資格・就職

一発合格！甲種危険物取扱者試験テキスト＆問題集
赤染元浩：監修 ̶̶ 税込価格2,400円

赤いシート

A5判 ISBN5331-4

第1類から第6類までの危険物すべてを取り扱える危険物取扱者の最上級資
格、甲種危険物取扱者の決定版対策書です。体系的に法令、物理・化学、危
険物の性質・火災予防と消火方法を解説。豊富な練習問題で知識の定着を確
認できるつくりです。模擬試験3回分、要点を隠せる赤シート付き。

ひとりで学べる乙種第4類危険物取扱者試験第2版
丸島浩史：監修 ̶̶ 税込価格1,380円

赤いシート

A5判 ISBN5265-2

実際の試験出題順に合わせて、危険物に関する法令、基礎物理学および基礎
科学、危険物の性質と火災予防・消火方法の順に構成しました。図や表、イ
ラストを多く掲載したので、視覚的に重要なポイントが理解できます。また頻
出問題を一問一答式で章末に収録しました。隠して覚える赤シート付きです。

ゴロ合わせでスピード合格！ 第2種電気工事士筆記試験【第2版】
荻野

登：著 ̶̶ 税込価格 1,628円

A5判 ISBN4589-0

人気資格 第2種電気工事士 の筆記試験対策がゴロ合わせでできる1冊です。
ゴロ合わせだけでなく、ゴロを使った問題の解き方まで丁寧に解説していま
すので、短期間で確実に合格が狙えます。巻末には、力試しに最適な練習問
題も付いています。

第二種電気工事士 筆記試験らくらく要点暗記＆一問一答

赤いシート

ノマド・ワークス：著 ̶̶ 税込価格 1,365円 B6変判 ISBN5049-8
第二種電気工事士の筆記試験は合格ラインが60％。そこで本書は、その

60

点 をめざし、試験の傾向と対策をおさえて問題を作成しました。一問一答
形式だから素早く理解度を確認でき、弱点を補強できます。また覚えておき
たい重要項目は簡単に暗記できるよう章の前に簡潔に整理しました。

資格

ひとりで学べる乙種第4類危険物取扱者試験
丸島浩史：監修 ̶̶ 税込価格 1,365円

A5判 ISBN2302-7

実際の試験科目に応じて、危険物に関する法令、基礎物理学および基礎科学、
危険物の性質と火災予防・消火方法の章からなり、具体的にかつ体系的に理
解できます。

この1冊で合格乙種第4類危険物取扱者試験問題集
丸島浩史：監修 ̶̶ 税込価格 735円

A5判 ISBN2303-4

今後、ますます注目されていく乙種第4類の試験に一発で合格するために制
作しました。出題の可能性の高い問題ばかりを科目ごとに収載しました。ま
た、解答を導くための解説も充実しているので、試験直前の力試しにも最適
です。
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ゴロ合わせでスピード合格！

乙種第4類危険物取扱者試験【第2版】
篠崎武次＋荻野登：著 ̶̶ 税込価格 1,470円 A4判 ISBN4566-1
人気資格

乙4

の試験範囲をすべてゴロ合わせでマスターできる1冊です。

ゴロ合わせだけでなく、ゴロを使った問題の解き方まで丁寧に解説していま
す。巻末には、模擬試験問題3回分も付いています。

乙種第4類危険物取扱者徹底攻略テキスト＆問題集
丸島浩史：監修 ̶̶ 税込価格 1,502円

A5判 ISBN3919-6

一発で合格を決めるためのテキスト＆問題集。重要なことがらを徹底的にわ
かりやすく解説し、理解度を確認できるように精選問題も収録。基礎的なこ
とがらが体系的にしっかりと理解できるように編集。

乙種第4類危険物取扱者試験＜ホントに出る＞問題集
丸島浩史：監修 ̶̶ 税込価格 546円

A4判 ISBN4296-7

本試験に沿い、
「危険物に関する法令」「基礎的な物理学および基礎的な化学」
「危険物の性質・火災予防・消火方法」の3科目の模擬問題とその問題に対
する簡単な解説を紹介しています。

乙種第4類危険物取扱者＜ズバリ！本試験＞問題集
丸島浩史：著 ̶̶ 税込価格 546円

A4判 ISBN4844-0

本書は6回分の模擬試験を収録。解答には全問題分の簡単な解説も付いてい
るので、間違えた箇所の確認に最適です。また、本試験と同様にマークシー
ト形式の解答用紙を付けているので、本番さながらのシミュレーションがで
きるはずです。

丸島浩史：監修 ̶̶ 税込価格 893円

新書判

赤いシート

ISBN4899-0

試験直前の力試しに最適な問題集。一問一答形式だから素早く理解度を確認
でき、弱点を補強できます。また覚えておきたい重要項目は簡単に暗記でき
るよう章の前に簡潔整理。さらには隠して覚える赤シートを使えば短時間で
実力アップできます！

