に合わせた効率の良い学習が可能です。また、短期間でひととおりの重要問題がマスターできるように、各科目ごと
に「繰り返し出る ! 必須問題」をまとめました。 
赤シート付のハンディーサイズで、問題ごとに出題年度が掲載してあるので、同一問題や類問の出題傾向がよくわかります。

【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】 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（ツールボックス）
 第一種電気工事士筆記試験完全マスター（オーム社）

2016年公表問題版  二種電工技能試験
DVD付き

公表問題全13問の施工手順、ポイントを完全収録！

電気／
資格試験
4月発行
配本パターン 理工3
ISBN 978-4-274-50616-1

編者　オーム社

　電気技術者試験センターから公表された、2016 年度（平成 28 年度）の第二種電気工事士技能試験候補問題 13 問の
施工手順、ポイントをすべて収録した DVD 付きの参考書です。姉妹書『2016 年版第二種電気工事士技能試験公表問題
の合格解答』で予想した施工条件をもとに、各問の施工作業映像を撮影しています。問題ごとにさまざまに工夫して作業

（例えば、電工ナイフや、ワイヤストリッパでの施工など）を行っていますので、自分にあった施工方法を映像で確認するこ
とができます。
　収録時間は約 300 分（5 時間）。

【具体的な購買者】 第二種電気工事士技能試験を受験される方
【本書と同じ棚に】 2016 年版　第二種電気工事士技能試験公表問題の合格解答
 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～
 一番やさしい二種電工技能試験（以上、オーム社）

B5判・104頁
本体 2,500円+税

DVD 1 枚付

DVD

B6変判・480頁
本体 1,600円+税

＊ ： グリーンスリップ（常時返品入帖可）商品

著者　Sandor Ellix Katz（さんだー えりっくす きゃっつ）
訳者　水原　文（みずはら ぶん）
発行所　オライリー・ジャパン　発売元　オーム社

　本書は、世界各国のあらゆる発酵食品と発酵の文化を紹介する書籍です。まず、発酵に関する基本的な情報を紹介
し、その後、ザウアークラウトやキムチなどの野菜を使った発酵、みそやしょうゆを含む穀物・豆類の発酵、よりチャレン
ジングな肉・魚の発酵へと解説を進めます。また、発酵食品関連のスモールビジネスの事例なども紹介。DIY 愛好家の
間では、自分で作る発酵食品が静かなムーブメントとなっていますが、そういった新しい実践家たちの期待にも応えるこ
とのできる一冊です。

【具体的な購買者】 発酵食品とそれを取り巻く文化に興味のある読者
 細菌と人間の共生に興味のある読者

【本書と同じ棚に】 Cooking for Geeks
 Made by Hand（以上、オライリー・ジャパン）
 天然発酵の世界（築地書館）

B5変判・528頁
本体 3,600円+税

建築／
計画・設計
4月発行
配本パターン 理工4
ISBN 978-4-274-21882-8

著者　中山繁信（なかやま しげのぶ）、細谷　功（ほそや いさお）、長沖　充（ながおき みつる）、
　　　蕪木孝典（かぶらき たかのり）、伊藤茉莉子（いとう まりこ）、杉本龍彦（すぎもと たつひこ）

　本書は、矩計図の「作図手順」と「施工手順」をリンクさせて図解し、基本ルールから基礎・天井・床・屋根などの各種
部位のしくみとディテールをやさしく解説。バリエーションを組み合せて、「本格的な矩計図」が描けるまでをまとめた本です。
　図面が得意でない方、特に「平面図は描けるけど、矩計図は苦手…」という方にオススメの、ありそうでなかった入門書
です。これから実務を始める方、これから建築士試験を目指す方にも最適です。

【具体的な購買者】 建築学生
【本書と同じ棚に】 矩計図で徹底的に学ぶ住宅設計
 木造住宅パーフェクト詳細図集
 住宅プランニング［間取り］図集（以上、オーム社）

B5判・224頁
本体 2,900円+税

名作住宅から学ぶ

窓廻りディテール図集

「窓」が理解できれば、建築はもっと面白くなる！

建築／
建築一般
4月発行
配本パターン 理工4
ISBN 978-4-274-21847-7

編著者　堀啓二＋共立女子大学堀研究室

　本書は名作住宅の「窓」にスポットをあて、知られざるディテールの秘密に迫る本です。学生にとっては［ディテール入
門］や［窓の仕組みを理解する本］として、若い設計者にとってはこれから生かせるアイデアやヒントが詰まった本として
最適です。豊富な手描きカラーイラストで徹底的図解し、断面パースなどを多用することで、専門知識のない読者でも“立
体的”に楽しく窓の仕組みを理解できるようになります。

