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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）

3

京都府久世郡久御山町に「東一口」「西一口」
という地名があります。この「一口」の読みで
正しいものはどれ？？
①いちのこう　②いもあらい　③いつのくち
④いんぎょう

　地域差はあれど、桜の開花の便りも耳にする頃。
正月に「門松」で神を迎え、春には満開の「桜」でお酒
を迎える？？地名に「桜」の字が付く場所にお住まいの
方は、ご近所に桜が多いのでしょうか？？ということで
今月は、「地名」に関するクイズです！

A.②いもあらい⇒都道府県地名の由来・特色・難読地名
については、『47都道府県・地名由来百科』 第Ⅱ部 都道
府県別 地名の由来とその特色（11～266頁）をご参照
ください！

Q.

今年も毎月、各種学会が全国各地で開催されています。開催
内容やシンポジウムなどの内容によって、各分野で注目され
ている問題や研究テーマなどが見えてきます。小社がこの春
に展示販売する学会の第一弾は、3月16日から19日まで開
催される「日本化学会春季年会」です。今年で第97回を迎え
る今回は、慶應義塾大学の日吉キャンパスにて開催されます。
次号では、会場で販売した書籍の売れ筋タイトルをお知らせ
いたします。お楽しみに！

2017年も
各種学会・展示会に注目！

その昔、「サクラサク」の5文字が入試の結果を知らせた。宇宙
ロケットの成功は「ホシアガル」というらしい。祝電や弔電は日
本人の慣わしだが、これが隠語、符丁となると上品なものは少
ないという。「こんにゃく」を袖の下の隠語にしたニュースしか
り、商売（業界）の特殊な言い回しは、なかなか洒落が効いた

ものが多い。百貨店で「あのお客様、川中様です」。これが万引き客でカワナカッタお客を
もじると。タクシーでは、「工事中」は警察の取り締まり、「ネギ」はクレームの多い客で京都
の九条葱にかけて（苦情）となる。「五八様」では「嬉しい客」で5×8＝40で始終来てくれる
客だ。警察の隠語では、「サンズイ」→汚職事件、「ラジオ」→無銭飲食。さて、落語の噺家
の世界ではこうした符丁、隠語が沢山ある。酒は「般若湯」、玉子を「御所車」（キミが御座
る）。「今夜はスイバレだからキンチャンカマルよ」。雨が水で「スイ」、降ることを「バレル」、
「キンチャン」はお金を持っている客、「カマル」は加えるで客が多く来る。反対に、「ムタロ
オ」は金太郎からキンなしの意。「古典・新作　落語事典」の１ページ目、「青菜」を聴いてほ
しい。外国語や料理の表現も面白く深い。「日英ことばの文化事典」、「和食の英語表現事
典」、「和食の常識 Q&A百科」「和製英語事典」などを店頭に置揃えください。
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100年後の物理学の姿／量子
スピン液体は存在するか？／
熱を流すだけで金属が磁石に
なる現象／水中顕微鏡でみる
海の生命の実態
� ほか

　本シリーズは、日本臨床衛生検査技師会
（JAMT）が編集母体となり、臨床検査技師が
行う標準的業務に必要な実務知識を提供する
教本です。同技師会が独自に販売していた
教本をベースとする改訂新版で、技師の業務進
出に応じて当該分野の標準的な知識・手技・
手法などを提供できるシリーズです。
　丸善出版からは、現在下記の3点が刊行され
ています。3月の新刊と併せてぜひ棚へ取り
揃えていただくことをおすすめいたします。

○既刊
輸血・移植検査技術教本（本体4,900円+税）
血液検査技術教本（本体4,900円+税）
髄液検査技術教本（本体3,700円＋税）

注目注目今月の注目の新刊

「 JAMT技術教本シリーズ」
続々刊行！

臨床微生物検査技術教本　A4判・460頁　定価（本体5,800円+税）
一般検査技術教本��������　　A4判・234頁　定価（本体3,500円+税）
臨床免疫検査技術教本����　A4判・216頁　定価（本体4,800円+税）