一発合格！乙種1・2・3・5・6類危険物取扱者試験テキスト＆問題集
赤染元浩：監修 ̶̶ 税込価格 1,575円

赤いシート

A5判 ISBN5046-7

乙種危険物取扱者の試験は、一つの類を取得していれば「法令」と「物理及
び化学」の試験が免除となり、
「危険物の特性及び火災予防・消火」の試験の
みの合格で資格が取得できます。本書は、乙種危険物取扱者の試験でもっと
も受験者の多い4類を取得済みの人を対象とした、他の類の受験対策書です。
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資格

乙4類危険物らくらく要点暗記＆一問一答

一発合格！毒物劇物取扱者試験テキスト＆問題集
松井奈美子：著 ̶̶ 税込価格 1,680円

赤いシート

A5判 ISBN5105-1

毒物劇物取扱者試験に対応したテキスト＆問題集です。豊富なイラストや図
解で、わかりやすく解説するとともに、受験の参考となるよう、各都道府県
の過去問題も掲載しています。この一冊で合格できるように、法規や基礎化
学、多くの毒劇物の性質について解説しました。

消防設備士4類 徹底図解テキスト＆問題集
和田谷哲二：著 ̶̶ 税込価格 2,310円

A5判 ISBN5075-7

筆記試験対策として電気の基礎知識から取り付け、メンテナンス、消防関係
法令までを網羅し、実技試験対策として機器、工具の鑑別、各種試験（動作
テスト）
、製図を解説しています。多くの図表や写真などでわかりやすく工
夫しています。最後の模擬試験で、理解度のチェックや苦手な分野を把握で
きます。

ひとりで学べる日商簿記3級試験
西尾佳文：編著 ̶̶ 税込価格 1,365円

A5判 ISBN4368-1

簿記検定では最もポピュラーな日本商工会議所主催の簿記検定の対策テキス
トです。過去に出題された問題の出題傾向や特徴を分析し、ポイントを押さ
えつつ、わかりやすく解説しました。理解しづらい部分や、重要事項にはイ
ラストを多く使用しているので、はじめて簿記を勉強する方にも最適です。

トコトンやさしい日商簿記3級テキスト＆問題集
前田信弘：著 ̶̶ 税込価格 1,365円

赤いシート

A5判 ISBN4610-1

日商簿記3級の試験対策テキストです。簿記とは何か、仕訳とは何かといっ
た基本中の基本から、イラストと図版を多用してわかりやすく解説していま
す。各章末には、理解度をチェックできる練習問題を掲載しています。

資格

ひとりで学べる調理師試験

第2版

法月光：監修 ̶̶ 税込価格 1,449円

赤いシート

A5判 ISBN5175-4

調理師試験を受ける人のために、調理師試験の各科目の要点をわかりやすく
紹介したテキストの第2版です。「衛生法規」
「公衆衛生学」
「栄養学」
「食品学」
「食品衛生学」
「調理理論」
「食文化概論」を全面的に見直しページ数も増や
しました。要点が見やすくわかりやすい最短合格ゼミです。

この1冊で合格

調理師試験問題集

法月光：監修 ̶̶ 税込価格 1,029円

A5判 ISBN3784-0

試験直前の力試しに最適な実戦問題集。全国の都道府県で出題された問題を
ベースに典型的な、出題の確率の高い問題ばかりを科目別に収載しました。
問題の解答に、可能な限り説明を付記しています。
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調理師徹底攻略テキスト＆問題集
法月光：監修 ̶̶ 税込価格 1,502円

A5判 ISBN3920-2

一発で合格を決めるためのテキスト＆問題集。重要なことがらを徹底的にわ
かりやすく解説し、理解度を確認できるように精選問題も収録。基礎的なこ
とがらが体系的にしっかりと理解できるように編集。

調理師試験＜ホントに出る＞問題集
法月光：監修 ̶̶ 税込価格 546円

A4判 ISBN4287-5

試験直前の力試しに最適な本試験型の問題集です。試験範囲の「食文化概論」
「衛生法規」
「公衆衛生学」
「栄養学」「食品学」「食品衛生学」「調理理論」
の七つの分野から、よく出る精選問題を集めました。

調理師らくらく要点暗記＆一問一答
法月光：監修 ̶̶ 税込価格 893円

新書判

赤いシート

ISBN4898-3

試験の傾向と対策をおさえて問題を作成。一問一答形式だから素早く理解度
を確認でき、弱点を補強できます。また覚えておきたい重要項目は簡単に暗
記できるよう章の前に簡潔整理。さらには隠して覚える赤シートを使えば短
時間で実力アップします！

一発合格！ FP技能士2級AFP完全攻略テキスト12-13年版
前田信弘：著 ̶̶ 税込価格1,890円

赤いシート

A5判 ISBN5254-6

独学でも安心して学習できるよう、丁寧に解説したテキスト。実技試験「個
人資産相談業務」
「生保顧客資産相談業務」「資産設計提案業務」の3科目の
練習問題を収録しているので、学科も実技も完ペキです。最終確認ができる
「別冊 最重要ポイント攻略ブック」付き。【平成24年度法令改正に対応】

