エディット

おもな仕事

書 籍 編 集 グループ
資
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一般書

格（ビジネス系）

（敬称略）
（敬称略）

ユーキャン

国家Ⅲ種・地方初級 ステップ問題集 数的推理／

日経BP

うかる !  社労士総合テキスト／総合問題集

判断推理／自然科学／資料解釈・文章理解／

日本経済新聞出版社

うかる !  社労士入門ゼミ／直前ポイント総整理

社会科学／人文科学

うかる !  社労士一問一答（労働編・社会保険編）

国家Ⅲ種・地方初級 スピードチェック 社会・人文・自然

うかる !  行政書士総合テキスト／総合問題集

国家Ⅲ種・地方初級 国家Ⅲ種教養試験 過去＆予想問題集

うかる !  行政書士 勉強法の王道／直前模試

国家Ⅲ種   過去&予想問題集

うかる !  行政書士 合格のツボ

資格ガイド

うかる !  宅建速攻テキスト／集中講義／一問一答

オススメ資格ガイド／電気工事士

宅建／秘書検定／行政書士／FP

実務教育出版

行政書士最短Vマスター〔一般知識編〕

新聞ダイジェスト社 「初級」地方公務員問題集

インデックス・
コミュニケーションズ

新・行政書士になろう

三修社

わかりやすい国連の活動と世界

ナツメ社

公認心理師

成美堂出版

FP技能士最速合格ブック

Z会ソリューションズ

これで合格！

マンション管理士になろう
2級／3級

これだけ覚えるFP一問一答＋要点整理  2級／3級

時事通信社

教員試験攻略ガイド

問題集＆テキスト

エクスナレッジ

インテリアコーディネーター合格テキスト

FP技能士

重要過去問スピード攻略

2級／ 3級
2級／ 3級

高卒認定試験対策
ユーキャン

中小企業診断士  最強入門テキスト
販売士検定速習テキスト&問題集

2級／3級

検

販売士検定3級過去問題集
第一種電気工事／ WEBライター／動画講座／
   ボディメイク動画講座

日本経済新聞出版社

電話応対技能検定
英検準1級

宅建完全攻略ガイド／宅建過去問題集

ユーキャン

数学検定ステップアップ問題集
30日で完成

マイナビ

図

状況設定完全予想問題集
日本文芸社

介護福祉士国家試験 テキスト問題集

技術評論社

らくらく突破

PHP研究所

手相／ユダヤの秘密／日本の皇室／マザー・テレサ／
江戸と上方／「だまし」の心理学／建築／いぬの気持ち

介護福祉士

図解

ポケット過去問定番225
わかる！受かる！介護福祉士国家試験合格テキスト

メディカ出版

ナーシンググラフィカ

健康と社会・生活／

武士道がよくわかる本

三笠書房

図解 見るだけで頭がよくなる！ 日本がわかる「地図帳」

ナツメ社

図解雑学
図解

成人看護学概論／セルフマネジメント

金型のしくみ

はじめて学ぶ電気回路／電子回路

イラスト図解 よくわかる気象学／同〔予報技術編〕
成美堂出版

格（公務員・その他）

就

ひとりで学べる公害防止管理者試験
（水質関係）
テキスト&問題集
会計学／民法／経済／

人文科学／社会科学／自然科学／数的推理

図解 いちばんやさしく丁寧に書いた就業規則の本

職

実務教育出版

直前のSPI3スピードレッスン

高橋書店

30秒で解ける！ SPI攻略テクニック

ユーキャン

就活JUMPの一般常識

合格答案はこう書く！

問題集／速習テキスト／

これだけ！一問一答集／SPI2 問題集／メルマガ／

公務員試験小論文 頻出テーマ完全攻略
実務教育出版

雑学3分間ビジュアル図解シリーズ
アインシュタイン／宇宙と量子論／株と証券／大奥の秘密／

保育士[ポイント確認]

