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ぼく、 一般財団法人 職業訓練教材研究会の
マスコット キョウザイ犬のショッ君です。
これから、 本の中や HP などでドンドン活躍します。
どうぞ、 よろしくお願いします。

2022 年
五

訂

建築Ⅱ
３月 発刊
予定

－木質構造・建築材料・仕様・積算編－

ISBN978-4-7863-1165-9
B ５判

278 頁

定価 2,068 円（本体 1,880 円）（予価）

全体を通して見直し、さらに近年の工法を項目と
して新たに追加して内容の充実を図りました。ま
た文章と図・表の関係を明確にし、より理解を深
められるようにしました。
第６節

金属

第1節

在来軸組構法

第7節

ガラス及び粘土製品

第2節

枠組壁工法

第8節

左官材料・吹付け材料

第3節

木質プレハブ工法

第9節

高分子材料

第4節

集成材構造

第10節

その他の材料

第5節

丸太組構法

第11節 シックハウス及び建設材料の

第6節

和風造作

第１章

第２章

木質構造

建築材料

リサイクル
第3章

仕様・積算

第１節

木材

第1節

仕様

第２節

木質材料

第2節

積算

第３節

木質構造用金物

第４節

石材

第５節

セメント，コンクリート及び
その製品

－1－

新刊書籍

四

訂

建築生産概論
３月 発刊
予定

ISBN978-4-7863-1164-2
B ５判 108 頁
定価 1,188 円（本体 1,080 円）（予価）

構成を見直し、章の並びを変更しました。加えて
文章と図・表の関係を明確にし、より理解を深め
られるようにしました。
また、BIM、建設ロボットなど新しい技術にも触れています。

第 1 章 建築生産の特質

第5章

日本の建築生産のあゆみ

第1節

製品の形態

第1節

原始から古代の建築生産

第2節

生産のしくみ

第2節

中世から近世の建築生産

第3節

近代から現代の建築生産

第２章

建築の生産過程 -1（工事契約まで）

第6章

これからの建築生産

第１節

需要と企画

第２節

設計

第1節

建築を取り巻く社会

第３節

発注と契約

第2節

新しい建築生産

第４節

積算

第3章

建築の生産過程 -2（施工）

第1節

工程管理

第2節

品質管理

第3節

安全・衛生管理

第4節

労務管理

第5節

原価管理

第6節

施工管理組織

第4章

建築生産の関係者

第1節

設計者・工事監理者

第2節

工事施工

第3節

建設労働者

－2－

ベーシックマスター

安全衛生
２月 発刊
予定

ISBN978-4-7863-1163-5
Ｂ５判
定価 1,100 円（本体 1,000 円）（予価）

スリム化と充実化をはかり、より使いやすいテキ
ストを目指しました。
・統計データを更新（令和２年確定）
・情報機器作業、リスクアセスメントなど一部内容を更新
・事故発生時の対応をポイントを絞ってスリム化
・ISO 45001 等を追記。
第１章

安全衛生のあらまし

第４章

事故発生時の対応

第５章

職場と健康

第１節

災害発生のメカニズムと傾向

第２節

統計からみる労働災害※

第１節

職業性疾病

第３節

災害を発生させやすい要因

第２節

メンタルヘルス※

第３節

過重労働

第２章

職場の安全対策の基本

第６章

安全衛生の法規および管理

第１節

安全の基本

第２節

作業服装と保護具

第１節

安全衛生法規※

第３節

転倒防止

第２節

リスクアセスメント※

第４節

ヒューマンエラー事故防止の取り組み※

第３節 労働安全衛生マネジメントシステム※

第３章

労働環境と安全対策

第１節

手工具

第２節

機械

第３節

電気

第４節

墜落・転落の安全対策

第５節

情報機器作業※

第６節

ものの取り扱い・運搬作業

第７節

爆発・火災の安全対策

第８節

化学物質の安全対策※

第４節

職場の安全衛生管理

巻末付録 演習問題にチャレンジしよう！
（ＫＹＴ、ヒヤリ・ハット）※

※：今回の変更箇所
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おすすめ書籍

よくわかる

建築構造

ISBN978-4-7863-1141-3
B ５判

62 頁

定価 924 円（本体 840 円）

第 1 章 建築構造の概要
建築構造とは／建築物の成り立ち／建築構造の分類／建築物に
はたらく力／他
第 2 章 木質構造
構造の特徴／構造形式／木材の接合／基礎／軸組／小屋組
／床組／階段／他
第 3 章 鉄筋コンクリート構造
鉄筋コンクリート構造の特徴／地盤と基礎／主体構造／他
第 4 章 鉄骨構造
構造の特徴と構造形式／構造用鋼材／鋼材の接合／他

よくわかる

構造力学

ISBN978-4-7863-1142-0
B ５判

112 頁

定価 1,155 円（本体 1,050 円）

第１章 構造力学に必要な物理と数学
さまざまな力／力のつり合い
第２章 建築構造物に作用する力
建築とは何だろう／建築に作用する力
第３章 構造物の種類と支点反力
支持の種類／静定構造物、不静定構造物そして不安定構造物／
反力
第４章 静定構造物の応力
第５章 トラスの応力
第６章 断面の性質と応力度
第７章 長柱の座屈
第８章 梁のたわみとたわみ角 第９章 地盤と基礎

よくわかる

建築設備

ISBN978-4-7863-1143-7
B ５判

66 頁

定価 880 円（本体 800 円）

第１章 建築設備の概要
設備の種類／設備の計画
第２章 給排水・衛生設備
給水設備／給湯設備／排水設備／浄化槽設備／衛生器具設備
第３章 電気設備
電気設備／電気工事／照明設備／昇降設備／情報通信設備
第４章 空気調和設備
空調設備／換気設備／冷房設備／空気清浄
第５章 その他の設備
ガス設備／消防設備／防犯設備／その他の設備
第６章 次世代住宅
－4－

よくわかる

建築法規

ISBN978-4-7863-1161-1
B ５判

68 頁

定価 770 円（本体 700 円）

第１章 建築法規の概要
建築基準法とは／法令用語と用語の定義
第２章 防火と避難
防火地域内の建築物の構造制限／準防火地域内の建築物の構造制限／他
第３章 都市環境
土地利用／道路／建築物の密度・形態規制
第４章 一般構造と構造強度
敷地の衛生および安全／他
第５章 建築手続
確認申請が必要な建築物等／他
第６章 建築関係法規
建築士法／建設業法／耐震改修促進法およびバリアフリー法／他

よくわかる

建築の安全衛生

ISBN978-4-7863-1145-1
B ５判

60 頁

定価 770 円（本体 700 円）

第１章 安全について学ぶために
労働災害の推移／建設業における労働災害の特徴／他
第２章 安全衛生のために
服装／保護具／墜落制止用器具／整理整頓／通路／他
第３章 作業と安全
労働災害発生の確率／高いところでの作業／他
第４章 安全のための組織と活動
安全に関する現場組織／安全教育／危険予知／他
第５章 いざという時の対応
いざという時に備えて／一般的な注意事項／他

よくわかる建築シリーズ 【付録】測

量

ベーシックマスターよくわかる「建築構造」「構造力学」「建築設備」「建築
法規」「建築の安全衛生」のうち、いずれかお買い上げの際に、希望者に１
部お送りいたします。
よくわかる建築シリーズを書店にてお求めの場合は、ご注文後、当会にご連絡ください。
TEL 03-3203-6235
● PDF 公開中
当社のホームページ（http://www.kyouzaiken.or.jp）から PDF 版データをダウンロー
ドできます。ご活用ください。
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おすすめ書籍

－6－

－7－

新刊書籍

西洋料理

料飲接遇サービス技法

【監修】一般社団法人

日本ホテル ･ レストランサービス技能協会

ISBN978-4-7863-1166-6

２月

発刊
予定

Ａ４判

定価 3,718 円（本体 3,380 円）

３つのわかりやすさをテーマに大改訂
レストランサービス技能検定の必携教本として長年ご愛顧
いただいている本書がリニューアルしました。
Ａ４判、２色カラーでイラストを今までより多く掲載した
ことで，初心者から上級者までレストランサービスに従事す
る方のバイブルとしてより読みやすく，わかりやすい内容と
なっています。

わかりやすい

『基礎からわかるレストランサービススタンダードマニュアル』と併せてご活用いただ
くことで，より充実した学習が可能となっています。
第１章 食材・飲料等の基礎知識		
第３章 宴会とレストランサービス
第５章 施設管理			
第７章 食品衛生および公衆衛生		