前田信弘：著 ̶̶ 税込価格1,890円

赤いシート

A5判 ISBN5255-3

出題傾向を徹底分析したオリジナル問題を多数収録。学科はもちろん実技の
「個人資産相談業務」
「生保顧客資産相談業務」「資産設計提案業務」の3科
目の練習問題と模擬試験入りで、学科も実技も完ペキ！「別冊 最新＆重要
過去問ファイナルチェック一問一答」付き。【平成24年度法令改正に対応】

一発合格！ FP技能士2級AFPらくらく要点暗記＆一問一答12-13年版
前田信弘：著 ̶̶ 税込価格1,470円

赤いシート

B6変判 ISBN5256-0

広い試験範囲を効率よく学習できる、要点整理付きの一問一答集。コンパク
トサイズ＆赤シート付きなので手軽に学習でき、試験直前まで大活躍！過去問
の出題傾向を徹底分析した一問一答は、充実の問題数。要点整理ページとと
もに、出るところだけを短時間で学習できます。
【平成24年度法令改正に対応】

147

資格

一発合格！ FP技能士2級AFP完全攻略実戦問題集12-13年版

一発合格！ FP技能士3級完全攻略テキスト12-13年版
前田信弘：著 ̶̶ 税込価格1,470円

赤いシート

A5判 ISBN5258-4

FP技能士3級合格を目指す方のための、学科・実技試験に完全対応した決定
版テキスト。楽しいイラストを多用しながらわかりやすく丁寧に解説してい
ます。学習に便利な赤シート付き＆別冊の試験直前まで役立つ、「出る順で
最終確認！・最重要ポイント攻略ブック」付きです。

一発合格！ FP技能士3級完全攻略実戦問題集12-13年版
前田信弘：著 ̶̶ 税込価格1,575円

赤いシート

A5判 ISBN5259-1

FP技能士3級合格を目指す方のための決定版問題集。過去の出題傾向に合わ
せたオリジナルの問題を収録。丁寧な詳しい解答解説で理解が深まります。
付録の赤シートで重要用語や解答を隠してチェックできます。試験直前対策
に役立つ、
「最新＆重要過去問一問一答ファイナルチェック」の別冊付き。

一発合格！ FP技能士3級らくらく要点暗記＆一問一答12-13年版
前田信弘：著 ̶̶ 税込価格1,029円

赤いシート

B6変判 ISBN5260-7

3級の試験範囲を効率よく学習できる、要点整理付きの一問一答集。コンパク
トサイズ＆赤シート付きなので手軽に学習でき、試験直前まで大活躍！過去問
の出題傾向を徹底分析した一問一答は、充実の問題数。要点整理ページととも
に、出るところだけを短時間で学習できます。
【平成24年度法令改正に対応】

一発合格！ FP技能士2級AFP完全攻略直前模試12－13年版
前田信弘：著 ̶̶ 税込価格1,000円

赤いシート

A5判 ISBN5257-7

FP2級・AFP試験対策の模擬試験問題集です。過去問の徹底分析にもとづい
た実戦形式の問題集なので、試験直前の力試しに最適！学科試験を2回分、
個人資産相談業務、生保顧客資産相談業務の実技試験をそれぞれ1回分収録
しています。別冊の詳しい解答解説付き＆学習に便利な赤シート付き。

資格

一発合格！色彩検定3級完全攻略テキスト＆実践問題集
都外川八恵：著 ̶̶ 税込価格 1,680円

A5判 ISBN4770-2

理解したかどうかの確認マークシート・直前チェックシート・実際の試験と
同じ模擬試験問題のステップを踏むことで、誰でも確実に上位合格が狙える
レベルの高いテキスト方式の問題集です。豊富な写真と図版例で色彩の理論
がわかりやすく習得できます。

ひとりで学べる色彩検定2級・3級試験テキスト＆問題集 第2版
岩井ますみ：著 ̶̶ 税込価格 2,625円

A5判 ISBN4774-0

色彩検定を受験される方のための対策テキスト＆問題集です。幅広い出題範
囲の重要ポイントをコンパクトにまとめ、効率的に学習できるよう構成しま
した。各章には理解度をチェックできる練習問題を、巻末には模擬試験問題
を付けました。
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一発合格！カラーコーディネーター 3級完全攻略テキスト＆問題集【第3版】
垣田玲子+齋藤裕子：著 ̶̶ 税込価格1,680円 A5判 ISBN5206-5
東商公式テキストの改訂に完全対応した最新版。オールカラーでイラストや図
版、資料を豊富に掲載し、わかりやすく解説しました。重要ポイントや難しい
点は先生と生徒のキャラクターを用い、会話形式で解説しましたので、楽しく
学習できます。別冊は試験直前対策に最適の一問一答問題集となっています。

一発合格！カラーコーディネーター 2級完全攻略テキスト＆問題集
垣田玲子：著 ̶̶ 税込価格 1,995円

A5判 ISBN4748-1

カラーコーディネーター 2級を受験される方のための対策テキスト＆問題集
です。試験範囲の重要ポイントをコンパクトかつわかりやすく解説。各章末
には理解度をチェックできる演習問題があり、巻末には試験直前の力試しに
最適な模擬試験問題2回分も付けました。