中央法規出版

はじめて学ぶ世界遺産100 世界遺産3級公式テキスト

解

試験によくでる一問一答

高橋書店

速習テキスト＆予想模試

サービス接遇検定 合格テキスト＆問題集

看護師国試／完全予想模試

公務員試験対策シリーズ

2級〜4級

QC検定2級合格テキスト＆問題集

全国通訳案内士

これだけ覚える必修問題／一般問題

一ツ橋書店

一問一答！［完全版］
出題ランク別問題集

日本語能力試験N1／N2

格（看護・介護・保育系）

ナツメ社

二次試験クリア模試問題集

漢字検定準2級／3級

管理業務主任者完全攻略ガイド

資

3・4級公式問題集

語研

マンション管理士テキスト＆問題集

らくらく突破

公式テキスト

漢検2級／準2級／3級

気象予報士これだけ！ 一問一答集

5教科8科目

頻出度別問題集

英検準2級／3級

日商簿記3級テキスト＆問題集

成美堂出版

ネットショップ検定

高橋書店

まんがでわかる簿記のツボ

資

高卒認定試験合格指導講座

定

日本能率協会

講座テキスト類 消防設備士／第二種電気工事士

翔泳社

得点力アップ問題集

公認心理師一問一答1000

FP技能士

中小企業診断士  一次試験完全予想模試
ユーキャン

事例問題

過去問題集

就活手帳／一般常識 スピードチェック／就活入門

技能系・現業系公務員試験問題集

よくわかる森式就活 面接／履歴書・エントリーシート

教員採用試験

就活・自己PRに使えるフレーズ&キーワード1000

上・中級

一般教養らくらくマスター

公務員試験

一問一答スピード攻略

一ツ橋書店

人文科学／社会科学
公務員試験

永岡書店

らくらく総まとめ

大学生の就職試験「サクッと要点！一般常識 かず・ひと・ことば
速攻!!直前対策
全力解説

人文科学／社会科学／自然科学／判断・数的推理

SPI

面接・作文

速攻マスター！

1

SPI／一般常識&時事／

SPI／一般常識

すべてわかるノート
SPI／一般常識＆時事用語

エディット／おもな作品（一般書）
時事通信社

2022年7月現在

一般教養の要点理解／一般教養の演習問題

看護師のための早引きドレーン・カテーテル管理BOOK
看護師のための早引き透析ケアBOOK

ドリル

みらい

事例中心で学ぶ相談援助演習

語研

常識漢字ドリル／ペン字ドリル

ソーシャルワーカー教育シリーズ（第1巻～第3巻）

西東社

物忘れを防止する計算ドリル

ソーシャルワーク

1日1分でもの忘れ予防 毎日脳トレ漢字ドリル366日

事例から学ぶアセスメントのポイント

成美堂出版

日本人の常識ドリル／地図ドリル／漢字ドリル

ソーシャルワーク実習プログラミングワークブック

ユーキャン

なんでもランキングドリル

介護福祉援助の原理と方法／社会福祉実習

PHP研究所

日本史世界史並列「人物」ドリル

日東書院本社

インド数学ドリル／京都ドリル

アルク

お金の考え方・使い方

日本編／世界編

看護職をめざす人の社会保障と社会福祉
成美堂出版

看護お助け便利カード／高齢者ケア便利カード
看護お助け便利カード（急変対応＆臨床技術編）
モニター心電図お助け便利カード

川島隆太教授の
「脳活パズル」
シリーズ

骨の名前としくみ事典／筋肉の名前としくみ事典

川島隆太教授の
「らくらく脳体操」
シリーズ

介護の医療知識ポケット事典

川島隆太教授の
「らくらく脳ドリル60日」
シリーズ
大人の日本地図

脳ドリル

看護＆医療略語ポケット事典

おもしろ雑学編

パッと引けてしっかり使える介護記録の書き方＆文例事典

脳が活性化する大人の計算パズル

パッと引けてしっかり使える介護の救急対応

認知症が気になる方へ
川島隆太教授の健康脳ドリル

扶桑社

インターズー

ひらめきパズル編

コミュニケーション＆キャリアガイダンス

「ECCシニア おとなの脳トレ」シリーズ、マニュアル

動物福祉学／人と動物の関係学
PHP研究所

人文書
学陽書房

すごい時間術

「転倒防止」日めくり
もむだけで血管は若返る

さる先生の「全部やろうはバカやろう」実践編

切れない・詰まらない血管マッサージ健康法

学びやぶっく 徹底比較 日本神話とギリシア神話／

第一法規

「甲子園の土」ものがたり

実教出版

虐待防止 ⑤医療・多職種連携
gene

理工書

      