第２章
第４章
第６章
第８章

接客の基本
食文化
苦情対応と遺失物の取扱い
安全衛生

洗練されたページ構成と簡潔なイラストで
わかりやすさが大幅にアップ！

－8－

基礎からわかる

レストランサービス

ビ
総ル

スタンダードマニュアル

ISBN978-4-7863-1156-7

A ４判

150 頁

定価 3,630 円（本体 3,300 円）

イラストと動画で接客の基本を解説！
外国人スタッフや留学生にも学びやす
くなりました！！
ご要望にお応えして「ひと目でわかるレストランサービスの基本」
を総ルビ版にリニューアルしました。
フルカラーのイラストと動画による実技解説に加えて、レストラ
ンサービス業務に必要な基本知識を「知識編」として新たに付け加
えることで、業務全般を幅広く身につけることができます。レスト
ランサービスに従事している方、これから目指す方にとって手元に
置いておきたい一冊です。

第１章 知識編
section01 笑顔から始まる接客の基本／ section02 レストラン部門の組織／ section03 什器備
品の知識／ section04 食器の取扱いと管理／ section05 レストランの管理業務／ section06
テーブル・クロスのセッティング／ section07 レストランのナプキン・フォールド／ section08
テーブル・セッティング（朝食）／ section09 テーブル・セッティング（昼食）／ section10
テーブル・セッティング（ディナー）／ section11 サービストレイ／ section12 プレート・サー
ビス／ section13 テーブルマナーの知識／ section14 食前酒／ section15 魚介類のサービス
／ section16 サーバーの使い方／ section17 チーズのサービス
第２章 実技編
section01 接客サービス
お迎えの姿勢～席へのご案内と着席補助～メニューの提示と本日のおすすめ料理の説明～注文の受
け方と復唱・確認～水のサービス～注文に応じたセッティング～パンのサービス～スープのサービ
ス～魚・肉料理のサービス～ゲリドンまたはワゴンでの盛り付け方～プラッターによるサービス～
皿盛り料理の出し方～ソースのかけ方～サイドサラダのサービス～皿の下げ方～小皿などの下げ方
～デザートのサービス～ケーキ・デザートの置き方～コーヒー・紅茶のサービス～お見送り～片付け
～忘れ物のチェックとパンくずの処理～リセット～グラスのセット～トレイの持ち方～皿の持ち方
section02 ワインの抜栓とサービス
白ワインの抜栓とサービス～赤ワインの抜栓とサービス～スパークリングワインの抜栓とサービス
section03 フルーツのカッティングとサービス
オレンジのカッティングとサービス～キウイフルーツのカッティングとサービス
＊動画について
携帯電話、スマホ等で本文中の QR コードをスキャンすれば動画を
見ることができます。

－9－

キウイフルーツ
のカッティング
サービスの模範
演技がご覧いた
だけます。

おすすめ書籍

実践技術者のための

安全衛生工学
ISBN978-4-7863-1152-9
A ４判

224 頁

定価 2,200 円（本体 2,000 円）

これからの実践技術者のために必要な
安全衛生の教科書です！！
「安全工学－実践技術者のための－」が「実践技術者のための

安全衛生工学」として

平成 29 年 11 月末に内容を全面的に見直して刊行いたしました。A ５判から A ４判に変
更して、表やオリジナルイラストを大幅に増量し、ビジュアル面からも大変わかりやすく
なりました。
「リスクアセスメント」「予防安全」「本質的安全確保」などを習慣的に意識させるため、
必要な知識の習得だけでなく、災害事例等を考察していきます。「人間」「技術」「組織」
で安全を確保するという考え方を基本に、リスクを正しく理解し把握する習慣、リスク低
減方法の順序などを身につけていくことができるように構成しています。
第１章

労働災害と安全衛生の概観

安全衛生の基本理念／労働災害の現状／災害発生の要因
第２章

労働災害防止の科学

安全とは何か／リスクアセスメント／リスクアセスメントの実施方法
第３章

安全確保の基本行動

作業服装と保護具／作業環境の整備／各作業における安全の基本／作業の標準化／作
業開始前点検等／安全衛生教育と就業制限
第４章

安全のための技術

人間の基本特性と安全技術／機械・設備の特性と安全技術／安全技術
第５章

生産設備（機械・設備）の安全確保

金属加工機械/木材加工機械／フォークリフト／クレーン／産業用ロボット／ボイラー
第６章

安全衛生管理

労働安全衛生マネジメントシステム（OSHMS）／職場の安全衛生管理体制／労働衛生３
管理／防災
第7章

関係法規

労働安全衛生法関係／機械安全に係る国際規格
－ 10 －

アイコンの意味
新刊

２色刷

おすすめ

－研究開発を主眼とした－

生 産工学入門
坂本重関

著

Ａ５判・248 頁

定価 748 円（本体 680 円）
ISBN978–4–7863–0203–9

生産工学概論Ⅰ
Ａ５判・304 頁

定価 748 円（本体 680 円）
ISBN978–4–7863–1027–0

生産工学概論Ⅱ
Ａ５判・102 頁

定価 277 円（本体 252 円）
ISBN978–4–7863–1028–7

ロングセラー

初学者向け

売れてます

〔厚生労働省認定教材「生産工学概論」教科書〕
１．科学主義工業時代の到来
２．研究開発と生産工学
３．生産工学の内容 ４．工業経営の本質
５．単純化・標準化・専門化・規格統一・分
類および記号 ６．工場組織 ７．工場計画
８．Factory Automation（FA）と生産工学
９．自動化による管理
10．コスト・イノベーションの時代／他
＜厚生労働省編＞
１．生産と工場 生産とは／他
２．生産の合理化
３．生産活動の分析 工程分析／他
４．計画と統制 生産計画／他
５．作業の改善と標準化 作業研究／他
６．品質の保証
７．工場における物の流し方－運搬－
８．原価計算 ９．設備の保全
＜厚生労働省編＞
１．経営と管理
３．経営と人間
５．経営と生産
７．経営と原価
９．経営と会計
11．経営と職場

－ 11 －

２．経営と組織
４．経営と資本
６．経営と販売
８．経営と情報
10．経営と利益

普通課程用教材

普通課程用教材

普通課程用教材
ベーシックマスター

安 全 衛 生
B ５判・2 色

定価 1,100 円
（本体 1,000 円）
（予価）
ISBN978-4-7863-1163-5

１．安全衛生のあらまし 災害発生のメカニズム
と傾向／統計からみる労働災害／災害を発生させやすい要因
２．職場の安全対策の基本
３．労働環境と安全対策 手工具／機械／電気／
墜落・転落の安全対策／情報機器作業／ものの取り扱い・
運搬作業／爆発・火災の安全対策／化学物質の安全対策
４．事故発生時の対応
５．職場と健康 職業性疾病／メンタルヘルス他
６．安全衛生の法規および管理 安全衛生法規／
リスクアセスメント／労働安全衛生マネジメントシステム／他

（四訂版）

製図の基礎

－厚生労働省認定－

定価 1,135 円（本体 1,032 円）
ISBN978–4–7863–1125–3

１．製図一般事項 図面／製図用具／線と文
字／尺度
２．基礎図法 平面画法
３．機械図面の表示法 図形の表示法／断面
図の表示法／寸法の記入法／仕上げ面の表示
法／他
４．図面の管理 5．立体製図 立体の投影
／軸測投影／立体図／他 6．CADシステム

（三訂版）

－厚生労働省認定－

B ５判・168 頁

材 料 力 学
Ｂ５判・168 頁

定価 1,463 円（本体 1,330 円）
ISBN978–4–7863–1101–7

機械及び電気
Ｂ５判・144 頁

定価 1,208 円（本体 1,098 円）
ISBN978–4–7863–1029–4

１．材料力学の基礎 荷重／応力／ひずみ／
応力とひずみの関係／他
２．単純応力 引張応力、圧縮応力及びひず
み／ポアソン比／弾性係数／他
３．はり はりとつり合い／片持ばり／単純
ばり／他
４．軸 軸とねじり／ねじり応力／他
５．柱 柱と座屈／他
－厚生労働省認定－
〔機械〕
１．機械 ２．機械要素 ねじ／締結部品／
他 ３．工作機械 旋盤／ボール盤／フライ
ス盤／他 ４．機械一般 原動機／送風機、
空気圧縮機、ポンプ／運搬機械
〔電気〕
１．電気の基礎 ２．電気測定 ３．電気機
器 ４．電気応用 ５．発・送・配電および
屋内配線 ６．エレクトロニクス