【具体的な購買者】 建築系学生
 住宅設計者

【本書と同じ棚に】 矩形図で徹底的に学ぶ住宅設計（オーム社）
 WindowScape　窓のふるまい学
 WindowScape 2 　窓と街並の系譜学（以上、フィルムアート社）

B5判・128頁
本体 2,500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
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＊ ： グリーンスリップ（常時返品入帖可）商品

すらすら解ける！

2級建築施工管理技士合格問題集
─学科＋実地試験対応─

ビル管理試験　完全攻略
（改訂3版）

ビル管理試験受験書のロングセラー　最新傾向を分析した待望の改訂3版！！

建築／
資格試験
4月発行
配本パターン LB2
ISBN 978-4-274-21874-3

著者　松岡浩史（まつおか ひろぶみ）

　これまで多くの読者からご好評をいただいてきた『ビル管理試験　完全攻略』4 年ぶりの全面改訂です。この間の法
令・試験制度の改正に対応し、問題も最新の出題傾向に沿ったものに刷新。
　本書の特長である「各項目見開き 2 頁構成」のコンパクトかつ読みやすい紙面設計はそのままで、各編・各章ごとに出
題傾向や、覚えるべきポイントの一覧表などを掲載することで、より受験対策に役立つ書籍としてリニューアルいたしました。

【具体的な購買者】 ビル管理技術者試験受験者
【本書と同じ棚に】 2016 年版ビル管理試験完全解答（オーム社）
 ビル管理士試験　模範解答集 平成 28 年版（日本教育訓練センター）
 ビル管理技術者 ( 建築物環境衛生管理技術者 ) 試験合格テキスト第 2 版（秀和システム）

ラクラクわかる！3類消防設備士  集中ゼミ

わかりやすい　3類消防設備士の短期集中学習書の決定版！！

建築／
資格試験
4月発行
配本パターン LB2
ISBN 978-4-274-21873-6

編者　オーム社

　最新出題傾向の完全分析にもとづき、合格に必要なポイントをおさえた３類消防設備士の受験対策書です。1 項目を
見開き 2 頁で読みやすくまとめています。左頁に【本文解説】を、右頁に【問題／解説】を配置し、「解答のテクニック」や

「マメ知識」「学習法のヒント」などを適宜加えて、受験に役立つよう工夫しました。
【具体的な購買者】 3 類消防設備士試験受験者
【本書と同じ棚に】 要点ガッチリ消防設備士 3 類（電気書院）
 徹底研究　3 類消防設備士
 3 類消防設備士　筆記 × 実技の突破研究（改訂 3 版）（以上、オーム社）

A5判・268頁
本体 2,300円+税

16-17年版　スピード合格！

証券外務員一種（正会員・一般／特別会員）
図解テキスト＆的中予想問題

証券会社・銀行における高度取引業務に必須な資格試験のテキスト＆問題集！

人文・社会／
資格試験
4月発行
配本パターン LB2
ISBN 978-4-274-21875-0

著者　有賀圭吾（ありが けいご）

　本書は、テーマごとにテキスト部と予想問題で構成しています。テキスト部はイラストを用いてていねいに解説していま
すので、はじめて学ぶ方でも安心して学習できます。問題部は付属の赤シートで重要語句や式の展開などを隠して学習す
るスタイルで、時間のない方でも無理なく実力を養うことができます。また、最新年度の法改正も取り込み、最新の試験
に対応しています。

【具体的な購買者】 証券会社，銀行など金融企業を目指す初学者の大学生
 金融企業に勤め，資格が必要な受験者

【本書と同じ棚に】 うかる！ 証券外務員一種 必修テキスト 2015-2016 年版（日本経済新聞出版社）
 2016 年版 U-CAN の証券外務員一種 速習レッスン（U-CAN）