気象予報士学科試験徹底攻略問題集【第3版】
気象予報士試験対策講座：編著 ̶̶ 税込価格 2,604円 A5判 ISBN4222-6
気象予報士試験は学科試験と実技試験に分かれています。本書は、その学科
試験の問題集です。学科試験は気象学に関する知識と、気象予報業務に関す
る知識を問われます。ぜひ本書で、出題された問題を解いて理解を深めてく
ださい。
らくらく一発合格！

赤いシート

’13－’14年版ひとりで学べる気象予報士試験完全攻略テキスト

気象予報士試験対策講座：編著 ̶̶ 税込価格2,000円 A5判 ISBN5251-5
本書は、気象予報士試験に合格するために必要な知識を、気象学の基礎知識
をもたない人でも理解できるように、図表を用いながら簡便に説明しました。
数式は用いていますが、必要最小限にとどめ、図表を利用しその式の意味を理
解できるように説明しました。本書が合格の一助となることを願っています。
赤いシート

’13－’14年版ひとりで学べる気象予報士学科試験完全攻略問題集
気象予報士試験対策講座：編著 ̶̶ 税込価格2,500円 A5判 ISBN5252-2

過去問題を解くと出題形式や傾向をつかむことができ、非常に効果的です。
しかし、すべての過去問題を解く必要はありません。本書では過去問題をジャ
ンル別に分類、
分析しました。出題頻度の高い問題を多く取り上げるとともに、
基本的かつ重要な事項について新しい問題を優先して採問し、解説しました。
赤いシート
ひとりで学べる
アロマテラピーインストラクター・アロマセラピスト学科試験 テキスト＆問題集

香りの活動研究会：監修 ̶̶ 税込価格 2,079円 A5判 ISBN4808-2
アロマテラピーインストラクター、アロマセラピストを目指すための対策本
です。丁寧な解説と要点をわかりやすくまとめた内容のテキスト&問題集で
す。本番にこだわった出題形式で合格を完全サポートします。
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らくらく一発合格！

一発合格！アロマテラピー検定1級・2級【完全攻略】テキスト＆問題集
原奈緒美：監修 ̶̶ 税込価格 1,680円

A5判 ISBN5199-0

2012年5月の試験より適用となる新公式テキストに完全対応した最新版で
す。アロマテラピー検定1級・2級の試験範囲について、テキスト部分はカラー
でイラストや図版等も豊富に交えながら解説します。一問一答形式の問題と、

1級・2級それぞれ2回分の模擬試験問題で直前対策も万全です。

一週間で合格！アロマテラピー検定1級・2級重要ポイント＆一問一答
天華美恵：著 ̶̶ 税込価格1,200円

小B6判

赤いシート

ISBN5280-5

アロマテラピー検定で問われる内容は、香りテストを除いて暗記項目がほと
んど。本書では試験で狙われやすい重要ポイントを章ごとにコンパクトにま
とめ、知識を定着させる〇×問題と、本試験形式の四択問題を丁寧な解説と
ともに掲載します。この一冊で集中的に学習すれば、1週間で合格が可能です。

出る順＋出題形式別

漢字検定2級問題集

赤いシート

浅川哲也＋竹部歩美：監修 ̶̶ 税込価格 1,050円 A5判 ISBN4756-6
読み、部首、四字熟語などの出題形式別に構成し、各形式をＡ〜Ｃランクの
頻出度順に分けてあるので、苦手分野を強化して効率よく学習できます。ま
た、楽しく読めて役立つ漢字の知識や学習のポイントが満載。3回分の模擬
試験と別冊チェック集で直前対策も万全です。

出る順＋出題形式別 漢字検定準2級問題集

赤いシート

浅川哲也＋竹部歩美：監修 ̶̶ 税込価格 1,050円 A5判 ISBN4757-3
読み、部首、四字熟語などの出題形式別に構成し、各形式をＡ〜Ｃランクの
頻出度順に分けてあるので、苦手分野を強化して効率よく学習できます。ま
た、楽しく読めて役立つ漢字の知識や学習のポイントが満載。3回分の模擬
試験と別冊チェック集で直前対策も万全です。

資格

出る順＋出題形式別

漢字検定3級問題集

赤いシート

浅川哲也＋竹部歩美：監修 ̶̶ 税込価格 1,050円 A5判 ISBN4758-0
読み、部首、四字熟語などの出題形式別に構成し、各形式をＡ〜Ｃランクの
頻出度順に分けてあるので、苦手分野を強化して効率よく学習できます。ま
た、楽しく読めて役立つ漢字の知識や学習のポイントが満載。3回分の模擬
試験と別冊チェック集で直前対策も万全です。

カバー率測定問題集漢検マスター準1級
オフィス海：著 ̶̶ 税込価格1,250円

赤いシート

A5判 ISBN5286-7

本書は「カバー率」というコンセプトをプラスした新しい問題集。カバー率と
は、その本で試験の単語や問題をどのくらいカバー（的中・得点）できるかと
いう割合のこと。過去12年間の出題データを徹底分析し、カバー率ほぼ100％
を実現。抜群の的中率を誇る漢検問題集の決定版！平成24年新基準対応。
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カバー率測定問題集