－ 12 －

溶

接〔 Ⅱ 〕

－専攻学科特殊溶接法－

Ｂ５判・126 頁

定価 1,145 円（本体 1,041 円）
ISBN978–4–7863–1002–7

溶 接 材 料
Ａ５判・102 頁

定価 556 円（本体 505 円）
ISBN978–4–7863–1058–4

製図一般と
板 金展開図法
Ｂ５判・176 頁

定価 961 円（本体 874 円）
ISBN978–4–7863–0201–5

－厚生労働省認定－
１．各種溶接法 ティグ溶接／ミグ溶接／セ
ルフシールド溶接／サブマージアーク溶接／
プラズマ溶接／他
２．各種金属の溶接
３．各種金属のプラズマ切断及びレーザ切断
４．溶接記号

＜職業訓練教材研究会編＞
１．炭素鋼 炭素鋼／機械構造用炭素鋼鋼材
／他
２．合金鋼 ニッケルクロム鋼鋼材／他
３．鋳鉄・鋳鋼 ねずみ鋳鉄品／球状黒鉛鋳
鉄／他
４．非鉄金属 銅とその合金／軽金属とその
合金／他
５．非金属材料 プラスチック／他
６．材料試験方法
＜職業訓練教材研究会編＞
１．製図共通事項 製図用設備・製図用器具
／他
２．平面画法 線・面・円・面積に関する画
法 ３．投影図法 基本投影図／点・直線・
平面図形の投影／他
４．製図一般 製図法／作図
５．展開図法 平行線法・放射線法・三角形
法による展開図法

（四訂版）

板金工作法及び
プレス加工法
Ｂ５判・192 頁

定価 1,716 円（本体 1,560 円）
ISBN978–4–7863–1138–3

－厚生労働省認定－
１．板金加工の概要と特徴
２．板金材料
３．板金加工の種類及び加工法
４．接合 ５．プレス加工の概要と特徴
６．プレス機械 ７．プレス加工
８．金型の取付け ９．プレス加工の自動化
10．プレス機械の安全 ･ 検査

－ 13 －

普通課程用教材

（改訂版）

普通課程用教材
ベーシックマスター
よくわかる

建 築 構 造
Ｂ５判
・62 頁

鉄筋コンクリート構造の特徴／地盤と基礎／他
４．鉄骨構造
構造の特徴と構造形式／構造用鋼材／他

定価 924 円（本体 840 円）
ISBN978-4-7863-1141-3
ベーシックマスター
よくわかる

構 造 力 学
Ｂ５判
・112 頁

定価 1,155 円（本体 1,050 円）
ISBN978-4-7863-1142-0
ベーシックマスター
よくわかる

建 築 設 備
Ｂ５判
・66 頁

定価 880 円（本体 800 円）
ISBN978-4-7863-1143-7
ベーシックマスター
よくわかる

建 築 法 規
－第２版－
Ｂ５判・68 頁

定価 770 円（本体 700 円）
ISBN978-4-7863-1161-1

１．建築構造の概要
建築構造とは／建築物の成り立ち／建築構造
の分類／建築物にはたらく力／他
２．木質構造
構造の特徴／構造形式／木材の接合／基礎／
軸組／小屋組／床組／階段／他
３．鉄筋コンクリート構造

１．構造力学に必要な物理と数学 さまざま
な力／力のつり合い
２．建築構造物に作用する力 建築とは何だ
ろう／建築に作用する力
３．構造物の種類と支点反力 支持の種類／
他
４．静定構造物の応力
５．トラスの応力
６．断面の性質と応力度 ７．長柱の座屈
８．梁のたわみとたわみ角
９．地盤と基礎
１．建築設備の概要 設備の種類／設備の計画
２．給排水・衛生設備 給水設備／給湯設備
／排水設備／浄化槽設備／衛生器具設備
３．電気設備 電気設備／電気工事／照明設
備／昇降設備／情報通信設備
４．空気調和設備 空調設備／換気設備／冷
房設備／空気清浄
５．その他の設備 ガス設備／消防設備／そ
の他の設備
６．次世代住宅
１．建築法規の概要 建築基準法とは／法令
用語と用語の定義
２．防火と避難 防火地域内の建築物の構造
制限／他
３．都市環境 土地利用／道路／建築物の密
度・形態規制
４．一般構造と構造強度 敷地の衛生および安全／他
５．建築手続 確認申請が必要な建築物等／他
６．建築関係法規 建築士法／建設業法／耐
震改修促進法およびバリアフリー法／他

－ 14 －

建築の安全衛生

３．作業と安全 労働災害発生の確率／高い
ところでの作業／他
４．安全のための組織と活動 安全に関する
現場組織／安全教育／他
５．いざという時の対応 いざという時に備
えて／一般的な注意事項／他

Ｂ５判
・60 頁

定価 770 円（本体 700 円）
ISBN978-4-7863-1145-1

ベーシックマスターよくわかる「建築
構造」
「構造力学」
「建築設備」
「建築法規」
「建築の安全衛生」のうち、いずれかお
買い上げの際に、希望者に１部お送り
いたします。

ベーシックマスター
よくわかる建築シリーズ

【付

測

録】

量

測量の概要
水準測量		
平板測量
建築測量

Ｂ５判・20 頁

非売品
詳細は P. ５をご覧ください。
（五訂）

建

築〔Ⅰ〕

－建築施工・工作法・規く術編－
１．建築施工 施工計画／仮設工事／土工事・
地業工事・基礎工事／木造躯体工事／他
２．工作法 手工具工作／手持ち電動工具と
その使い方／木工機械／構造材の墨付けと切
組み／野地・壁下地／他
３．規矩術 さしがね使用法の基本／規矩術
の勾配基本図／棒隅木／四方転び

定価 1,320 円（本体 1,200 円）
ISBN978–4–7863–1160–4

建

距離測量
角測量
面積の算定

－厚生労働省認定－

Ｂ５判・186 頁

（五訂）

１．安全について学ぶために 労働災害の推
移／建設業における労働災害の特徴／他
２．安全衛生のために 服装／保護具／墜落
制止用器具／整理整頓／通路／資材の保管／他

－厚生労働省認定－

築〔Ⅱ〕

Ｂ５判・278 頁

定価 2,068 円
（本体 1,880 円）
（予価）
ISBN978–4–7863–1165–9

－木質構造・建築材料・仕様・積算編－
１．木質構造 在来軸組構法／枠組壁工法／木質プ
レハブ工法／集成材構法／丸太組構法／和風造作
２．建築材料 木材／木質材料／木質構造用金物／
石材／セメント、コンクリート及びその製品／金属 / ガラ
ス及び粘土製品／左官材料・吹付け材料／高分子材料／そ
の他の材料／シックハウス及び建設材料のリサイクル
３．仕様・積算 仕様／積算

－ 15 －

普通課程用教材

ベーシックマスター
よくわかる

普通課程用教材
（四訂版）

建

築〔Ⅳ〕

Ａ４判・132 頁
２色刷

定価 1,320 円（本体 1,200 円）
ISBN978–4–7863–1137–6

－厚生労働省認定－
－建築計画・製図編－
第 1 章 建築と建築計画
第 2 章 住宅の計画
第 3 章 製図用具
第 4 章 図法
第５章 製図規約
第 6 章 建築設計・製図〔付図〕

（四訂）

建築生産概論
Ｂ５判・108 頁

定価 1,188 円
（本体 1,080 円）
（予価）
ISBN978–4–7863–1164–2

－厚生労働省認定－
１．建築生産の特質 製品の形態／生産のしくみ
２．建築の生産過程－１（工事契約まで）
３．建築の生産過程－２（施工）
４．建築生産の関係者 設計者・工事監理者
／工事施工／建設労働者
５．日本の建築生産のあゆみ 原始から古代の建
築生産／中世から近世の建築生産／近代から現代の建築生産
６．これからの建築生産 建築を取り巻く社会／他

（三訂版）

－厚生労働省認定－

建 築 概 論

１．建築の概論 建築を学ぶために／環境と
建築
２．建築物の種類 用途による種類／構造形
式による種類
３．建築史 日本建築史／西洋建築史／近代
建築史

Ｂ５判・164 頁

定価 1,034 円（本体 940 円）
ISBN978–4–7863–1124–6
（三訂版）

建 築 製 図
Ｂ５判・84 頁

定価 1,100 円（本体 1,000 円）
ISBN978–4–7863–1094–2

－厚生労働省認定－
１．製図用具と使い方 製図用紙／製図用具
／製図用具の使い方 ２．建築製図のきまり
投影法／建築製図の規則 ３．建築図面の目
的と種類 図面の目的／設計図 ４．建築図
面の描き方 製図をはじめる前に／木造建築
の製図／鉄筋コンクリート造建築 ５．透視
図の描き方 一消点透視図の描き方／二消点
透視図の描き方／切妻屋根の描き方