しっかり学べる基礎物理学

ナツメ社

これならわかる理系の電磁気学

ミネルヴァ書房

ゼロからのサイエンス

技術評論社

First Book 工業数学がわかる／量子力学がわかる／

小学館

大学生の微分・積分／線形代数

学びやぶっく

ドラえもん探究ワールド スペシャル
SDGsでつくるわたしたちの未来
ドラえもん探求ワールド

脳の言語地図／平成版
「塵劫記」／

KADOKAWA

  あなたの運動は大丈夫？
オーム社

人とサルの違いがわかる本

エルゼビアジャパン

末梢神経ブロックカラーアトラス

成美堂出版

1回で受かる！第一種電気工事士合格テキスト

まんが学習シリーズ
別巻

歴史まるわかり図鑑」

まんが学習シリーズ「世界の歴史」巻頭・巻末記事
まんが学習シリーズ
「世界の歴史

ＩＴパスポート過去問題集

PHP研究所

全部わかる電気

別巻

まるわかり地域史」

辞書引き名人（1〜4年生）
／
（5・6年生）
からだの不思議図鑑 人体のしくみがひと目でわかる！

アルク

速攻トレーニング

高橋書店

わかる！教えられる！  小学校6年分の算数

数学コース１編

日本と世界の歴史対比事典
ていねいに書くクセがつく  子どものえんぴつ文字練習帳
東大家庭教師が教える算数

義

PHP研究所

おどろきの化学

まんが学習シリーズ「日本の歴史」巻頭・巻末記事
「日本の歴史

1回で受かる！第二種電気工事士合格テキスト

講

びっくり工作50
ドラえもん探究ワールド おもしろいぞ! 数の世界

よくわかる物理

  有機化学がわかる／相対性理論がわかる

明治書院

世界なんでもランキング図鑑
日本なんでもランキング図鑑

やりなおし高校の数学／物理／化学／生物
日本実業出版社

日めくり まいにち認知症トレーニング

子ども

化学〔物理化学〕／化学〔有機化学〕／化学〔無機化学〕
試験で点が取れる

極める！脳卒中リハビリテーション
セラピストのための必須スキル

ミネルヴァ書房

理系のためのはじめて学ぶ物理 〔力学〕／物理〔熱力学〕

PHP研究所

ポイントナビ

①障害者福祉 ②生活保護 ③成年後見 ④高齢者

入門会計学／社会福祉基礎／介護福祉基礎

電気書院

ケアマネ周辺制度

仕事がはかどる  ケアマネ術シリーズ

日本経済新聞出版社 「自分年金」のつくりかた

    

子どもの近視は「脳」で治す
健康診断の検査値の読み方がズバリわかる本

50のルール

図解でわかる！
明治書院

動物看護実習テキスト
犬と猫の老齢介護エキスパートブック

30日で脳がよみがえる！ 大人の記憶力UPドリル1 ～ 4

学書（ECC）

筋トレのための人体解剖図
ゼロからわかるドレーン管理

シニア向けドリル
学研プラス

演習ケースブック

数研出版

カリスマ先生シリーズ 政治経済／古典文法／数学・確率／

時間旅行の夜

英文解釈／地理／微分・積分／地学／小論文・作文

文研出版

ケア実用手帳／ナース実用手帳

ナツメ社

ナースのためのやさしくわかる基礎看護技術

100の知識
1年まるごと

医学・介護・看護・環境
ユーキャン

チャートブックス学習シリーズ まちのしごと日記
全25巻（第1〜5期）
きょうはなんの日？

学研プラス

ひらめき！こども知能パズル

永岡書店

おけいこノート（全8巻）／天体えほん
365のみじかいお話／ふしぎのお話365

2

エディット／おもな作品（一般書）

2022年7月現在

世界を変えた人たち365

日本文芸社

3D 宇宙と地球大図鑑／宇宙のえほん図鑑

地理・歴史

1日1ページで頭がよくなる！小学生の教養

JTBパブリッシング

15才までに覚えたい言葉2000

三笠書房

図解 見るだけで頭がよくなる！日本がわかる「地図帳」

るるぶ マンガとクイズで楽しく学ぶ! 47都道府県

PHP研究所

カラー図解／日本史世界史対比年表

るるぶ マンガとクイズで楽しく学ぶ! 世界の国

日本史世界史人物対比年表

るるぶ 地図でよくわかる 世界の国大百科

教科書によく出る！小学生に役立つ人物事典

るるぶ 地図でよくわかる 都道府県ワークブック

教科書によく出る！小学生の「歴史人物」日めくり
新人物往来社

キッズレッスン 学習日本地図（小学低学年）

KTC中央出版

キッズレッスン 学習日本地図（小学高学年）
キッズレッスン 学習世界地図（小学中学年）

文

キッズレッスン 学習世界地図（小学高学年）
西東社

小学生おもしろ学習シリーズ まんが世界の歴史人物事典

朝日新聞出版

マンガでみるみる身につく!