16-17年版　スピード合格！

証券外務員二種（正会員・一般／特別会員）
図解テキスト＆的中予想問題

証券会社・銀行の業務に携わるために必須な資格試験のテキスト＆問題集！

人文・社会／
資格試験
4月発行
配本パターン LB2
ISBN 978-4-274-21876-7

著者　有賀圭吾（ありが けいご）

　本書は、テーマごとにテキスト部と予想問題で構成しています。テキスト部はイラストを用いてていねいに解説していま
すので、はじめて学ぶ方でも安心して学習できます。問題部は付属の赤シートで重要語句や式の展開などを隠して学習す
るスタイルで、時間のない方でも無理なく実力を養うことができます。また、最新年度の法改正も取り込み、最新の試験
に対応しています。

【具体的な購買者】 証券会社、銀行など金融企業を目指す初学者の大学生
 金融企業に勤め、資格が必要な受験者

【本書と同じ棚に】 うかる！ 証券外務員二種 必修テキスト 2015-2016 年版（日本経済新聞出版社）
 2016 年版 U-CAN の証券外務員二種 速習レッスン（U-CAN）

A5判・370頁
本体 2,400円+税

A5判・250頁
本体 1,800円+税

＊ ： グリーンスリップ（常時返品入帖可）商品
＊ ： 下敷付

＊ ： グリーンスリップ（常時返品入帖可）商品
＊ ： 下敷付

A5判・408頁
本体 3,500円+税

学科と実地はこの1冊でOK　解説を読めばポイントがわかる　すらすら解ける！！！

建築／
資格試験
4月発行
配本パターン LB2
ISBN 978-4-274-21900-9

著者　関根康明（せきね やすあき )

　本書は、2 級建築施工管理技士検定試験（2 級建築施工）について、テーマごとに冒頭の要点整理で重要事項をおさら
いし、過去問＋解説で理解を深めるという問題集形式の受験対策書です。
　解説は、図の着眼点、解答のキーポイント、出題傾向、ゴロ合わせによる暗記方法などを吹き出しで示し、わかりやすく
丁寧に書かれていますので、解説を読みながら学習することもできます。

【具体的な購買者】 2 級建築施工管理技士試験受験者
【本書と同じ棚に】 これだけマスター　2 級建築施工管理技士試験（オーム社）
 2 級建築施工管理技士 学科問題解説集（建築資料研究社）
 2 級建築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・272頁
本体 2,200円+税

2016-2017年版

第一級陸上無線技術士試験
吉川先生の過去問解答・解説集

一陸技の過去4年間（全8回）全問題を科目ごとに収録し徹底解説！

電子／
資格試験
4月発行
配本パターン LB1
ISBN 978-4-274-21880-4

著者　吉川忠久（よしかわ ただひさ）

　本書は第一級陸上無線技術士試験（一陸技）の過去に出題された問題（平成 27 年 7 月期～平成 24 年 1 月期の 4 年
分全 8 回）を科目ごとにまとめ、「問題」→「解説」の形で解説した過去問題集です。
　ていねいな解説はもちろんのこと、試験のテクニック、暗記するポイント、類題の出題傾向等も盛り込んでいます。ま
た、各科目の出題傾向をまとめた表も掲載していますので、直前の対策に最適な 1 冊です。

【具体的な購買者】 第一級陸上無線技術士試験
【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（オーム社）
 一陸技無線従事者国家試験問題解答集　第一級陸上無線技術士（情報通信振興会）
 合格精選 340 題　第一級陸上無線技術士試験問題集　第 3 集（東京電機大学出版局）

A5判・656頁
本体 3,000円+税

＊ ： グリーンスリップ（常時返品入帖可）商品
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＊ ： グリーンスリップ（常時返品入帖可）商品

すらすら解ける！

2級建築施工管理技士合格問題集
─学科＋実地試験対応─

ビル管理試験　完全攻略
（改訂3版）

ビル管理試験受験書のロングセラー　最新傾向を分析した待望の改訂3版！！

建築／
資格試験
4月発行
配本パターン LB2
ISBN 978-4-274-21874-3

著者　松岡浩史（まつおか ひろぶみ）

　これまで多くの読者からご好評をいただいてきた『ビル管理試験　完全攻略』4 年ぶりの全面改訂です。この間の法
令・試験制度の改正に対応し、問題も最新の出題傾向に沿ったものに刷新。
　本書の特長である「各項目見開き 2 頁構成」のコンパクトかつ読みやすい紙面設計はそのままで、各編・各章ごとに出
題傾向や、覚えるべきポイントの一覧表などを掲載することで、より受験対策に役立つ書籍としてリニューアルいたしました。