－ 16 －

－厚生労働省認定－

木 工 製 図

１．製図用機器及び製図用紙とその使い方
製図器具
２．製図の基本 製図の基本的事項
３．平面図法
４．立体図法 正投影法／軸測投影及び斜投
影／透視投影

Ｂ５判・132 頁

定価 1,430 円（本体 1,300 円）
ISBN978–4–7863–1095–9
（四訂版）

木工工作法
Ｂ５判・356 頁

定価 3,080 円（本体 2,800 円）
ISBN978–4–7863–1158–1
（改訂版）

－厚生労働省認定－
１．木工具・工作設備 木工手工具の基礎 /
規矩／木口台 , 工作台／といし／刃物と安全
２．工作基本作業 切削と研削の原理／他
３．家具構造 たんす , 戸棚類／机 , テーブル類／他
４．家具工作 製作工程／組立て／他
５．曲げ加工 曲げ木／成形合板
６．特殊合板の製作 ランバーコア合板／フ
レームコア合板／単板の張付け／他
７．装飾工作 面／彫刻／寄せ木／他

定価 1,958 円（本体 1,780 円）
ISBN978–4–7863–1102–4

－厚生労働省認定－
１．木材の知識と塗装の目的 木材の知識／他
２．塗装材料 塗料とは／他
３．塗装による木工製品の仕上げ 塗装仕上
げの種類／他
４．塗装作業法 養生／はけ塗り・へら付け
／機器塗装／他
５．木工塗装の欠陥とその対策 やってはい
けないこと／他
６．安全衛生

（改訂版）

－厚生労働省認定－

木工塗装法
Ｂ５判・184 頁

テ ク ニ カ ル
イラストレーション
（「立体製図の基礎」を改訂し改題）

Ｂ５判・160 頁

定価 1,430 円（本体 1,300 円）
ISBN978–4–7863–1106–2

１．テクニカルイラストレーションの概要
２．投影法 ３．軸測投影
４．基本図形の作図 ５．部品形状と基本部
品の作図法
６．角度 ７．等測図 ８．TI の仕上げ法
９．作図の表現方法 10．TI の歴史
〔付録〕テクニカルイラストレーションの用語

－ 17 －

普通課程用教材

（改訂版）

普通課程用教材
（改訂版）

左

－厚生労働省認定－

官

１．左官の歴史・概要 ２．左官材料 左官
材料／結合材料／混和材料／骨材／補強材料
／建築用仕上塗材 ３．左官下地 躯体下地
／組立下地 ４．左官施工法 左官施工一般
／材料工法別左官施工法／伝統的施工法／鉄
筋コンクリート造における左官施工法／木造
建築における左官施工法／養生及び故障対策
５．左官の仕様及び積算 仕様書／積算

Ｂ５判・360 頁

定価 3,036 円（本体 2,760 円）
ISBN978–4–7863–1104–8

ブロック構造
A ５判・166 頁

定価 438 円（本体 398 円）
ISBN4–7863–1033–6

ブロック材料及び
ブロック施工法

－厚生労働省認定－
１．概説
２．補強コンクリートブロック造 荷重、外
力および応力／他
３．コンクリートブロック造帳壁 帳壁の規
模／厚さ／帳壁の緊結および基礎
４．コンクリートブロックへい ブロックへ
いの規模／構造／配筋／基礎
〔付録〕建築基準法施行令（抜すい）／他
－厚生労働省認定－

定価 1,571 円（本体 1,428 円）
ISBN4–7863–1034–4

１．ブロック材料 セメント／骨材／混和材
料／コンクリート／建築用メーソンリー材料
／鋼材／その他の材料
２．ブロック施工法 機械・器工具・測定具
／施工計画／仮設工事／基礎工事／鉄筋工事
／型枠工事／コンクリート工事／ブロック工
事／試験および検査／関連工事

（改訂版）

－厚生労働省認定－

Ｂ５判・172 頁

タ

イ

ル

Ｂ５判・336 頁

定価 2,662 円（本体 2420 円）
ISBN978–4–7863–1105–5

１．施工法 総説／器工具／段取り／タイル
張り工法／仕上げ及び養生／他
２．材料 タイル／張付け用材料／他
３．タイル下地 モルタル下地／他
４．意匠図案 タイル／色彩
５．見積り 見積条件／見積業務
６．タイルの割付け 基礎知識／方法／例

－ 18 －

－厚生労働省認定－

設備施工系基礎

定価 1,727 円（本体 1,570 円）
ISBN978–4–7863–1103–1

１．建築構造 建築構造の種類と分類／測量、
土工事、地業／木質構造／鉄筋コンクリート
構造／鉄骨構造／鉄骨鉄筋コンクリート構造
／組積式（メーソンリー）構造／安全作業法
２．建築設備 概要／換気・暖房・空気調和
設備／給排水・衛生設備／防災設備／ガス設
備／電気設備／その他の設備

（改訂版）

－厚生労働省認定－

Ｂ５判・188 頁

配 管〔Ⅰ〕

定価 1,980 円（本体 1,800 円）
ISBN978–4–7863–1023–2

１．給水設備 給水装置および専用水道／給
水方式／使用水量／他
２．排水設備 屋内排水設備／他
３．消火設備 概要／屋内、屋外消火栓設備／他
４．給湯設備
５．上下水道設備 上水道／取水・浄水施設／他
６．ガス設備 都市ガス／ＬＰガス設備
７．空気調和設備 概要／他

（改訂版）

－厚生労働省認定－

Ｂ５判・226 頁

配 管 概 論

定価 2,420 円（本体 2,200 円）
ISBN978–4–7863–1081–2

１．水力学の基礎 ２．熱力学の基礎
３．配管材料及び付属品
４．配管用工作機械・電動工具
５．管仕上げ及び組立て法 手仕上げ法／板
金工作法／管の接合法／管曲げ法／せん孔法
／支持金物／他
６．漏れ試験法
７．配管法規 配管設備にかかわる法規／他

（三訂版）

－厚生労働省認定－

Ｂ５判・268 頁

配 管 製 図

Ｂ５判・220 頁
（折込２枚付）

定価 2,090 円（本体 1,900 円）
ISBN978–4–7863–1093–5

１．設備配管製図の基礎 配管製図の基礎／
建築製図の基礎／電気設備製図の基礎
２．設備配管設計製図の実際 給排水・衛生
設備製図の基礎／空気調和設備製図
３．ＣＡＤ ＣＡＤとは／ＣＡＤによる製図

－ 19 －

普通課程用教材

（改訂版）

普通課程用教材
（三訂版）

配管施工法
Ｂ５判・256 頁

定価 2,200 円（本体 2,000 円）
ISBN978–4–7863–1092–8

－厚生労働省認定－
１．給水設備の配管施工法 給水管及び給水装置
／給水管の分水方法／他 ２．給湯設備の配管施
工法 ３．排水、通気及び衛生設備の配管施工法
排水及び通気配管の構成／排水配管の施工法／他
４．消火設備の配管施工法 消火設備 ５．ガス
設備の配管施工法 ガス設備施工上の留意事項／
他 ６．空気調和設備の配管施工法 空気調和設
備の概要／他 ７．被覆施工
被覆施工／管の識別表示

－厚生労働省認定－

被 服 科 学

１．被服材料
被服と材料／繊維／糸／布／その他の材料
２．被服管理
洗浄／しみ抜きその他／染色／保存
３．被服衛生
人間－被服－環境／衣服気候／各種の被服

Ａ５判・138 頁

定価 748 円（本体 680 円）
ISBN978–4–7863–1039–3

被 服 概 論
Ａ５判・306 頁

定価 1,079 円（本体 981 円）
ISBN978–4–7863–1018–8

服 装 美 学
Ａ５判・160 頁

定価 877 円（本体 797 円）
ISBN4–7863–1024–7

管・ダクトの

－厚生労働省認定－
〔被服概論〕
１．被服概論の意義 ２．被服の起源
３．被服の目的 ４．被服の形態
５．様式の変化 ６．被服の種類
７．被服の材料 ８．被服の製作
９．被服生産機械 10．着装 11．はきもの、
帽子、付属品 12．被服経済
〔服装文化史〕
１．服装の変遷 ２．日本服装業界史
－厚生労働省認定－
１．服装美について 服装美と自己表現／服
装美の構成要素、原理、分類
２．衣服デザイン成立要素 色彩と配色美／
柄・模様／素材／部分的形／衣類の種類
３．着装美 生活年齢別の着装美／ステージ
別着装美
４．流行と服装美 ファッションの語義／
ファッション感度別の服装美／流通機構号

