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月号新刊ニュース

Information 今月のみみずQuiz？？
～豆知識が増えて、これであなたも雑学王 !?

毎月 25 日発売

定価（本体1,400円+税）

10

「リサイクルショップ」をネイティブの人に伝える表
現として正しいのは次のうちどれ？？
①Recycled goods shop　②Recycle items store
③Recycled parts shop　④Recycled pieces store

　10月です。秋刀魚とビール！焼き芋！松茸！いきなりすみ
ません…。10月20日は「リサイクルの日」。日本リサイクル
ネットワーク会議が1990（平成2）年に制定し、「ひとまわり

（10）、ふたまわり（20）」の語呂合わせなんだとか。27日か
ら11月9日までは「読書週間」。食欲を読書で抑えたいなぁ。
さて、今月は「リサイクル」に関するクイズです！

A.①Recycled goods shop⇒「リサイクルショップ」を含
む和製英語については、『和製英語事典』の第Ⅰ部　単語編

（5～256頁）をご参照ください！

Q.

今年の「ノーベル賞」は？10月初めから、生理学・医学賞を皮切りに物理学賞、化
学賞など発表されます。物理学の分野は発表されると、受賞者の執筆記事（雑誌「パ
リティ」から）を多く持ちます、化学では福井謙一氏の「化学反応と電子の軌道」
が対象本でした。昨年の“オートファジー ”では、大隅良典氏の編集で「酵母のすべ
て」があり、発表後の関心が高まりました。ここ3年間で6人も日本人のノーベル賞
受賞者が続けて選ばれ今年も？いや、将来に向けて、日本の基礎研究に予算を望み
ます。理科年表の付録には10頁にわたり、各分野の過去の年度、受賞者、理由が
掲載され、11月の発売になんとか間に合わせています。内容は単行本の「ノーベル
賞でたどる物理の歴史（小山慶太　著）」でも詳しく紹介されています。

丸善出版とノーベル賞

「結構です」ってどっちなの？発音がともなえば語気（ニュアンス）
で理解ができるけど、メールでは、意思とは反対の意味に間
違えられることになる。この肯定、否定の両方の意味を持つ
日本語の難しさ、外国人は「Wonderful.」、「No problem.」、

「No, thank you.」、「Quite.」の 4 つだという。そうか「大丈夫です」も、ちゃんと伝わっ
ているのか大丈夫？と気になる。その昔「和文通話表」という電報文の用法があった。
あさひのあ、いろはのい、しんぶんのし、と明確に伝えたらしいのだが、をはり（尾張）
のを、おしまいのんとなると、もうついていけない。また現在では「リカちゃん電報」が
あると言うし。電報を使っていた方の人生（だいたい 80 年くらい）で、情報・通信がこん
なにも変わってきているのです。いまやインターネット、高速光ファイバ、IoT 、AI が生
活の安全を確保するのだから。新刊「強いＡＩ、弱いＡＩ」、に加えて、「時代を映すイン
フラ」「からくりインターネット」（情報研シリーズ）「パターン認識と機械学習」などフェ
ア企画、読者におすすめ願います。
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特集：ゆらぎと構造からみる非
平衡の世界

非平衡科学の新展開／非平衡ゆ
らぎの理論におけるさまざまな
関係式／ゆらぎで探る量子液体

ほか

注目注目今月の注目の新刊

　「北欧」と聞いて何を思い浮かべますか？
　たとえば、人気の北欧家具や、トナカイ、寒冷地などを思い浮かべた方も多いのでは
ないでしょうか？？ほかには、ノーベル賞もありますね。その授賞式は、北欧のスウェー
デン（物理学賞、化学賞、生理学・医学賞、文学賞、経済学賞）と、ノルウェー（平和賞）
で行われます。
　北欧諸国は、ヨーロッパの中心から遠く離れた場所に位置しており、常に周辺諸国から
思想や流行を受け入れる側であったようですが、19世紀以降、ドイツに発するロマン
主義の波及によって、他のヨーロッパ諸国と異なった「輝かしき、共通なる一つの北欧」
といった認識が芽生えました。それが後の北欧文化の基底となり、独自の文化が花開いて
いきました。
　10月刊行予定の『北欧文化事典』では、北欧文化のもつ独自性とその魅力の数々を、