【具体的な購買者】 ビル管理技術者試験受験者
【本書と同じ棚に】 2016 年版ビル管理試験完全解答（オーム社）
 ビル管理士試験　模範解答集 平成 28 年版（日本教育訓練センター）
 ビル管理技術者 ( 建築物環境衛生管理技術者 ) 試験合格テキスト第 2 版（秀和システム）

ラクラクわかる！3類消防設備士  集中ゼミ

わかりやすい　3類消防設備士の短期集中学習書の決定版！！

建築／
資格試験
4月発行
配本パターン LB2
ISBN 978-4-274-21873-6

編者　オーム社

　最新出題傾向の完全分析にもとづき、合格に必要なポイントをおさえた３類消防設備士の受験対策書です。1 項目を
見開き 2 頁で読みやすくまとめています。左頁に【本文解説】を、右頁に【問題／解説】を配置し、「解答のテクニック」や

「マメ知識」「学習法のヒント」などを適宜加えて、受験に役立つよう工夫しました。
【具体的な購買者】 3 類消防設備士試験受験者
【本書と同じ棚に】 要点ガッチリ消防設備士 3 類（電気書院）
 徹底研究　3 類消防設備士
 3 類消防設備士　筆記 × 実技の突破研究（改訂 3 版）（以上、オーム社）

A5判・268頁
本体 2,300円+税

16-17年版　スピード合格！

証券外務員一種（正会員・一般／特別会員）
図解テキスト＆的中予想問題

証券会社・銀行における高度取引業務に必須な資格試験のテキスト＆問題集！

人文・社会／
資格試験
4月発行
配本パターン LB2
ISBN 978-4-274-21875-0

著者　有賀圭吾（ありが けいご）

　本書は、テーマごとにテキスト部と予想問題で構成しています。テキスト部はイラストを用いてていねいに解説していま
すので、はじめて学ぶ方でも安心して学習できます。問題部は付属の赤シートで重要語句や式の展開などを隠して学習す
るスタイルで、時間のない方でも無理なく実力を養うことができます。また、最新年度の法改正も取り込み、最新の試験
に対応しています。

【具体的な購買者】 証券会社，銀行など金融企業を目指す初学者の大学生
 金融企業に勤め，資格が必要な受験者

【本書と同じ棚に】 うかる！ 証券外務員一種 必修テキスト 2015-2016 年版（日本経済新聞出版社）
 2016 年版 U-CAN の証券外務員一種 速習レッスン（U-CAN）

16-17年版　スピード合格！

証券外務員二種（正会員・一般／特別会員）
図解テキスト＆的中予想問題

証券会社・銀行の業務に携わるために必須な資格試験のテキスト＆問題集！

人文・社会／
資格試験
4月発行
配本パターン LB2
ISBN 978-4-274-21876-7

著者　有賀圭吾（ありが けいご）

　本書は、テーマごとにテキスト部と予想問題で構成しています。テキスト部はイラストを用いてていねいに解説していま
すので、はじめて学ぶ方でも安心して学習できます。問題部は付属の赤シートで重要語句や式の展開などを隠して学習す
るスタイルで、時間のない方でも無理なく実力を養うことができます。また、最新年度の法改正も取り込み、最新の試験
に対応しています。

【具体的な購買者】 証券会社、銀行など金融企業を目指す初学者の大学生
 金融企業に勤め、資格が必要な受験者

【本書と同じ棚に】 うかる！ 証券外務員二種 必修テキスト 2015-2016 年版（日本経済新聞出版社）
 2016 年版 U-CAN の証券外務員二種 速習レッスン（U-CAN）

A5判・370頁
本体 2,400円+税

A5判・250頁
本体 1,800円+税

＊ ： グリーンスリップ（常時返品入帖可）商品
＊ ： 下敷付

＊ ： グリーンスリップ（常時返品入帖可）商品
＊ ： 下敷付

A5判・408頁
本体 3,500円+税

学科と実地はこの1冊でOK　解説を読めばポイントがわかる　すらすら解ける！！！

建築／
資格試験
4月発行
配本パターン LB2
ISBN 978-4-274-21900-9

著者　関根康明（せきね やすあき )