－ 20 －

材料の知識
在庫僅少品

A ５判・218 頁

定価 855 円（本体 777 円）
ISBN978–4–7863–1054–6

〔

－厚生労働省認定－
全国板硝子商工協同組合連合会
職業訓練法事業委員会編

〕

１．ガラスの歴史 ２．ガラスの構造 ガラ
スの製法／他 ３．ガラスの科学 構造／組
成／性質 ４．ガラス製品 ガラスの分類／
建築用ガラス製品／他 ５．ガラス取付け用
材料 シーリング材の種類・性質・機能と補
助材料／他 ６．建具（サッシ） 材質によ
る分類／他 ７．建築材料の概説

在庫僅少品
合成樹脂材料

定価 576 円（本体 524 円） ISBN978–4–7863–1046–1

合成樹脂成型法

定価 950 円（本体 864 円） ISBN978–4–7863–1047–8

合成樹脂製図

定価 641 円（本体 583 円） ISBN978–4–7863–1049–2
品切れ次第、絶版といたします。
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普通課程用教材

ガラス

普通課程用教材
（改訂版）

－厚生労働省認定－

植物学概論

１．植物の体のつくりと働き
植物の体と働き／細胞のつくりと働き／組織
／組織系／器官
２．植物の生活
植物の生理／植物の生態

B ５判・152 頁

定価 1,320 円（本体 1,200 円）
ISBN978–4–7863–1118–5
（改訂 2 版）

緑 化 植 物 の
保護管理と農業薬剤
Ｂ５判・228 頁

定価 2,075 円（本体 1,886 円）
ISBN978–4–7863–1147–5
（改訂版）

－厚生労働省認定－
１．保護管理 病害虫・雑草の年間防除計画
／植物材料の選び方 ２．病害虫・雑草防除
の基本 総合的病害虫・雑草の管理／農薬と
は／他 ３．病気の種類と特徴 病気の発生
と仕組み／病原体の種類と特徴／他 ４．害
虫の種類と特徴 害虫の種類／食害性害虫／
吸汁性害虫／他 ５．雑草の種類と特徴 雑
草の種類／雑草の繁殖／他 参考資料

定価 1,665 円（本体 1,514 円）
ISBN978–4–7863–1114–7

─厚生労働省認定─
１．造園の意義と考え方 造園の必要性／造
園の発達と研究 ２．造園の歴史と様式 造
園様式と手法／公園の発生と展開 ３．造園
計画・設計 造園の対象／造園計画／造園設
計／作庭技法／計画・設計の表現手法
４．造園植物材料と植栽技術 植物材料の役
割と特質／植栽による環境の造成／植物管理
５．造園施工・管理 造園設計と施工 造園
施工 参考資料 造園の用語

（改訂版）

－厚生労働省認定－

造園概論とその手法
B ５判・226 頁

造 園 用 手 工 具・
機械及び作業法

A ４判・136 頁

定価 1,540 円（本体 1,400 円）
ISBN978–4–7863–1119–2

１．造園作業用道具と安全衛生 道具・機械
の恩恵／安全衛生作業について ２．用途別
の手工具と機械 剪定用工具／植栽・土工地
ならし用工具／竹垣工作用工具／石材工事用
工具／運搬用具／仕上げ用工具／他
３．その他の工具及び機械類 電動工具／小
型機械類／大型建設機械類

－ 22 －

─厚生労働省認定─

栽培法及び作業法

定価 1,760 円（本体 1,600 円）
ISBN978–4–7863–1113–0

１．栽培法概論 栽培技術／栽培環境／栽培
設備／植物の分類と種類／栽培管理 ２．栽
培作業法 繁殖／育苗／施肥／灌水／除草／
整枝・剪定 ３．樹木の仕立てと移植 樹木
の仕立て・維持管理／植木の移植 ４．芝生
と花壇の造成 芝生の造成と維持管理／花壇
づくり

（改訂版）

─厚生労働省認定─

A ４判・192 頁

土・肥料及び作業法

A ４判・114 頁
（口絵カラー４頁付）

定価 1,451 円（本体 1,319 円）
ISBN978–4–7863–1120–8

１．土 土の生成／土の種類／土の性質
２．土と植物 土の構造／土の酸性と植物／
土の改良
３．肥料 肥料と植物／三要素／三要素以外
の要素／肥料の種類／施肥
４．実習

ご連絡
お待ちしております

ぜひご相談下さい！！
技 能 検 定 用 教 材、企 業 内 教 科 書、社 史、校 史、
学会史、機関誌、社内報、PR 誌、各種研究論文
等の編集、製作のほか動画やアニメーションを
用いた電子教材も専門のスタッフがご助力いた
します。
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普通課程用教材

（改訂版）

一級技能士コース用教材

技能士コース用教材
教

科書とは、技能検定試験の基準及び細目（学科試験）に準拠し、技能士コース用教
科書として、技能者が現場で直接携わる内容ばかりでなく、現場では学習しにくい「安
全衛生」などといった技能検定試験に必要な広範囲の知識についても収録し、自学自習で
きるように編集されたものです。
科目によって、選択科目が設けられています。選択教科書につきましても教科書と同様の
主旨で編集されています。

指

導書とは、技能士コース用教科書を学習するにあたって、その内容を容易に理解で
きるように学習の指針として編集されたものです。
自学自習するにあたっては、指導書の「学習の目標」及び「学習のねらい」をよく理解し
たうえで学習を進めることにより、学習効果を一層高めることができます。教科書の中で
理解しにくいところについては、
「学習の手びき」により理解を深められるよう編集されて
います。
なお、教科書の各章末にある練習問題の解答はこの指導書に記載されています。

一級技能士コース用教材

機

械

加

工

〈教科書〉

科

B ５判・600 頁

定価 3,960 円（本体 3,600 円）
ISBN978–4–7863–3101–5

－厚生労働省認定－

１．工作機械加工一般 工作機械の種類及び
用途／他 ２．機械要素 ねじ及びねじ部品
／他 ３．機械工作法 けがき／手仕上げ／
その他の工作法 ４．材料力学 荷重、応力
及びひずみ／他 ５．材料 金属材料／他
６．製図 ７．電気 ８．安全衛生

〔選択〕〈フライス盤加工法〉
B ５判・116 頁

定価 1,056 円（本体 960 円）
ISBN978–4–7863–3104–6

１．フライス盤の種類、用途、構造及び機能
２．切削工具の種類及び用途
３．切削加工

－ 24 －

仕

上

げ

科

－厚生労働省認定－

〔選択〕〈治工具仕上げ法〉

１．治工具の種類、構造および用途
２．測定機器の種類および用途
３．治工具の製作方法
４．ジグの組立て、調整および保守

B ５判・186 頁

定価 1,603 円（本体 1,457 円）
ISBN978–4–7863–3107–7
〈指導書〉

定価 1,709 円（本体 1,554 円）
ISBN978–4–7863–3106–0

学習の目標 学習のねらい 学習の手びき
学習のまとめ 練習問題の解答

機械・プラント製図科

－厚生労働省認定－

〔選択〕〈機械製図手書き法〉

１．機械要素
２．機械工作法
３．材料試験
４．原動機
５．電気機械器具
６．機械製図と JIS 規格

在庫僅少品

Ｂ５判・388 頁

定価 2,674 円（本体 2,431 円）
ISBN978–4–7863–3114–5
〈指導書〉

A ５判・188 頁

定価 1,297 円（本体 1,179 円）
ISBN978–4–7863–3113–8

建

築

大

工

〈教科書〉

学習の目標 学習のねらい 学習の手びき
学習のまとめ 練習問題の解答

科

B ５判・706 頁

定価 3,995 円（本体 3,632 円）
ISBN978–4–7863–3123–7

－厚生労働省認定－
１．建築構造 木造建築物／他
２．規く（矩）術 規く／他
３．施工法 施工計画／他
４．材料
５．製図
６．建築関係法規
７．安全衛生

〈指導書〉

A ５判・258 頁

定価 1,186 円（本体 1,078 円）
ISBN978–4–7863–3124–4

学習の目標 学習のねらい 学習の手びき
学習のまとめ 練習問題の解答
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技能士コース用教材