歴史的背景、地域性、政治的状況などと関連付けてまとめており、
その範囲は、「北欧」の対象として一般的に常識とされている
デンマーク・ノルウェー・スウェーデン・アイスランド・フィン
ランドのみならず、エストニア・ラトヴィア・リトアニアといった
バルト三国にも及んでいます。
北欧の魅力が凝縮された興味深い事典です！

（北欧文化協会／バルト＝スカンディナヴィア研究会／　  　　   
北欧建築・デザイン協会　編　A5判・650頁　本体20,000円+ 税）

「文化事典シリーズ」の最新刊！

北欧文化事典
北欧文化の奥深い魅力が満載！

月間売上げBEST10

❶　高齢者のための漢方診療
	 岩田健太郎　監修　　岩崎　鋼・髙山　真　著
	 定価（本体 3,200 円 + 税）

❷　高齢者のための感染症診療
	 岩田健太郎　監修・著　　高山義浩・馳　亮太　著
	 定価（本体 4,000 円 + 税）

❸　理科年表　平成 29年
	 国立天文台　編
	 定価（本体1,400 円 + 税）

❹　47都道府県	公園／庭園百科　	
	 西田正憲・飛田範夫・黒田乃生・井原　縁　著
	 定価（本体 3,800 円 + 税）

❺　パターン認識と機械学習　上　	
	 ベイズ理論による統計的予測
	 C.M.ビショップ　著　　元田　浩・栗田多喜夫ほか　監訳
	 定価（本体 6,500 円 + 税）

❻	 物理の基礎的13 の法則
	 細谷暁夫　著
	 定価（本体1,900 円 + 税）

❼	 サイエンス・パレットSP-034　山岳
	 M.	F.	プライス　著　　渡辺悌二・上野健一　訳
	 定価（本体1,000 円 + 税）

❽　いかにして問題をとくか　	
	 Ｇ．ポリア　著　	柿内賢信　訳
	 定価（本体1,500 円 + 税）

❾　消費生活アドバイザー受験合格対策　2017年版
	 葛西光子・大矢野由美子・安藤昌代　編著
	 定価（本体 6,500 円 + 税）

　日英ことわざ文化事典
	 山田雅重　著　　亀田尚己　編集協力
	 R. スミザース　英文校閲
	 定価（本体 3,800 円 + 税）





今 月 の 新 刊 ・ 注 文 書 	 注文 FAX 		03-3512-3270
※ 切りはなして短冊としてもお使いください。

注文数 書店番線印【古代エジプトから現代に至る傑作パズル集】

数と図形のパズル百科
D. ウェルズ　著　　宮崎興二　編訳　　日野雅之・鈴木広隆　訳
定価（本体6,800円+税）　A5判・400頁　ISBN978-4-621-30181-4　C1541

紀元前数十世紀頃以降から現代に至る古今東西の有名な ｢数字パズル＋図形パズル｣ 計568題を、年
代順に並べて問題と解答を紹介。

数学・統計学（百科／数学一般／数理パズル）� （条件：委託・返条付）
丸善出版

注文数 書店番線印【身近な例で基本的考え方や解析手法がわかる】
新装復刊
パリティブックス　いまさら流体力学？
木田重雄　著　　パリティ編集委員会　編　　大槻義彦　責任編集
定価（本体1,800円+税）　B6判・208頁　ISBN978-4-621-30208-8　C3342

身近な例で流体力学の基本的考え方や解析手法をやさしく解説。水や空気の流れ、コマや卵の回転、
気象現象などがよくわかる。

物理学（物理学／流体力学）� （条件：委託・返条付）
丸善出版

注文数 書店番線印【世界観や考え方、学問の方向性を変えた実験】
新装復刊
パリティブックス　歴史をかえた物理実験
霜田光一　著　　パリティ編集委員会　編　　大槻義彦　責任編集
定価（本体1,800円+税）　B6判・248頁　ISBN978-4-621-30207-1　C3342