漢検マスター 2級

オフィス海：著 ̶̶ 税込価格1,050円

赤いシート

A5判 ISBN5203-4

本書は「カバー率」というコンセプトをプラスした新しい問題集です。カバー率
とは、その本で試験の単語や問題をどのくらいカバー（的中・得点）できるかと
いう割合のこと。過去13年間の出題データを徹底分析し、カバー率ほぼ100％を
実現。抜群の的中率を誇る漢検問題集の決定版！平成24年新基準に対応。

カバー率測定問題集

漢検マスター準2級

オフィス海：著 ̶̶ 税込価格1,050円

赤いシート

A5判 ISBN5204-1

本書は「カバー率」というコンセプトをプラスした新しい問題集です。カバー率
とは、その本で試験の単語や問題をどのくらいカバー（的中・得点）できるかと
いう割合のこと。過去12年間の出題データを徹底分析し、カバー率ほぼ100％を
実現。抜群の的中率を誇る漢検問題集の決定版！平成24年新基準に対応。

カバー率測定問題集

漢検マスター 3級

オフィス海：著 ̶̶ 税込価格1,050円

赤いシート

A5判 ISBN5205-8

本書は「カバー率」というコンセプトをプラスした新しい問題集です。カバー率
とは、その本で試験の単語や問題をどのくらいカバー（的中・得点）できるかと
いう割合のこと。過去13年間の出題データを徹底分析し、カバー率ほぼ100％を
実現。抜群の的中率を誇る漢検問題集の決定版！平成24年新基準に対応。

カバー率測定問題集漢検マスター 4級
オフィス海：著 ̶̶ 税込価格1,000円

赤いシート

A5判 ISBN5285-0

本書は「カバー率」というコンセプトをプラスした新しい問題集です。カバー
率とは、その本で試験の単語や問題をどのくらいカバー（的中・得点）でき
るかという割合。過去13年間の出題データを分析し、カバー率ほぼ100％を
実現。抜群の的中率を誇る漢検問題集の決定版！平成24年新基準に対応。

石田美智代：著 ̶̶ 税込価格 1,575円

CD

赤いシート

A5判 ISBN5172-3

最新のハングル能力検定協会発行の公式ガイドブック『合格トウミ』に基づ
き、よく出るジャンルや問題を中心にまとめました。充実した解説で、これ

1冊でしっかり学べます。巻末には、4級、5級それぞれの出題単語、表現を
収録。付録のCD2枚に、リスニング問題の音声および付録の「試験にでる重
要単語・表現」を収録。

一発合格！ 2013年版 介護福祉士国家試験 徹底対策テキスト

赤いシート

介護教員研究会：監修+編集工房Q：著 ̶̶ 税込価格2,079円 B5判 ISBN5262-1
介護福祉士の2012年版テキストです。新カリキュラム、改正された法律に対応
しています。巻頭に、カラービジュアルガイドを置きました。筆記試験対策は、
まぎらわしい用語を理解しやすく、重要なポイントを覚えやすくしています。
実技試験対策の章も設けました。養成校の卒業時共通試験にも対応しています。
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一発合格！よく出るハングル能力検定試験4級・5級問題集

2013年版 介護福祉士 一問一答問題集＆要点マスター

赤いシート

介護教員研究会：監修+編集工房Q：著 ̶̶ 税込価格1,470円 小B6判 ISBN5223-2
本書は、実際の試験で出題頻度が高い選択肢を、○×で答える一問一答形式
の問題に分解し、3章15節に分けて掲載しています。各節の冒頭には、学習の
ポイントと出題傾向を解説しています。また、一問一答形式の後の締めくくり
には、その節の重要なポイントをしっかり覚えられるように図解しています。

ひとりで学べる秘書検定2級・3級テキスト＆問題集
川村みどり：著 ̶̶ 税込価格 1,365円

A5判 ISBN4196-0

秘書検定合格のための知識をわかりやすく、ポイントを絞って解説。2級と3
級の出題範囲は共通しているところが多いので、併せて学習することにより
効率的な対策ができます。巻末には本試験対策として模擬試験もつけました。

個人情報保護士試験徹底攻略テキスト＆問題集
伊藤浩一：著 ̶̶ 税込価格 2,100円

A5判 ISBN4398-8

個人情報保護法及び個人情報保護対策の要点解説、過去問題の紹介から、最
新の事例などに基づいた試験動向の分析、模擬問題、予想問題までがこの1
冊にまとまっています。折込のマークシートを使えば、自宅で模擬試験を実
施できます。

徹底攻略eco検定テキスト＆問題集 第3版
藤倉良：監修 ̶̶ 税込価格 1,890円

赤いシート

A5判 ISBN4901-0

本書は最新の試験内容に完全対応！ eco検定合格のための重要ポイントをわ
かりやすく解説し、効果的な練習問題を揃えたテキスト＆問題集です。キー
ワードや練習問題の解答を赤シートで隠しながら、効率的に学習できます。
また、過去問題を3回分に増やし、取りはずして使える別冊にしました。