A ５判・258 頁

二級技能士コース用教材

二級技能士コース用教材

機

械

加

工

〈教科書〉

科

Ｂ５判・494 頁

定価 4,048 円（本体 3,680 円）
ISBN978–4–7863–3201–2
〔選択〕〈旋盤加工法〉

－厚生労働省認定－
１．工作機械加工一般 工作機械の種類およ
び用途／他
２．機械要素 ねじ及びねじ部品／他
３．機械工作法 けがき／手仕上げ／その他
の工作法
４．材料力学 荷重、応力およびひずみ／他
５．材料 金属材料／他
６．製図 製図の概要／図形の表し方／他
７．電気 ８．安全衛生

１．旋盤の種類、構造、機能および用途
２．切削工具の種類および用途
３．切削加工

B ５判・106 頁

定価 1,090 円（本体 991 円）
ISBN978–4–7863–3009–4
〈指導書〉
A ５判・200 頁

定価 1,272 円（本体 1,156 円）
ISBN978–4–7863–3202–9

仕

上

げ

〈教科書〉

科

B ５判・550 頁

定価 3,952 円（本体 3,593 円）
ISBN978–4–7863–3205–0
〔選択〕〈機械組立仕上げ法〉
B ５判・146 頁

学習の目標 学習のねらい 学習の手びき
学習のまとめ 練習問題の解答

定価 1,240 円（本体 1,127 円）
ISBN978–4–7863–3008–7

－厚生労働省認定－
１．仕上げ法 手仕上げ／けがき／切削工具
の種類および用途／他
２．機械要素 ねじおよびねじ部品／締結用
部品／軸および軸継手／他
３．機械工作法 工作機械の種類および用途
／他
４．材料力学 荷重、応力およびひずみ／他
５．材料 金属材料／他
６．製図 ７．電気 ８．安全衛生
１．機械組立て作業の準備と段取り
２．機械部品の組付けおよび調整
３．機械の組立て、調整作業
４．製品の各種試験方法
５．ジグ、取付け具
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仕

上

げ

〈指導書〉

科

A ５判・218 頁

定価 1,240 円（本体 1,127 円）
ISBN978–4–7863–3206–7

機

械

検

査

科

Ｂ５判・552 頁

定価 4,123 円（本体 3,748 円）
ISBN978–4–7863–3211–1

工

場

板

金

〈教科書〉

学習の目標 学習のねらい 学習の手びき
学習のまとめ 練習問題の解答

－厚生労働省認定－
１．測定法 計測用語／長さの測定／他
２．検査法 測定機器の精度検査／機械部品
の検査／他 ３．品質管理 ４．機械要素
５．機械工作法 ６．材料 ７．材料力学
８．製図 ９．電気 10．安全衛生

科

Ｂ５判・344 頁

定価 2,389 円（本体 2,172 円）
ISBN978–4–7863–3237–1
〔選択〕〈曲げ板金加工法〉
B ５判・50 頁

定価 660 円（本体 600 円）
ISBN978–4–7863–3239–5

－厚生労働省認定－

１．工場板金加工法 板金加工／板取り／せ
ん断（切断）／曲げ、打出しおよび絞り加工
／他 ２．機械工作法 工作機械加工一般／
他 ３．材料 金属材料の種類および用途
４．材料力学 荷重、応力およびひずみ／他
５．製図 図形の表し方／寸法記入／他
６．電気 電気用語／他 ７．安全衛生 労
働災害のしくみと災害防止／他

１．曲げ加工を主とした製品
２．展開と湾曲曲げのある製品
３．アーク溶接部品
４．リベット締めによる部品の組立て

〈指導書〉

在庫僅少品
A ５判・180 頁

定価 1,268 円（本体 1,153 円）
ISBN978–4–7863–3238–8

学習の目標 学習のねらい 学習の手びき
学習のまとめ 練習問題の解答

－ 27 －

技能士コース用教材

〈教科書〉

－厚生労働省認定－

二級技能士コース用教材

建 具 製 作 科
〔選択・木製建具製作法〕
〈教科書〉

A ５判・450 頁

定価 2,531 円（本体 2,301 円）
〈指導書〉

A ５判・278 頁

定価 1,592 円（本体 1,447 円）

塗

装

〈教科書〉

科

B ５判・228 頁

定価 1,709（本体 1,554 円）
ISBN978–4-7863-3001-8
〔選択〕〈金属塗装法〉
B ５判・140 頁

定価 1,175 円（本体 1,068 円）
ISBN978–4–7863–3216–6

木

型

製

作

〈教科書〉

科

A ５判・434 頁

定価 2,531 円（本体 2,301 円）
〈指導書〉

A ５判・396 頁

定価 1,998 円（本体 1,816 円）

－厚生労働省認定－
１．工作法 概説／各種建具の工作法／各種
建具の応用工作／他
２．材料 建具用木材／他
３．仕様および積算 仕様／積算
４．建築大意 建築環境と建具／他
５．設計および製図 製図／他
６．安全作業法

学習の目標 学習のねらい 学習の手びき
学習のまとめ 練習問題の解答
－厚生労働省認定－
１．塗装一般 概説／塗装法の種類／塗装方
法／研磨作業／塗料の調合および調色／養生
／塗料の乾燥／その他の塗料用補助具
２．材料 概説／塗料の構成／塗膜の形成／
塗料、塗膜の性質／塗料各論／塗装用補助材
料／うすめ液
３．塗装欠陥および塗膜試験 塗装欠陥／塗
膜試験
４．色彩 色彩の発生と知覚／分類／他
５．安全衛生

１．被塗装物および素地調整
２．金属塗装の工程
３．金属塗装の方法 塗装方法／各種塗料に
応じた塗装法／被塗装物の種類および用途に
応じた塗装法／機能別塗装／他
－厚生労働省認定－
１．木型製作法 木型の種類および構造／木
型製作の一般的知識／木型用器工具／他
２．材料 概説／木型用木材／他
３．機械工作法 工作機械／寸法測定法／他
４．製図
５．電気 ６．安全作業法

学習の目標 学習のねらい 学習の手びき
学習のまとめ 練習問題の解答

－ 28 －

か わ ら ぶ き 科
〈教科書〉

A ５判・280 頁

定価 2,297 円（本体 2,088 円）

金 属 熱 処 理 科
B ５判・346 頁

定価 2,357 円（本体 2,143 円）
ISBN978–4–7863–3005–6

め

っ

き

〈教科書〉

－厚生労働省認定－
１．鉄鋼材料の組織および変態 ２．基本的
熱処理法 ３．熱処理設備 ４．金属材料
５．金属材料の試験および検査方法
６．品質管理 ７．機械工作法
８．電気 ９．製図 10．関係法令
11．安全衛生
－厚生労働省認定－

科

１．めっき一般 電解液（めっき液）と酸化
還元反応／めっき法則と電気回路／電極と電
気分解／電着機構とめっき／金属材料の性質
２．品質管理 品質保証／工程管理／他
３．公害防止 公害／法規
４．安全衛生 めっき作業上の安全衛生／他

B ５判・94 頁

定価 930 本体 845 円）
ISBN978–4-7863-3003-2
〔選択〕〈電気めっき作業法〉

１．めっきの基礎知識 ２．めっき設備
３．研磨と前処理 ４．めっき各論 ５．そ
の他の表面処理 ６．素材およびめっき材料
７．浴の分析および測定法 ８．試験法と規
格 ９．電気めっき工場の公害防止

B ５判・418 頁

定価 3,098 円（本体 2,816 円）
ISBN978–4–7863–3004–9

金属プレス加工科
〈教科書〉

B ５判・594 頁

１．屋根 瓦葺屋根／瓦葺屋根下地／その他
の屋根／屋根の図面 ２．施工法 器工具お
よび機械／段取り／瓦ぶき工法／施工計画お
よび設備 ３．材料 瓦の歴史および製法／
他 ４．建築構造 ５．安全衛生

定価 4,326 円（本体 3,933 円）
ISBN978–4–7863–3217–3

－厚生労働省認定－
１．金属プレス加工法 金属成型機械／金属
プレス加工の方法／金型／潤滑／加工物に生
ずる欠陥とその防止方法／品質管理
２．材料 ３．材料試験および材料力学
４．機械工作法 ５．油圧および空気圧
６．製図 ７．電気 ８．安全衛生