3月新刊

臨床検査の新定番書はコレだ！

月間売上げBEST10

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

❷　47都道府県ビジュアル文化百科　伝統食
	 野﨑洋光　監修　	こどもくらぶ　編
	 定価（本体 3,800 円 + 税）

❸　極論で語る睡眠医学
	 河合　真　著　	香坂　俊　監修
	 定価（本体 3,700 円 + 税）

❹　理科年表　平成 29年（机上版）
	 国立天文台　編
	 定価（本体 2,800 円 + 税）

❺　ジュニアサイエンス　北極・南極探検の歴史
	 極限の世界を体感する19 のアクティビティ
	 M.	スノーデン　著　	石沢賢二　監訳　	鈴木　理　訳
	 定価（本体 3,000 円 + 税）

❻　現代理論物理学シリーズ 6
	 トポロジカル絶縁体・超伝導体	
	 野村健太郎　著　	稲見武夫・川上則雄　編
	 定価（本体 5,500 円 + 税）

❼　宇宙のつくり方
	 B.	ギリランド　著　	真貝寿明・鳥居　隆　訳
	 定価（本体 3,200 円 + 税）

❽　COSMOS　インフォグラフィックスでみる宇宙
	 S.	ロウ・C.	ノース　	著　	吉川　真　訳
	 定価（本体 3,000 円 + 税）

❾　シュプリンガー数学コンテストから学ぶ
	 数学発想レクチャーズ
	 秋山　仁・酒井利訓　著
	 定価（本体 2,800 円 + 税）

　極論で語る総合診療
	 香坂　俊　監修　	桑間雄一郎　著
　		 定価（本体 3,900 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【8人の研究者が語る「科学の社会への貢献」】
《吉川弘之対談集》
科学と社会の対話　―研究最前線で活躍する８人と考える

JST科学コミュニケーションセンター　編
定価（本体1,800円+税）　四六判・222頁　ISBN978-4-621-30149-4　 C0040

「人類の持続可能な生活や幸せな未来はどうすれば本当に実現することができるのか？」、科学技術の
各分野の８名の研究者が興味深い議論を展開。

科学一般（科学一般／科学技術社会論）� （条件：委託・返条付）
丸善出版

注文数 書店番線印【フーリエ・ラプラス解析を自在に操るために】
東京大学工学教程
基礎系　数学　フーリエ・ラプラス解析
東京大学工学教程編纂委員会　編　　加藤雄介・求�幸年　著
定価（本体2,500円+税）　A5判・162頁　ISBN978-4-621-30119-7　 C3341

Fourier・Laplace解析の基礎を学部生が扱えることを目標とし、微積分と複素解析論の基本的な知識
を背景に解説。

数学・統計学（数学／解析学）� （条件：委託・返条付）
丸善出版

注文数 書店番線印【自分の「からだ」こそいちばんの教科書】

からだの中の化学
立屋敷　哲　著
定価（本体2,800円+税）　B5判・216頁　ISBN978-4-621-30141-8　 C3043

からだの中で起こる現象と化学を結びつけ、初学者も興味をもって化学の基礎と応用を学習できる。
自習用にも最適。

化学（化学・バイオ／化学一般）� （条件：委託・返条付）
丸善出版

注文数 書店番線印【実際に手を動かし、テクニックを身に付ける】
クリスチャン
Excel で解く分析化学
G.�D.�クリスチャン・�P.�K.�ダスグプタ・K.�A.�シャグ　著　　角田欣一・戸田�敬　監訳
定価（本体2,400円+税）　B5判・144頁　ISBN978-4-621-30154-8　 C3043

分析化学におけるExcelの利用について、基礎的な使用方法から、プログラムを用いた解析やシミュ
レーションまで丁寧に解説。

化学（化学／分析化学）� �（条件：委託・返条付）
丸善出版

注文数 書店番線印【複雑な作業プロセスを理解できる】

プラクティカル解剖実習　四肢・体幹・頭頸部
千田隆夫・小村一也　著
定価（本体8,300円+税）　A4判・224頁　ISBN978-4-621-30140-1　 C3047

新時代のカラー版解剖実習の手引き。「脳」に続く「体幹・四肢・頭頸部」編。写真・イラストはすべて
オリジナル。全編見開きで構成。
医学・薬学（解剖／生理／看護）� （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【免疫検査領域の専門家としてステップアップできる】
JAMT 技術教本シリーズ
臨床免疫検査技術教本
日本臨床衛生検査技師会　監修
定価（本体4,800円+税）　A4判・216頁　ISBN978-4-621-30065-7　 C3347