　本書は、2 級建築施工管理技士検定試験（2 級建築施工）について、テーマごとに冒頭の要点整理で重要事項をおさら
いし、過去問＋解説で理解を深めるという問題集形式の受験対策書です。
　解説は、図の着眼点、解答のキーポイント、出題傾向、ゴロ合わせによる暗記方法などを吹き出しで示し、わかりやすく
丁寧に書かれていますので、解説を読みながら学習することもできます。

【具体的な購買者】 2 級建築施工管理技士試験受験者
【本書と同じ棚に】 これだけマスター　2 級建築施工管理技士試験（オーム社）
 2 級建築施工管理技士 学科問題解説集（建築資料研究社）
 2 級建築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・272頁
本体 2,200円+税

2016-2017年版

第一級陸上無線技術士試験
吉川先生の過去問解答・解説集

一陸技の過去4年間（全8回）全問題を科目ごとに収録し徹底解説！

電子／
資格試験
4月発行
配本パターン LB1
ISBN 978-4-274-21880-4

著者　吉川忠久（よしかわ ただひさ）

　本書は第一級陸上無線技術士試験（一陸技）の過去に出題された問題（平成 27 年 7 月期～平成 24 年 1 月期の 4 年
分全 8 回）を科目ごとにまとめ、「問題」→「解説」の形で解説した過去問題集です。
　ていねいな解説はもちろんのこと、試験のテクニック、暗記するポイント、類題の出題傾向等も盛り込んでいます。ま
た、各科目の出題傾向をまとめた表も掲載していますので、直前の対策に最適な 1 冊です。

【具体的な購買者】 第一級陸上無線技術士試験
【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（オーム社）
 一陸技無線従事者国家試験問題解答集　第一級陸上無線技術士（情報通信振興会）
 合格精選 340 題　第一級陸上無線技術士試験問題集　第 3 集（東京電機大学出版局）

A5判・656頁
本体 3,000円+税

＊ ： グリーンスリップ（常時返品入帖可）商品



14 03-3233-3440

＊ ： グリーンスリップ（常時返品入帖可）商品
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16-17年版　スピード合格！

FP技能士2級［実技編］＜個人資産相談業務＞
図解テキスト＆的中予想問題

16-17年版　スピード合格！

FP技能士1級［学科編（基礎・応用）］
図解テキスト＆的中予想問題

FP技能士の最上位資格の1級試験［学科（基礎・応用）］の試験対策は万全！

人文・社会／
資格試験
4月発行
配本パターン LB2
ISBN 978-4-274-21877-4

著者　有賀圭吾（ありが けいご）

　本書は、FP 技能士 1 級［学科］試験のテキストと問題集を併せた参考書です。テキスト部は基礎の復習も兼ねたてい
ねいな解説で読み進めやすく、問題部は付属の赤シートを使って重要項目を隠して学習するスタイルになっています。

「基礎編」と「応用編」の 2 編構成で、複雑な数式問題の計算方法なども、ていねいに解りやすく解説しています。最新年
度の条例や法規の改正内容にも準じています。

【具体的な購買者】 FP2 級の資格保持者
 FP1 級合格を目指す実務者

【本書と同じ棚に】 15-16 年版合格ターゲット1 級 FP 技能士特訓テキスト（きんざい）

16-17年版　スピード合格！

FP技能士2級［学科編］
図解テキスト＆的中予想問題

わかりやすい図解と豊富な予想問題でFP技能士2級試験［学科］の試験対策は万全！

人文・社会／
資格試験
4月発行
配本パターン LB2
ISBN 978-4-274-21878-1

著者　有賀圭吾（ありが けいご）

　本書は、FP 技能士 2 級［学科］試験のテキストと問題集を併せた参考書です。テキスト部はイラストを用いたていねい
な解説で読み進めやすく、問題部は付属の赤シートを使って重要項目を隠して学習するスタイルになっていますので、復
習学習に適しています。多様で複雑な計算問題も、順を追ってわかりやすく解説しています。また、最新年度の条例や法
規の改正内容にも準じています。

【具体的な購買者】 FP3 級資格保持者
 FP2 級を目指す実務者

【本書と同じ棚に】 15-16 年版パーフェクトFP 技能士 2 級対策問題集学科編（きんざい）
 みんなが欲しかった ! FP の教科書 2 級・AFP 2015-2016 年（TAC 出版）
 15-16 年版 U-CAN の FP 技能士 2 級・AFP 速習レッスン（U-CAN）