－ 29 －

技能士コース用教材

〈教科書〉

－厚生労働省認定－

二級技能士コース用教材

電気機器組立て科
〈教科書〉

B ５判・400 頁

定価 2,980 円（本体 2,709 円）
ISBN978–4–7863–3230–2

－厚生労働省認定－
１．電気機器組立て一般 主要な電気機器の
種類、構造、機能および用途／巻線方法／他
２．電気 電気および磁気／電子回路および
制御回路 ３．製図 電気製図／他
４．機械工作法 機械要素の種類、形状およ
び用途／他 ５．材料 金属材料の種類、性
質および用途／他 ６．安全衛生

〈指導書〉
A ５判・164 頁

定価 1,250 円（本体 1,136 円）
ISBN978–4–7863–3231–9

学習の目標 学習のねらい 学習の手びき
学習のまとめ 練習問題の解答

広告美術仕上げ科
〔選択・広告板ペイント仕上げ法〕
〈教科書〉

A ５判・488 頁

定価 2,531 円（本体 2,301 円）
〈指導書〉

A ５判・282 頁

定価 1,592 円（本体 1,447 円）

印

刷

－厚生労働省認定－
１．広告デザイン 概要／レタリング／意匠
図案／色彩 ２．広告物一般 広告物の種類
／広告物の素地の製作／広告物の取付け／広
告物の設計／関係法規／他 ３．広告板面塗
装仕上げ作業法 ４．材料 ５．安全衛生

学習の目標 学習のねらい 学習の手びき
学習のまとめ 練習問題の解答

科

〔選択・オフセット印刷法〕
〈教科書〉

A ５判・466 頁

定価 2,531 円（本体 2,301 円）

－厚生労働省認定－
１．印刷法 総説／描き版、転写版／写真平
版用原版の作製／写真平版用印刷版の作業／他
２．凸版、グラビアその他の製版と印刷
３．製本および加工 ４．材料
５．機械および電気 ６．安全作業法

〈指導書〉
A ５判・366 頁

定価 1,730 円（本体 1,573 円）

学習の目標 学習のねらい 学習の手びき
学習のまとめ 練習問題の解答

－ 30 －

板

金

科

－厚生労働省認定－

〔選択〕〈建築板金加工法〉

１．施工の基礎事項
２．屋根工事
３．ダクト工事
４．指導書編

A ５判・134 頁

定価 802 円（本体 729 円）
〈指導書〉
定価 737 円（本体 670 円）

学習の目標

機械プラント製図科
〔選択〕〈機械製図手書き法〉
在庫僅少品

B ５判・336 頁

定価 2,332 円（本体 2,120 円）
ISBN978–4–7863–3210–4

学習のねらい

学習の手びき

－厚生労働省認定－
１．機械要素
２．機械工作法
３．材料試験
４．原動機
５．電気機械器具
６．機械製図と JIS 規格

〈指導書〉
A ５判・170 頁

定価 1,200 円（本体 1,091 円）
ISBN978–4–7863–3209–8

学習の目標 学習のねらい 学習の手びき
学習のまとめ 練習問題の解答

－ 31 －

技能士コース用教材

A ５判・200 頁

技能検定教材

配管技能士を目指す

よくわかる 建築配管

１・２（分冊）
＜よくわかる建築配管作成委員会編＞

技能検定合格を目指す方々からの「実技は自信があるけど、学科がねぇ。対策本といっても適
当なものが見あたらないし、どうすればいいのか…。」という声にお答えすべく検討を重ねより専
門的かつ幅広い知識の習得に役立つ教材として刊行しました。
技能検定受検のためにはもちろんのこと、その枠に止まらず、訓練校や技術専門校の教科書や
企業内訓練や講習会などの教材として、また、より広い知識や技能の習得を目指す方々のための入
門書としてもご活用いただけるよう編集されています。
（技能検定受験には共通編、建築配管編ともに必要です）

よくわかる 建築配管１ 共通編
B ５判

256 頁

定価 3,300 円（本体 3,000 円）

ISBN978–4–7863–3245–6
１．基礎知識 流体の基礎／熱力学の基礎
２．材料 管／管継手及び伸縮管継手／弁類／ガスケット及びパッキン
／支持金物、ボルト・ナット／配管付属品の種類及び用途／ろう材、溶接
棒、接着剤などの種類及び用途／関連工事用材料の種類、性質及び用途
３．施工法一般 管の接合／管曲げ／せん孔／溶接／管施設の機能試験
／管の被覆及び塗装
４．製図 日本工業規格に定める図示法／等角投影図／材料記号
５．関係法規 関係法令の目的／給排水衛生設備／換気設備，空調設備
／消火設備
６．安全衛生 安全衛生一般／労働安全衛生法とその関係法令

よくわかる 建築配管２ 建築配管編
B ５判

324 頁

定価 3,740 円（本体 3,400 円）

ISBN978–4–7863–3246–3
７．建築構造の種類 木造／鉄筋コンクリート造／その他の建築構造／
日本工業規格の建築製図表示記号
８．関連設備 上下水道施設／給水設備／給湯設備／排水・通気設備／
衛生器具及び汚水設備／消火設備／空気調和設備／冷凍設備／特殊配管
及び配管関連電気設備
９．施工計画 施工計画
10．施工法 給水設備の配管施工法／給湯設備の配管施工法／排水，
通気設備及び衛生器具の配管施工法／空気調和設備の配管施工法／板金
作業法／配管設備図示記号／配管図／ねじ

－ 32 －

職業訓練用図書 ・ その他
11 訂版

職業訓練における

指導の理論と実際

定価 3,927 円（本体 3,570 円）
ISBN978–4–7863–1151–2

職業訓練原理
〈田中

萬年

１．職業訓練原理
２．教科指導方法
３．安全衛生
４．訓練生の心理
５．生活指導
６．職業能力開発関係法規
７．事例研究〔付録〕参考資料
練習問題（別冊）

◆本書は「職業訓練」の原理を詳しく解説す
ることで職業訓練指導員を目指す方や職業訓
練に携わっている方に大いなる確信を得ても
らうと同時に一般の方々にも「職業訓練」の
重要性を知ってもらうための書です。

著〉

◆職業訓練指導員の方にも是非おすすめ致し
ます。

B ５判・240 頁

定価 2,926 円（本体 2,660 円）
ISBN4–7863–9001–1

－ 33 －

◆内 容
１．職業訓練指導員の役割
２．職業訓練の用語 ３．職業訓練の制度
４．職業訓練の成立 ５．職業訓練の歴史
６．職業訓練の内容 ７．職業訓練の計画
８．職業訓練の目的 ９．世界の職業訓練
補論．「職能形成学」の確立

職業訓練用図書・その他

B ５判・450 頁

◆職業訓練指導員の方が、すぐれた技能や豊
富な専門知識を効果的に教習することができ
なければ、養成の成果は期待できません。有
能な指導員たるには、速やかにかつ有効に教
える方法を知っていなければなりません。
本書はこのような観点から職業訓練指導員
の手引書として編集したものであり、職業訓
練指導員、職業訓練関係者、職業訓練指導員
試験受験者の唯一の参考書です。

職業訓練用図書・その他
〔新版〕－特級技能士のための－

◆本書は、広く生産現場で管理・監督にたず
さわる方々のための参考書として、できるだ
け平易・簡潔に編集されたものです。特級技
能検定の基準の細目（学科）にそって作成さ
れていますので、特級技能検定を受検される
方にも、是非ご一読をおすすめ致します。

管 理・ 監 督 の 知 識
〈教材策定委員会編〉

A ５判・360 頁

定価 3,960 円（本体 3,600 円）
ISBN978–4–7863–0400–2

◆内 容
１．工程管理 工程管理の考え方／生産の基
本活動とその流れ／生産形態・生産方式／他
２．作業管理 作業管理の考え方／作業の標
準化／標準時間／余裕率／方法研究／作業測
定の方法／作業改善の原則と手法／他
３．品質管理 品質管理の考え方／品質管理
の国際標準化／品質管理における問題解決／
品質管理の基本的な手法／他
４．原価管理
５．安全衛生管理及び環境の保全
６．作業指導
７．設備管理