免疫学の基礎から免疫学的測定による検査について、国家試験ガイドラインに沿った構成。免疫検査
の専門家となるために必携の教本。

医学・薬学（臨床検査技術）� �（条件：委託・返条付）
丸善出版

注文数 書店番線印【2012年刊行「一般検査技術教本」の増補改訂版】
JAMT 技術教本シリーズ
一般検査技術教本
日本臨床衛生検査技師会　監修
定価（本体3,500円+税）　A4判・234頁　ISBN978-4-621-30138-8　 C3347

尿中食塩検査、尿中細菌検査法、先天性代謝異常症スクリーニング検査など、最新の検査方法を追加。
従来の項目も最新データに更新。

医学・薬学（医療技術／臨床検査技術）� （条件：委託・返条付）
丸善出版

注文数 書店番線印【臨床微生物検査をわかりやすく学べる教科書】
JAMT 技術教本シリーズ
臨床微生物検査技術教本
日本臨床衛生検査技師会　監修
定価（本体5,800円+税）　A4判・460頁　ISBN978-4-621-30086-2　 C3347

国家試験出題基準に準拠し、カラー写真を豊富に織り込み解説。現場で役立つ知識も盛り込み、臨床
微生物検査の学習に最適。

医学・薬学（臨床検査技術）� （条件：委託・返条付）
丸善出版

注文数 書店番線印【活版印刷にこだわり、日本語版がついに刊行】

MA VIE A PARIS 「私のパリ生活」
A.�D�ヴィラット・I.�ペリコリ・V.�ルイ　著
定価（本体8,000円＋税）　四六変判・392頁　ISBN978-4-621-30147-0　C0026

日常で役立つ実用的な場所から観光客も知りたい場所まで、パリの日常が垣間見えるお薦め300箇所
以上を紹介するガイドブック。

人文（海外ガイドブック／フランス文化）� （条件：委託・返条付）
丸善出版

【※活字以外にインクが付着している可能性がございますが、製法上の仕様ですので、「活版印刷の味」
としてお楽しみください】

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



HGS 分子構造模型注文書 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。

新旧製品の互換性につきましては保証いたしかねますので、あらかじめご承知おき願います。

注文数 書店番線印【分子構造模型のベストセラーが再発売】

HGS 分子構造模型　A 型セット　有機化学入門用
丸善出版　製作
定価（本体1,600円+税）　ISBN978-4-621-30126-5　�C2343

水素原子のタマが24個、炭素原子のタマが12個含まれ、シクロヘキサンの分子模型が２組、デカリ
ンの分子模型が1組、組み立て可能。

化学（化学／有機化学／分子模型）� （条件：委託・返条付）
丸善出版

注文数 書店番線印【分子構造模型のベストセラーが再発売】

HGS 分子構造模型　B 型セット　有機化学研究用
丸善出版　製作
定価（本体7,000円+税）　ISBN978-4-621-30127-2　 C2343

多種類の「タマ」と「ボンド」で、基本的な有機化合物、鎖状高分子、ステロイド類等の複雑な分子、
簡単な錯化合物も組み立て可能。

化学（化学／有機化学／分子模型）� （条件：委託・返条付）
丸善出版

注文数 書店番線印【分子構造模型のベストセラーが再発売】

HGS 分子構造模型　C 型セット　有機化学実習用
丸善出版　製作
定価（本体4,000円+税）　ISBN978-4-621-30128-9　 C2343

米国の100を超える大学で使用され、学生実習や授業時に簡単な有機化合物を組み立て可能。いす
型・舟型などを目で見て理解するのに役立つ。

化学（化学／有機化学／分子模型）� （条件：委託・返条付）
丸善出版

注文数 書店番線印【分子構造模型のベストセラーが再発売】

HGS 分子構造模型　有機化学学生用セット
丸善出版　製作
定価（本体2,400円+税）　ISBN978-4-621-30129-6　C2343

正確・経済的に分子構造の多様な特長を理解でき、高校の教科書の化学式の90％が組み立て可能。
有機化学・生化学に携わる学生向け。

化学（化学／有機化学／分子模型）� （条件：委託・返条付）
丸善出版

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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