資格

資格取得スピード王が教えるeco検定1カ月合格術 第3版
高島徹治：著 ̶̶ 税込価格1,890円

A5判 ISBN5231-7

資格取得のカリスマによる勉強革命の本です。面白く読めて要点がわかる！
図解を盛り込み視覚的にも理解できる！ 暗記事項も「頭だし」で効率よ
く覚えられる！ などわかりやすい工夫が盛りだくさん。過去問題ページも
更新し、読めば読むほど自信がつく公式テキスト完全対応版！

eco検定らくらく要点暗記＆一問一答問題集
高島徹治：著 ̶̶ 税込価格 1,470円

小B6判

赤いシート

ISBN4958-4

資格取得スピード王による試験直前の力試しに最適な問題集。一問一答形式
だから素早く理解度を確認でき、弱点補強が可能。また覚えておきたい重要
項目は簡単に暗記できるように図解整理。さらには隠して覚える赤シートを
使えば短時間で実力がグーンとアップ！
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これ1冊で合格！ eco検定集中テキスト＆問題集
藤倉良：監修 ̶̶ 税込価格1,500円

赤いシート

A5判 ISBN5310-9

2012年2月に改訂された公式テキストに完全対応した最新版。過去12回分の
試験から頻出テーマ・キーワードを徹底分析してあるので、出題ポイントを
効率よく学習できます。一問一答形式の練習問題、模擬試験、別冊の「試験
直前3日で攻略エコキーワード」付きなので、これ1冊で試験対策は万全です。

ひとりで学べるメンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種 第2版
高橋修：著 ̶̶ 税込価格 2,100円

赤いシート

A5判 ISBN4773-3

職場のメンタルヘルス対策に力を入れる企業が増える今、注目されている検
定です。本書では、精神医学、心理学、労働法学など多岐にわたる試験範囲
のポイントをコンパクトにまとめました。章末のチェックテスト・巻末の模
擬試験で検定対策は万全です。

’12－’13年版 臨床心理士試験 徹底対策テキスト＆予想問題集
心理学専門校ファイブアカデミー：著 ̶̶ 税込価格 2,415円 A5判 ISBN5194-5
本書では、基礎心理学、研究法、心理査定、精神症状、心理療法、心理面接
などを解説し、臨床心理士の試験だけでなく、指定大学院の入試にも役立つ
内容になっています。試験対策として、論文記述試験、口述面接試験などを
詳しく解説するとともに、2回分の予想問題を別冊として付けました。

一発合格！国内旅行業務取扱管理者試験テキスト＆問題集 第2版
児山寛子：著 ̶̶ 税込価格 1,575円

赤いシート

A5判 ISBN5070-2

旅行代理店、航空会社、ホテルに勤務する人や、ツアーオペレーターに必須
の資格です。専門学校、大学、企業等で講義に定評のある著者が、そのノウ
ハウに沿って出題内容を効果的にまとめました。苦手な人の多い運賃計算に
ついては、豊富な例題を掲載するとともに解説を充実させました。
赤いシート

山根義信：監修＋臼井一博＋柴田珠美：著 ̶̶ 税込価格 1,890円 A5判 ISBN4618-7
労働安全衛生法により、常時50人以上の労働者を使用する事業上に選任する
ことが義務づけられている公的資格が衛生管理者です。本書は、第1種、第2
種試験に完全対応した参考書です。ポイントごとにキーワードを示し、また
学習効果を確認するための問題を掲載しています。

資格取得スピード王が教える衛生管理者第1種・第2種1カ月合格術
高島徹治：著 ̶̶ 税込価格 1,890円

A5判 ISBN4834-1

資格王が一発合格をめざす人のために試験対策を徹底指導！図解や難しい言
葉のふりがなはもちろん、法律用語や作業場に特有の科学物質名なども、で
きるだけ説明をつけて解説。また必須キーワードの解説や記憶法、さらには
練習問題も収録しました。
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一発合格！衛生管理者第1種・第2種完全攻略テキスト

2012−2013年版

赤いシート

30日で完全制覇！資格取得スピード王の第1種衛生管理者らくらく要点暗記＆一問一答問題集
高島徹治：著 ̶̶ 税込価格1,600円

B6変判 ISBN5266-9

30日間で合格できるように直近の過去問題を研究し、出題される可能性が高
い範囲に的を絞り作成しました。
「労働生理」
「関係法令」
「労働衛生」の各分
野ごとに重要ポイントや勉強方法などを分かりやすく解説しています。重要問
題も★の数でランクを示しました。さらに平成23年度4月公表の問題も掲載！

2012−2013年版

赤いシート

20日で完全制覇！資格取得スピード王の第2種衛生管理者らくらく要点暗記＆一問一答問題集
高島徹治：著 ̶̶ 税込価格1,400円

B6変判 ISBN5267-6

20日間で合格できるように直近の過去問題を研究し、出題される可能性が高
い範囲に的を絞り作成しました。
「労働生理」
「関係法令」
「労働衛生」の各分
野ごとに重要ポイントや勉強方法などを分かりやすく解説しています。重要問
題も★の数でランクを示しました。さらに平成23年度4月公表の問題も掲載！
赤いシート