（六訂版）
〔技能検定受検必携〕

＜一般社団法人 日本塗装工業会技能委員会 編＞

新しい塗装の知識
A ５判・322 頁

定価 2,305 円（本体 2,095 円）
ISBN978–4–7863–1134–5
お客様の心をつかむ

塗装改修マニュアル
A ５判・152 頁

定価 1,980 円（本体 1,800 円）
ISBN978–4–7863–1153–6

１．塗装一般 塗装の目的／塗装法の種類／
塗料の調合及び調色の方法／塗料の乾燥・硬
化の方法／他 ２．材料 塗料／他 ３．色
彩 色彩の用語／他 ４．安全衛生 塗料の
安全な取扱い及び貯蔵／他 ５．建築塗装法
被塗物の性質及び種類／建築塗装の工程／素
地調整の方法／建築塗装の方法／建築物及び
鉄鋼構造物の種類ならびに特徴 〔参考付録〕
＜一般社団法人 日本塗装工業会 編＞
戸建て住宅編
戸建て住宅の営業／戸建て住宅施工前の準備／戸建て
住宅施工中の留意点／戸建て住宅施工後のポイント
集合住宅編
集合住宅の営業／集合住宅施工前の準備／集合住
宅施工中の留意点／集合住宅施工後のポイント
戸建て住宅・集合住宅 共通編
安心・安全の工事を提供するために／消費者保護
に関する法律

－ 34 －

八訂版

＜一般社団法人

防水施工法

定価 9,900 円（本体 9,000 円）
ISBN978–4–7863–1150–5
実践技術者のための

A ４判・224 頁

定価 2,200 円（本体 2,000 円）
ISBN978–4–7863–1152–9

〈職業訓練教材研究会編〉

A ５判上製・318 頁

定価 3,076 円（本体 2,796 円）
ISBN978–4–7863–0603–7

１．情報工学と実践技術者 情報化社会とは
／情報化社会に求められる実践技術者／他
２．情報工学に関する諸技術 情報工学とは
／情報工学総論／情報工学の周辺技術／計算
機ハードウェア論／計算機ソフトウェア論／
計算機応用システム
３．情報工学実験・学習 情報工学実験・実
習とは／情報工学基礎実験・実習／ハード
ウェア実験・実習／ソフトウェア実習
〔付〕情報技術者案内／マイコン技術者案内

大学だけじゃない

もうひとつのキャリア形成
－日本と世界の職業教育－
〈平沼

高／新井

吾朗

編著〉

◆雇用を見出せない若者に大学進学だけでは
なく、キャリア形成の重要性・必要性をもっ
と知って頂くため、本書を発刊しました。
また進路指導をご担当されている方々、企
業の人事を担当されている方々は是非ご一読
されることをおすすめ致します。

四六判・280 頁

定価 1,572 円（本体 1,429 円）
ISBN978–4–7863–9002–9

－ 35 －

１．日本の若者の職業教育
２．先進諸国の若者の職業教育
３．若者のキャリア形成に求められる社会的基盤

職業訓練用図書・その他

１．労働災害と安全衛生の概観 安全衛生の
基本理念／労働災害の現状／災害発生の要因
２．労働災害防止の科学 安全とは何か／リス
クアセスメント／リスクアセスメントの実施方法
３．安全確保の基本行動 作業服装と保護具／
作業環境の整備／各作業における安全の基本／他
４．安全のための技術 人間の基本特性と安
全技術／機械・設備の特性と安全技術／他
５．生産設備（機械・設備）の安全確保
６．安全衛生管理 ７．関係法規

安 全衛生工学

情 報 工 学

編＞

１．総論 ２．アスファルト系防水
３．合成ゴム系防水 ４．塩化ビニル樹脂系
防水 ５．熱可塑性エラストマー系防水 ６．
エチレン酢酸ビニル樹脂系防水 ７．ウレタ
ンゴム系防水 ８．ゴムアスファルト系防水
９．FRP 系防水 10．セメント系防水
11．保護仕上げ 12．外壁防水 13．建築
防水の変遷 〔付録〕

Ｂ５判・668 頁

－実践技術者のための－

全国防水工事業協会

職業訓練用図書・その他

職業人の入門書！！

就活のいろは

◆前半は提出書類の書き方、服装、面接試験
での対応テクニックなど入社前に身につける
べきこと。
◆後半は入社後に社内・社外で役立つビジネ
スマナー。
◆職業人の基本的スキルを豊富なカラーイラ
ストでわかりやすく解説しているので、コ
ミック感覚で学べる、職業人必読の書です。

ルール＆ビジネスマナー

A ５判・80 頁

定価 770 円（本体 700 円）
ISBN978–4–7863–1136–9
朝礼訓話

時間を守ろう（増補版）
〈北田

利幸

著〉

Ａ５判・102 頁

定価 3,204 円（本体 2,913 円）
ISBN978–4–7863–1057–3
〔七訂版〕職業能力開発促進の

実 務 手 引
平成 14 年 11 月発行

A ５判・710 頁

定価 5,238 円（本体 4,762 円）
ISBN978-4–7863–0307–4

公益法人・
一般法人の運営実務
－河野

正文

著－

B ５判・296 頁

定価 2,640 円（本体 2,400 円）
ISBN978-4–7863–1135–2

◆朝礼の際の訓話は、若い訓練生や研修生の
社会人としての一般教養を高め、自分自身の
生き方、人生を真剣に考える一つのキッカケ
を与え、そして何よりも、若い諸君に「話を
聞く」態度を身につけさせる有効な手段です。
◆本書は職業訓練施設、会社・官公庁などの
研修施設関係者の良き参考書として明日の朝
礼にすぐ使える訓話集です。

１．職業訓練の体系 ２．事業主等の行う職
業能力開発の促進 ３．職業訓練の認定
４．事業主等に対する助成 ５．公共職業能
力開発施設等 ６．職業訓練及び指導員訓練
に関する基準 ７．教材の認定 ８．技能照
査 ９．職業訓練修了者に与えられる資格等
10．職業訓練指導員 11．職業訓練法人
12．職業能力開発協会 13．技能検定
14．社内検定認定制度
〔付録〕職業能力開発促進法 他
第 1 部 担当者なら知っておきたい新法人
制度の概要
１．公益社団・公益財団法人制度の概要他
第２部 わかりやすい一般社団・一般財団法
人の運営
１．一般社団法人の機関
２．一般財団法人の機関他
第３部 提出書類の作成と行政庁への手続
１．公益社団・公益財団法人が作成・提出・
開示する必要がある書類他

－ 36 －

ぼくの身体は巻物です。
いろいろな情報を発信していきます。

書店でご購入の場合
システム・ユニット訓練テキスト以外は「お取り寄せ」が可能です。
お近くの書店にご注文下さい。
なお、一部の書店で当会の書籍を取り扱っていない場合がございま
すので、ご了承下さい。
＊書店にご来店の際は本目録をご持参下さい。お求めの書籍のISBN
コードをお伝え下さい。迅速かつ正確にご注文いただけます。

当会HPからのご注文の場合
http://www.kyouzaiken.or.jp
当会のホームページからご注文下さい。

お電話でのご注文の場合

03 ― 3203 ― 6235

オペレーターがご購入の手順をご案内いたします。

FAXでのご注文の場合

03 ― 3204 ― 4724

当会の注文書をご使用の場合は、必要事項を記入の上、送信下さい。
独自のフォームでご注文の場合は、書籍名、冊数、送付先、注文担
当連絡先、ご使用日を明記の上、送信下さい。
＊個人の方からのFAXのご注文は受け付けておりませんのでご注意下さい。

《送料について》
当会商品を25,000円以上お買い上げの場合は、発送料は当
会にて負担いたします。25,000円未満の場合は、別途発送
料をご負担下さい。

以下発送料が発生する場合がございます︒

＊注文書のダウンロードもできます。

詳しくは

３月

五 訂

建 築〔Ⅱ〕木質構造・建築材料・仕様・積算編

へ

P.1

978-4-7863-1165-9
定価 2,068 円（本体 1,880 円）
（予価）

四 訂

３月

詳しくは

B５判

建築生産概論

へ

P.2

978-4-7863-1164-2
B５判

定価 1,188 円（本体 1,080 円）
（予価）

詳しくは

２月

ベーシックマスター

安 全 衛 生

へ

P.3

978-4-7863-1163-5
B５判

定価 1,100 円（本体 1,000 円）
（予価）

詳しくは

２月

西洋料理

料飲接遇サービス技法

へ

P.8

978-4-7863-1166-6
A４判

定価 3,718 円（本体 3,380 円）

一般財団法人

職業訓練教材研究会

〒162 ― 0052

東京都新宿区戸山

http://www.kyouzaiken.or.jp

1 ― 15 ― 10

電話 03 ― 3203 ― 6235 FAX 03 ― 3204 ― 4724

e-mail:info@kyouzaiken.or.jp