FP技能士2級試験［実技］＜個人資産相談業務＞の試験対策は万全！

人文・社会／
資格試験
4月発行
配本パターン LB2
ISBN 978-4-274-21879-8

著者　有賀圭吾（ありが けいご）

　本書は FP 技能士 2 級［実技］試験の科目の中で、最も受験者数の多い＜個人資産相談業務＞科目のテキストと問題
集を併せた参考書です。テキスト部はイラストを用いたていねいな解説で読み進めやすく、問題部は付属の赤シートを使
って重要項目を隠して学習するスタイルになっていますので、復習学習に適しています。多様な計算問題も、順を追ってわ
かりやすく解説しています。また、最新年度の条例や法規の改正内容にも準じています。

【具体的な購買者】 FP3 級資格保持者
 実技科目で 2 級合格を目指す人

【本書と同じ棚に】 15-16 年版パーフェクトFP 技能士 2 級対策問題集・実技編（個人資産相談業務）（きんざい）
 みんなが欲しかった ! FP の教科書 2 級・AFP 2015-2016 年（TAC 出版）
 15-16 年版 U-CAN の FP 技能士 2 級・AFP 速習レッスン（U-CAN）

A5判・504頁
本体 3,700円+税

A5判・338頁
本体 2,000円+税

A5判・274頁
本体 1,800円+税

＊ ： グリーンスリップ（常時返品入帖可）商品
＊ ： 下敷付

＊ ： グリーンスリップ（常時返品入帖可）商品
＊ ： 下敷付

＊ ： グリーンスリップ（常時返品入帖可）商品
＊ ： 下敷付

実践パワーエレクトロニクス入門

パワー半導体デバイス

これからのエネルギー需要の根幹となるパワーデバイスの粋を記した必携の書！

電気／
パワーエレクトロニクス
4月発行
配本パターン 理工4
ISBN 978-4-274-21680-0

編者　谷内利明（やち としあき）
著者　小倉常雄（おぐら つねお）、小谷和也（こたに かずや）、齋藤涼夫（さいとう すずお）、
　　　田井裕通（たい ひろみち）、竹内宏行（たけうち ひろゆき）、松本寿彰（まつもと としあき）、
　　　餅川　宏（もちかわ ひろし）

　本書は、大学における座学と企業における実学を結ぶ位置づけで、昨今のエネルギー需要の動きから特に重要さを増
している電力変換にかかせない半導体デバイスのしくみや原理、最新のデバイスの動向について丁寧に解説する書籍です。
【具体的な購買者】 電機メーカをはじめとした企業に属する、パワエレ機器を開発、あるいはユーザとして利活用する必

要のある初級～中級技術者
【本書と同じ棚に】 パワーエレクトロニクス入門（改訂 5 版）
 新インターユニバーシティパワーエレクトロニクス（以上、オーム社）

A5判・278頁
本体 3,500円+税

※上記書目は3月号でご案内しておりますが、発行が4月になったため、改めて掲載させて頂いたものです。

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
4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

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
4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



14 03-3233-3440

＊ ： グリーンスリップ（常時返品入帖可）商品

15

16-17年版　スピード合格！

FP技能士2級［実技編］＜個人資産相談業務＞
図解テキスト＆的中予想問題

16-17年版　スピード合格！

FP技能士1級［学科編（基礎・応用）］
図解テキスト＆的中予想問題

FP技能士の最上位資格の1級試験［学科（基礎・応用）］の試験対策は万全！

人文・社会／
資格試験
4月発行
配本パターン LB2
ISBN 978-4-274-21877-4

著者　有賀圭吾（ありが けいご）

　本書は、FP 技能士 1 級［学科］試験のテキストと問題集を併せた参考書です。テキスト部は基礎の復習も兼ねたてい
ねいな解説で読み進めやすく、問題部は付属の赤シートを使って重要項目を隠して学習するスタイルになっています。