30日で完全制覇！

資格取得スピード王の第1種衛生管理者らくらく要点暗記＆一問一答問題集 2011-2012年版
高島徹治：著 ̶̶ 税込価格 1,680円

B6変判 ISBN5120-4

30日間で合格できるように直近の過去問題を研究し、出題される可能性が高
い範囲に的を絞り作成しました。区切りのよい箇所では、それまでの範囲の要
点を図説し復習ができます。また著者オリジナルの記憶法も紹介！重要問題も
★の数でランクを示しました。さらに平成22年後期の公表問題を全問掲載！
赤いシート

20日で完全制覇！

資格取得スピード王の第2種衛生管理者らくらく要点暗記＆一問一答問題集 2011-2012年版
高島徹治：著 ̶̶ 税込価格 1,470円

B6変判 ISBN5121-1

20日間で合格できるように直近の過去問題を研究し、出題される可能性が高
い範囲に的を絞り作成しました。区切りのよい箇所では、それまでの範囲の要
点を図説し復習ができます。また著者オリジナルの記憶法も紹介！重要問題も
★の数でランクを示しました。さらに平成22年後期の公表問題を全問掲載！

資格

集中レッスン 保育士試験徹底攻略テキスト＆問題集
柴崎正行：監修 ̶̶ 税込価格 1,575円

赤いシート

A5判 ISBN4647-7

保育士試験を受験される方のためのテキスト＆問題集です。幅広く問われる
出題範囲をわかりやすく解説し、解くに狙われやすい部分を重点的にまとめ
ました。過去の出題傾向を分析し、最新の動向も盛り込みましたので、効率
よく合格が狙えます。

一発合格！登録販売者試験完全攻略テキスト＆問題集
蜂谷正博：著 ̶̶ 税込価格 2,415円

赤いシート

A5判 ISBN4738-2

今注目の資格、登録販売者試験の受験対策本です。テキスト部分では広範な
試験範囲のポイントをしっかり押さえているので、「出るところ」を赤シー
トを使って効率的に学習できます。各章に練習問題と巻末に模擬試験を収録
しました。
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一発合格！登録販売者試験らくらく要点暗記＆一問一答
蜂谷正博：著 ̶̶ 税込価格 1,680円

新書判

ISBN5114-3

登録販売者試験の広い試験範囲を効率よく学習できる要点整理付きの一問一答
集です。コンパクトサイズだから、通勤・通学時間や空き時間を活用して短時
間で学習できます。一問一答は充実の問題数。要点整理ページとともに赤シー
トで隠して使えるので、忙しい方や直前対策をしたい方にも最適な一冊です。

一発合格！販売士3級完全攻略テキスト＆問題集 第2版
山口正浩：監修 ̶̶ 税込価格1,680円

赤いシート

A5判 ISBN5261-4

平成24年7月の試験から適用される「3級販売士ハンドブック」の改訂版に全
面対応。また、試験制度の変更に伴い、新試験に対応した模擬試験も収録し
ました。最新の過去問を含む出題傾向を徹底分析し、
「過去問ランキング」を
掲載しているので、よく出るところを効率よく学習できるようになっています。

一発合格！知的財産管理技能検定3級テキスト＆問題集
斉藤達也：著 ̶̶ 税込価格 2,310円

赤いシート

A5判 ISBN4894-5

出題ポイントを押さえた解説に章末テストと模擬試験1回分を収録しました。
実技試験対策もしっかりできるよう、具体的な事例をイラストを交えて解説
しています。キーワードを隠して覚えられる赤シート付き。学科も実技もこ
れ1冊で完璧に対策できます。

一発合格!貸金業務取扱主任者完全攻略・テキスト＆実践問題集

赤いシート

鶴巻暁＋大塚幸太郎：著 ̶̶ 税込価格 2,310円 A5判 ISBN4953-9
はじめてでも、これ一冊だけで貸金業務取扱主任者試験に合格できるテキス
ト＋問題集です。法律のエキスパートがこれ以上ないほどわかりやすくかみ
砕いて解説しているので、高得点で試験を突破できる実力が身につきます。
別冊の直前対策を携帯しておけば、いつでも思いついたときに重要ポイント
が確認できます。

採用情報研究会：著 ̶̶ 税込価格1,365円 A5判 ISBN5232-4
就職戦争に勝つには、まず自分を知ることです。エントリーシートの記入や面
接での受け答えの準備となる、自己分析の実践法を解説。本書に従って簡単
なチェックをすることにより、自分の隠れた能力や実力を効果的にPRできる
ようになります。最新の業界、企業情報など、相手を知るための資料集も充実。

2014最新版 史上最強 SPI&テストセンター超実戦問題集
オフィス海：著 ̶̶ 税込価格1,365円

A5判 ISBN5233-1

頻出問題を掲載し、最速の問題解釈、メモの取り方や計算方法など素早く確
実に解ける解法を解説しました。40分で現在の合格レベルが判定できる模擬
テストも収録。練習問題や模擬試験の解答が別冊になっているので答え合わ
せが簡単です。いろいろな解き方ができるSPI2に対応して豊富な別解も紹介。
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2014最新版 史上最強自己分析＜驚異の＞超実践法