日本経済新聞出版社

趣味・教養

1・2年生の漢字をマスター！小学生の美文字練習帳
バケツ稲づくり研究ヒント集

日本能率協会マネ
ジメントセンター

塩のこと

成美堂出版

「鎌倉殿」登場！

源頼朝と北条義時たち13人

税金でトクする！ 確定拠出年金活用ガイド（Mook)
新NISA活用ガイド（Mook)

教育書・児童教育
新幼児と保育／教育技術／育ちの理解と指導計画

朝日新聞出版

世界を変えた「数」の物語

西東社

ナイチンゲール看護覚え書／日本の言葉

辰巳出版

[T-LINE  NOVELS]

「0・1・2歳児の保育」
（新幼児と保育別冊）

 ドグマストラ／D－Gravity／あやね／わたしら憂鬱中学生／

まるごと分数の指導／まるごと割合の指導

お伽鬼譚／みどりごの魔宵歌／エスタ・ムエルタ―黒き蝶―／

年度版「指導要録」／卯月啓子の楽漢法
時事通信出版局

「四書五経」の名言録／定年後を海外で暮らす本
40歳からはじめる親孝行大百科／東大講義録（全2巻）

10才までに覚えることば1200ドリル

全国農業協同
組合中央会

全34巻（別冊4巻）

28歳の仕事術／心に響く勇気の言葉100

書いてみるみる身につく!

知っているかな？

その時歴史が動いた

庫

10才までに覚える言葉1200

塩事業センター

風土記研究の最前線
古代朝鮮神話の実像

キッズレッスン 学習日本地図（小学中学年）

小学館

ROLAND ENGLISH

夢想機械 ―トラウムキステ― ／幸蜜屋逢魔が時本店

授業力向上の鍵

一迅社

境界の皇女／魔女を継ぐ者／ボタニカル

文溪堂

小学校国語科単元を貫く言語活動の授業づくり

ポプラ社

英国幻視の少年たち  1

チャイルド本社

なめらかな幼小の連携教育

幻冬舎

知識ゼロからの俳句入門

幼稚園・保育所・保育総合施設はこれからどうなるのか

PHP研究所

おいしい珈琲／おいしい紅茶

新社会福祉法人会計基準の手引き

家紋のすべてがわかる本／「Dr.ナグモ式」健康法

ミネルヴァ書房

共に生き共に育つ

世界も驚くおいしいパン屋の仕事論

みらい

ライフステージを見通した障害児の保育・教育

子どもの視力回復トレーニング

知のゆりかごシリーズ

海上自衛隊の中の人／ECHO／リスキーゲーム

つながる保育原理／いまがわかる教育原理

自由国民社
ユーキャン

臨床栄養学実習
幼児教育の方法 保育内容 言葉／保育内容 人間関係

セカンドキャリアアドバイザー講座

グローカル時代の社会学／保育と社会的養護内容

文研出版

成美堂出版

たのしさバクハツ！みんなのバスレク

大創出版

ミネルヴァ書房

実践につながるシリーズ
JTBパブリッシング

新しい子どもの理解と援助／新しい教養の心理学

近江若狭の仏像

石仏・石の神を旅する
ざんねんなオリンピック物語
生英語で聞く

外国人の本音クロストーク

英語で心いやされるちょっといい話

平凡社

花トレ初級編

日本文芸社

前向き離婚の教科書

完全改訂版 起きてから寝るまで子育て英語表現600
英語でゾクゾクする
今井の英文法

雑誌・会報・その他

上・下

PHP研究所

PHPスペシャル／ほんとうの時代 Life＋
PHPくらしラク～る

英語は発音から学べ！
小学生が一番覚えやすい英単語500

PHPからだスマイル

心理院単
心理英語

花の名前300

毒舌うさぎ先生のがんばらない貯金レッスン

ちょっと怖い話

安河内の〈新〉英語をはじめからていねいに①・②

ナツメ社

①緊急編／②症状・予防編

河合敦先生と行く歴史がわかる京都の本／
楽学ブックス

語

PHP研究所

みんなの手相シリーズ
（健康，仕事運／金運／人間関係）

奈良の本／江戸・東京の本

部活動指導員ガイドブック［基礎編］／［応用編］

東進ブックス

昭和の漫才台本（全5巻）
家庭の医学

新しい保育の心理学／新しい幼児教育の方法と技術

アルク

さだのはなし／ユーキャン手帳
高齢者傾聴スペシャリスト講座

演習・保育内容総論／演習・保育と相談援助

英

おとなの楽習 国語／世界の名作／地理／理科天文

ユーキャン

文法＆読解マスター

Voltage（第2種電気工事士講座）
架け橋（1級・2級土木施工管理技士講座）

育鵬社

英語対訳で学ぶ日本ー歴史と文化の111項目

中広

お仕事ノート/お仕事ブック

新星出版社

最強の英語力

西東社

ネイティブはこう使う！

愛知県
社会保険労務士会

愛知県社会保険労務士会・会報

江戸川区

えどがわSDGsまなぶっく

マンガ よく似た英単語 使い分け事典
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