「基礎編」と「応用編」の 2 編構成で、複雑な数式問題の計算方法なども、ていねいに解りやすく解説しています。最新年
度の条例や法規の改正内容にも準じています。

【具体的な購買者】 FP2 級の資格保持者
 FP1 級合格を目指す実務者

【本書と同じ棚に】 15-16 年版合格ターゲット1 級 FP 技能士特訓テキスト（きんざい）

16-17年版　スピード合格！

FP技能士2級［学科編］
図解テキスト＆的中予想問題

わかりやすい図解と豊富な予想問題でFP技能士2級試験［学科］の試験対策は万全！

人文・社会／
資格試験
4月発行
配本パターン LB2
ISBN 978-4-274-21878-1

著者　有賀圭吾（ありが けいご）

　本書は、FP 技能士 2 級［学科］試験のテキストと問題集を併せた参考書です。テキスト部はイラストを用いたていねい
な解説で読み進めやすく、問題部は付属の赤シートを使って重要項目を隠して学習するスタイルになっていますので、復
習学習に適しています。多様で複雑な計算問題も、順を追ってわかりやすく解説しています。また、最新年度の条例や法
規の改正内容にも準じています。

【具体的な購買者】 FP3 級資格保持者
 FP2 級を目指す実務者

【本書と同じ棚に】 15-16 年版パーフェクトFP 技能士 2 級対策問題集学科編（きんざい）
 みんなが欲しかった ! FP の教科書 2 級・AFP 2015-2016 年（TAC 出版）
 15-16 年版 U-CAN の FP 技能士 2 級・AFP 速習レッスン（U-CAN）

FP技能士2級試験［実技］＜個人資産相談業務＞の試験対策は万全！

人文・社会／
資格試験
4月発行
配本パターン LB2
ISBN 978-4-274-21879-8

著者　有賀圭吾（ありが けいご）

　本書は FP 技能士 2 級［実技］試験の科目の中で、最も受験者数の多い＜個人資産相談業務＞科目のテキストと問題
集を併せた参考書です。テキスト部はイラストを用いたていねいな解説で読み進めやすく、問題部は付属の赤シートを使
って重要項目を隠して学習するスタイルになっていますので、復習学習に適しています。多様な計算問題も、順を追ってわ
かりやすく解説しています。また、最新年度の条例や法規の改正内容にも準じています。

【具体的な購買者】 FP3 級資格保持者
 実技科目で 2 級合格を目指す人

【本書と同じ棚に】 15-16 年版パーフェクトFP 技能士 2 級対策問題集・実技編（個人資産相談業務）（きんざい）
 みんなが欲しかった ! FP の教科書 2 級・AFP 2015-2016 年（TAC 出版）
 15-16 年版 U-CAN の FP 技能士 2 級・AFP 速習レッスン（U-CAN）

A5判・504頁
本体 3,700円+税

A5判・338頁
本体 2,000円+税

A5判・274頁
本体 1,800円+税

＊ ： グリーンスリップ（常時返品入帖可）商品
＊ ： 下敷付

＊ ： グリーンスリップ（常時返品入帖可）商品
＊ ： 下敷付

＊ ： グリーンスリップ（常時返品入帖可）商品
＊ ： 下敷付

実践パワーエレクトロニクス入門

パワー半導体デバイス

これからのエネルギー需要の根幹となるパワーデバイスの粋を記した必携の書！

電気／
パワーエレクトロニクス
4月発行
配本パターン 理工4
ISBN 978-4-274-21680-0

編者　谷内利明（やち としあき）
著者　小倉常雄（おぐら つねお）、小谷和也（こたに かずや）、齋藤涼夫（さいとう すずお）、
　　　田井裕通（たい ひろみち）、竹内宏行（たけうち ひろゆき）、松本寿彰（まつもと としあき）、
　　　餅川　宏（もちかわ ひろし）

　本書は、大学における座学と企業における実学を結ぶ位置づけで、昨今のエネルギー需要の動きから特に重要さを増
している電力変換にかかせない半導体デバイスのしくみや原理、最新のデバイスの動向について丁寧に解説する書籍です。
【具体的な購買者】 電機メーカをはじめとした企業に属する、パワエレ機器を開発、あるいはユーザとして利活用する必

要のある初級～中級技術者
【本書と同じ棚に】 パワーエレクトロニクス入門（改訂 5 版）
 新インターユニバーシティパワーエレクトロニクス（以上、オーム社）

A5判・278頁
本体 3,500円+税

※上記書目は3月号でご案内しておりますが、発行が4月になったため、改めて掲載させて頂いたものです。

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
4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

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
4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