光学系を中心に世界観や考え方、学問の方向性を変えた重要な物理実験を取り上げ、重要性とその後
の歴史への影響をわかりやすく解説。

物理学（物理学／物理学史・物理実験）� （条件：委託・返条付）
丸善出版

注文数 書店番線印【質を学び基礎を理解する構造力学の教科書】

例題で身につける構造力学
車谷麻緒・樫山和男　著
定価（本体3,000円+税）　A5判・288頁　ISBN978-4-621-30210-1　C3051

全115題の例題・演習問題を通して本質を理解し、基礎の定着を図る。構造力学の基礎から応用まで
をコンパクトにまとめた教科書。

土木工学（土木工学／構造力学）� （条件：委託・返条付）
丸善出版

注文数 書店番線印【回路理論と伝送理論を電磁気学も含め体系化】

電気回路と伝送線路の基礎
阿部真之・土岐　博　著
定価（本体2,600円+税）　A5判・224頁　ISBN978-4-621-30206-4　C3054

回路理論と伝送理論を電磁気学も含めて体系化し、回路を電磁気学現象として捉えることで、より合
理的に電気回路を学べる教科書。

電子・通信・電気工学（工学／電気・電子／電子回路）� （条件：委託・返条付）
丸善出版



今 月 の 新 刊 ・ 注 文 書 	 注文 FAX 		03-3512-3270
※ 切りはなして短冊としてもお使いください。

注文数 書店番線印【AIの実像を強い・弱いという視点から解説】

強い AI・弱い AI　研究者に聞く人工知能の実像
鳥海 不二夫　著
定価（本体1,800円+税）　四六判・274頁　ISBN978-4-621-30179-1　C0055

人工知能研究のトップランナー9名へのインタビュー集。強いAI・弱いAIの区別という好適な問題設
定からAIの実像を解き明かす。

コンピュータ・情報科学（情報工学／人工知能）� （条件：委託・返条付）
丸善出版

注文数 書店番線印【地元こだわりの美味しいお米・雑穀を紹介】

47 都道府県・米／雑穀百科
井上　繁　著
定価（本体3,800円+税）　四六判・374頁　ISBN978-4-621-30182-1　C0577

各種のお米のおいしさや地域特性との関連性、開墾・水田の普及の歴史や品種改良などでの背景や逸
話などを紹介。

社会（事典／家庭・食育／食文化）� （条件：委託・返条付）
丸善出版

注文数 書店番線印【北欧文化の独自性と奥深い魅力を知る一冊】

北欧文化事典
北欧文化協会、バルト＝スカンディナヴィア研究会、北欧建築・デザイン協会　編
定価（本体20,000円+税）　A5判・650頁　ISBN978-4-621-30171-5　C0522

北欧諸国では他のヨーロッパ諸国とは異なった独特の文化が花開いた。本書はこうした北欧文化の独
自性とその魅力をまとめた事典。

人文（異文化・外国文化／北欧文化）� （条件：委託・返条付）
丸善出版

注文数 書店番線印【日本独特の数学文化である和算の百科】

和算百科
和算研究所　編　　佐藤健一　編集代表
定価（本体5,800円+税）　A5判・320頁　ISBN978-4-621-30174-6　 C1541

江戸時代、日本独特の数学文化を創り上げた和算について、和算研究所が ｢１テーマ＝4p｣ でまとめ
た和算の全体像が把握できる百科。

科学一般（百科／数学一般／和算）� （条件：委託・返条付）
丸善出版

☆ 以前ご案内した下記の商品は、今月の刊行になりました。

既刊書注文書　FAX 03-3512-3270　　※切り取り、取次店様経由にてご発注下さい。

ISBN
丸善出版 （条件：注文扱い）

冊数 書店番線印書　名
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