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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）

7

「善は急げ」を英訳にすると「Make hay while the 
〇〇〇 shines.」となりますが、〇〇〇に入る単語
は、次のうち、どれ？？
①sun　②moon　③diamond　④summer

　7月といえば海の日。海もいいですがプールも…。全身に水
を浴びたい。暑い。
土用の丑の日には、うなぎでビタミンB1、お酢は有名ですが、
梅昆布茶もクエン酸が摂れて夏バテ予防に良いとか。「善は急
げ」で、予防を！こまめな水分補給もお忘れなく！
今月は「善は急げ」に関するクイズです！

A.①sun⇒英語のことわざを日本語にし、興味深い表現
のことわざについては、『日英ことわざ文化事典』第Ⅱ部 
英語のことわざを日本語で表現すると ４ その他の興味深
い表現（208～313頁）をご参照ください！

Q.

来る8月11日（金）は「山の日」です。
昨年から祝日になったわりには、認

知度が高い気がします。やっぱり祝日は、日にちが固定されていたほうが、わか
りやすくて覚えやすいものですね。ま、ハッピーマンデーもありがたいので、そ
れはそれ、これはこれで。
さて、今月は『サイエンス・パレット　山岳』（新書判・本体1,000
円+税）が刊行されます。豊富な地下資源が眠り、水供給の場であ
り、レクリエーションの場としても重要な「山」について、コンパクト
ながら読み応えのある本です。今回は「山の日」にちなみ、本の帯
には「山の日」の応援キャラクター「ヤーマン」が推薦人として登場！
ありがとう、ヤーマン！ Ⓒ 2017 Yama-Kei Publishers Co.,Ltd. 

▼銀 座が変わっている！？松坂 屋 跡 地に新たな商業 施 設の
「GINZA SIX」が開店、SIXは6丁目と五感を超越した価値観とい

う。（知られていないけどなぁ）。「プランタン」の名前で親しまれ
ていた施設も「マロニエゲート銀座」に変わった。（言いにくい
なぁ）。日劇も「有楽町マリオン」になり、阪急と西武の両百貨

店が同居すると話題に。(でも今はない)。松屋、三越の存在も、銀座は百貨店盛衰の歴史
ともいえるか。▼今年の1月に日本老年学会、日本老年医学会が 65 ～ 74歳を「准高齢者」、
75 ～ 89 歳を「高齢者」、90 歳以上を「超高齢者」とした名称を提言。（超高齢者？もう少し考
えたらどうだぁ）。65歳の段階で、自分が高齢者だと思っている人は、25％程度とか。世界
の平均寿命でも、1950 年～ 2015 年までに20 歳（男女計）延び、日本の人口は、出生で100
万人割込み、29万人減った。果たして税制、医療、福祉、保障など、高齢化の未来図が描
けるだろうか？今月発行の社会学理論応用事典、高齢者のための感染症診療のほか、社会
福祉学事典、社会学心理学事典、社会調査事典、産業･組織心理学ハンドブックの出番！
書店の店頭にぜひお備えください。
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シリコンのエキゾチックな
形態／スピントロニクスとス
ピン流／『ビッグバン★セオ
リー』にみる科学者像／ “切
り紙”の新たな科学的意義
� ほか

注目注目今月の注目の新人

Q1. 私のセールスポイント／ Q2. 今これにハマっています！／ Q3. 自分を動物に例えると？
Q4. カラオケ🎤の 18 番は？／ Q5. 特殊能力が持てるとしたら、どんな能力？／ Q6. これまで
似てると言われた芸能人は？／ Q7. ひと言ごあいさつ

田中　夏帆（所属：企画・編集部第１グループ）
A1.ここぞというときの勝負強さ／ A2. 柔軟剤、パジャマ／ A3.うさぎ（目を開
けたまま寝るところが同じ）／ A4.「 ひこうき雲」（荒井由実）と「やさしい気
持ち」（chara）／ A5.探し物をすぐにみつけられる能力／ A6. 人類を5分の1
にしたら篠崎愛さんに似ていると言われたことがあります。／ A7.みなさま
に助けていただきながら、何事も前向きに頑張っていきたいと思っています。
これからも、どうぞよろしくお願いいたします。

大江　明（所属：企画・編集部第３グループ）
A1. 真面目です。あとは怒ることもめったにないと思います。／ A2.SF小説。
そろそろ古典も読んでみようかと。／ A3.できたら柴犬。戌年ですし。／
A4.「リローデッド」（EGOIST）と「流星群」（鬼束ちひろ）／ A5.テレポーテー
ション／ A6. しいて言うなら森本レオ？／ A7.ぼやぼやとしたり、慌てている
ことも多いかと思いますが、人文社会系の高校・大学生の役に立つレファレ
ンスを作れたらいいなと思っています。今後ともよろしくお願いいたします。