2014最新版 史上最強 一般常識+時事【一問一答】必須＆重要問題集
オフィス海：著 ̶̶ 税込価格1,260円

赤いシート

A5判 ISBN5234-8

過去問分析と大学生の聞き取り調査を元に「政治」「経済」関連の時事問題
から「国語」
「数学」
「英語」
「地理・歴史」などの一般常識まで幅広く問題
を収録。隠して覚える赤シートを活用し弱点箇所の拾い読みも可能。さらに
「暗記方法」
「知って得する知識」など効果的に記憶できるミニコラムも充実。

2014年版 ダントツ一般常識＋時事一問一答問題集
オフィス海：著 ̶̶ 税込価格1,050円

赤いシート

B6変判 ISBN5239-3

人気企業の一般常識問題を徹底分析し、一問一答形式に編集し、コンパクト
にまとめた就職活動用の一冊。一般企業対応、マスコミ対応、最新時事問題、
業界別問題の4章構成になっており、目的に応じて使えるようになっています。
問題数は約4800問と、圧倒的な問題数を誇り、文字を隠せる赤シートが付属。

2014年版 ダントツSPI2一問一答問題集

赤いシート

リクルートメント・リサーチ＆アナライシス：編 ̶̶ 税込価格1,050円 B6変判 ISBN5240-9
就職活動を行う学生を対象としたSPI2の対策書。最大のシェアを誇るSPI2を中心
に、SCOA、TAPといった他の検査も含んだ適性検査対策の決定版です。頻出問
題を厳選し、約1200問掲載。一問一答形式なので、短い時間でも効果的に学習で
きるはずです。付属の赤シートを使って、解答を隠せば、気軽に勉強できます。

2014年版 ダントツ面接+エントリーシート ズバリ必勝対策
採用情報研究会：著 ̶̶ 税込価格1,050円 B6変判 ISBN5241-6
就職活動を行う学生を対象とした面接とエントリーシートについて詳しく、
わかりやすく解説した一冊です。定番質問66問とその回答102例を紹介し、
各質問に「質問のねらい」
「回答ポイント」「模範回答例」「似た質問例」を
掲載し、面接やエントリーシートに役立つコツがすんなり頭に入るはずです。

就職

史上最強の転職が決まる面接の受け方
採用情報研究会：著 ̶̶ 税込価格 1,365円 A5判 ISBN4043-7
新卒向けの就活本やビジネスマナーの本ではフォローできない、「離職理由」
「失業中の行動」
「志望理由」など微妙な質問に対する回答例と、これまで
の経験や能力を上手にアピールする方法を重点的に解説。

企業が絶対ほしくなる

最強の転職面接テクニック

GJパートナーズ株式会社：著 ̶̶ 税込価格 1,365円 A5判 ISBN5041-2
転職希望者が面接を成功させるために必要な、基礎知識からとっておきのテ
クニックまでを丁寧に解説しています。満足のできる転職を可能にする自己
分析の仕方や、転職者のタイプ別のモデルトーク例が満載で読者それぞれに
あった面接のテクニック法が見つかります。

156

史上最強の履歴書・職務経歴書はこう書け！
採用情報研究会：著 ̶̶ 税込価格 1,365円 A5判 ISBN4060-4
転職者は、前職をどうして辞めたか、これまでどのような仕事をし、実績を
上げてきたかを説明する必要があります。本書は、職種や経験の有無などケー
ス別に具体性を持たせた例を多数紹介しています。

企業が絶対会いたくなる 最強の履歴書・職務経歴書
GJパートナーズ株式会社：著 ̶̶ 税込価格 1,260円 A5判 ISBN5053-5
中途向け転職・再就職支援活動を行っている著者が、成功するためのノウハ
ウをわかりやすく指導します。履歴書･職務経歴書を作成する前に大切な自己
分析、積み上げたキャリアの整理、これからのキャリアプランの設定など自分
の将来を形作る実戦テクニックを図解します。転職への自信が沸いてくる1冊。

史上最強の成功する転職ガイド
採用情報研究会：著 ̶̶ 税込価格 1,365円 A5判 ISBN4404-6
転職したいと思い立ったはいいが、何から手をつければいいか皆目見当がつ
かない。そんな人を対象に転職のノウハウをわかりやすく解説したのが本書
です。転職の基礎知識から、会社の選び方、情報収集、内定後の行動までか
ゆいところに手が届く内容となっています。

史上最強の転職者用SPI2よくでる問題集
未来舎：著 ̶̶ 税込価格 1,365円

A5判 ISBN4959-1

転職や昇進を目指す場合、どうしても勉強時間に制限があります。この本で
は短時間で実力がアップするよう、解答のポイント、注意点、解くコツを一
目でわかるように工夫しました。また問題ごとの頻出度を示し、優先すべき
問題もすぐにわかります。

就職
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