萩田　小百合（所属：企画・編集部第４グループ）
A1. 根性はあります！ ／A2.こんにゃくゼリー。おいしいですね／A3.ねずみ。
前歯が大きめなので／ A4.「Majiで Koiする５秒前」（広末涼子）／ A5. 瞬間移
動。あんなところやこんなところに行きたいです。／ A6.ファブリーズのお母
さん／ A7.これから頑張っていきたいと思います。みなさまどうぞよろしくお
願い致します！

丸善出版　新入社員をご紹介いたします。
「どうぞよろしくお願いいたします。」

2017年度

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　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）

❸　JAMT技術教本シリーズ　一般検査技術教本
	 一般社団法人　日本臨床衛生検査技師会　監修
	 定価（本体 3,500 円 + 税）

❹　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　監訳
	 定価（本体 6,500 円 + 税）

❺　中国文化事典
	 中国文化事典編集委員会　編
	 定価（本体 20,000 円 + 税）

❻　サイエンス・パレット
	 原子核物理　物質の究極の世界を覗く
	 F.クローズ　著　　名越智恵子　訳
	 定価（本体1,000 円 + 税）

❼	 相転移・臨界現象とくりこみ群　
	 高橋和孝・西森秀稔　著
	 定価（本体 5,200 円 + 税）

❽　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）

❾　HGS分子構造模型　有機化学学生用セット
　	 丸善出版株式会社　製作
	 定価（本体 2,400 円 + 税）

　パターン認識と機械学習　下　	
	 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　監訳
	 定価（本体7,800 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【山岳の問題をコンパクトにまとめた】
サイエンス・パレット
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）　新書判・192頁　ISBN978-4-621-30172-2　C0344

国際的にホットな内容が幅広く扱われ、山岳に関して、私たちが知っておくべきことをコンパクトにま
とめた一冊。

科学一般（科学一般／地形学／山岳）� （条件：委託・返条付）
丸善出版

注文数 書店番線印【対話形式で考える物理学の基礎】

物理の基礎的 13 の法則
細谷暁夫　著
定価（本体1,900円+税）　A5判・144頁　ISBN978-4-621-30189-0　C0042

パリティ誌の連載講座「物理の基礎的10の法則」の単行本化。物理学の根幹をなす基礎法則を対話形
式で解説。

物理学（物理学／物理一般／基礎物理）� （条件：委託・返条付）
丸善出版

注文数 書店番線印【『類化性能』と『別化性能』どちらを選ぶか】
【高齢者のための】シリーズ
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）　A5判・180頁　ISBN978-4-621-30173-9　C3047

「高齢者のためのDifference Point」を提示した一冊。感染症診療の原則は、コモンな疾患から、稀な
疾患を考え、致死性疾患の除外をすると言及。

医学・薬学（臨床医学内科系：①感染症・AIDS／②老人医学）� （条件：委託・返条付）
丸善出版

注文数 書店番線印【航空機の性能に大きな影響を及ぼす空気の粘性とは】
航空宇宙工学テキストシリーズ
粘性流体力学
一般社団法人�日本航空宇宙学会　編　　鈴木宏二郎・安倍賢一・亀田正治　著
定価（本体3,500円+税）　A5判・210頁　ISBN978-4-621-08754-1　C3353

「航空宇宙工学テキストシリーズ」空気力学分野（全3巻）の第2巻。翼の1cm未満の付近で生ずる
大影響とそのメカニズムを丁寧に解説。

機械工学（機械／航空）� （条件：委託・返条付）
丸善出版

注文数 書店番線印【日米のCFD研究者による共同執筆】

第 3 版　有限要素法による流れのシミュレーション
Open MP に基づくFortranソースコード付
日本計算工学会　編
定価（本体5,200円+税）　B5判・304頁　ISBN978-4-621-30183-8　C3053

有限要素法による流れ解析の基礎から応用までを網羅し、最新の研究成果も解説。並列計算に基づく
Fortranソースコード付。

機械工学（機械工学／数値計算）� （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【社会学理論とその応用実例の全貌がわかる】

社会学理論応用事典
日本社会学会�理論応用事典刊行委員会　編　　今田高俊　編集委員長
定価（本体20,000円+税）　A5判・952頁　ISBN978-4-621-30074-9　C3536

長く歴史ある社会学の主要理論約330項目を取り上げ、初学者～研究者まで幅広い読者のニーズに
応える、見開き完結の中項目事典。

社会（事典／社会学／社会学理論）� （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。
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