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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）

2

フィンランドの人々の名字で7番目に多い「Laine」。
その意味として正しいものは次のうちどれ？

①「雪」　②「森」　③「波」　④「歯」

　「福を招いて（節分）、ひと休み（建国記念日）。チョコを食べ
たら（バレンタインデー）、金メダルを目指して走りましょう（平
昌オリンピック・東京マラソン）――」。今月のイベントを文章
にしてみました。人の名前も文章にするとおもしろいかも?!そ
んなことを思いついたので、今月は「人名」に関するクイズを出
題します！

A.③「波」⇒「Laine」を含むフィンランド人の名字について
は、『北欧文化事典』の３ 北欧の人と自然　北欧の人々の
名字の特徴(150～151頁）をご参照ください！

Q.

　本著の著者、市原 真 医師は、Twitterで「病理医ヤンデル」として有名（フォロ
ワー数84,000人！）です。病理医の日常、医療論、病理診断の実相からAIまで、
病理医の「リアル」が綴られていますが、「深夜の通販番組と同じです。個人の感想
です。（※本書 「まえがきにかえて」 より一部抜粋）」と、病理医を代表した内容ではなく、
いち病理医の個人な視点で書かれたユニークな一冊です。
　ヤンデル先生は、なぜうさぎの耳をつけているのだろうか…？
　そして、Twitter画像の「りーちゃん」とは一体…？
　今月末にはトークイベントも開催予定とのこと。
　「ヤンデル先生」が気になって仕方がない。

渾身の問題作?!

『いち病理医の「リアル」』

お金を介してモノやサービスを得る、この流れが変わってき
ているらしい。いまSNSによる媒体が生活の中に浸透し、
Twitterの１万人のフォロワーは、1人1円の価値があるとい
う。そこで様々なブランドや店舗が宣伝に特典を付け、個人
の参加を募る。仮に1人１円ずつ募金を集め100万円の現金

を集めることができても、100万円を持っている人が100万人のファンを付けることは不
可能という。つまり、お金では買えない価値が個人に生まれており、ツイートがお店の
利益に繋がるという。まさに「個人の価値」が生きる時代なのだと。ところで、ローマ法
王を抜いたトランプ氏のツイート（4000万人）はフェイクですか？さて、病理医が発信
するTwitterが人気を呼び、書下ろし本を2月に発行。広く、一般の人も読める『いち病理
医の「リアル」』で新たな出版の展開が始まる。「ネットワーク科学」、「ウェブらしさを考
える本」、「時代を映すインフラ」、「からくりインターネット」ほか、「ソロモン消費者行動
論」「コトラ＆ケラーのマーケティング・マネジメント」などが好評。偽のアカウントや
個人情報の盗用を憂慮する。知識は盗まれないが、健忘やSNSの変化についていく自信
もないので、リアルな本を薦めて欲しい。
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超弦理論と素粒子の原理／黒鉛

からグラフェン類を大量に製造

する方法／中性原子を用いた量

子計算／オンサーガーの変分原

理と物理学　ほか

ご好評をいただいている「47都道府県シリーズ」の新刊です！

皆さんは、遺跡と聞いて、どの遺跡を思い浮かべますか??

青森県の「三内丸山遺跡」、佐賀県の「吉野ケ里遺跡」などは有名な遺跡といえる

のではないでしょうか。

ちなみに、これらを含めた遺跡が日本全国にどのくらい存在するのかご存知ですか??

なんと！現在47万か所以上も存在するそうです！

これだけあると、日本は「遺跡大国」と言っても過言ではないのかもしれません。

　本書では、有名な遺跡だけでなく、あまり知られていない遺

跡や近・現代の埋蔵文化財のうち、考古学史上、あるいは地

域史において意義ある発見・調査を取り上げ、各地域の文化遺

産を掘りさげた一冊です。

日本にはまだ知らないことがいっぱい！他の「47都道府県シリー

ズ」とご一緒にいかがでしょうか??

（石神裕之　著　四六判・336 頁　本体 3,800 円＋税）

原始～近・現代までの全国の遺跡＆遺物を通観！

47都道府県・
遺跡百科

注目注目今月の注目の新刊月間売上げBEST10

❶	 理科年表　平成 30年
	 国立天文台　編
	 定価（本体1,400 円 + 税）

❷	 理科年表　平成 30年（机上版）
	 国立天文台　編
	 定価（本体 2,800 円 + 税）

❸	 歴史を変えた100 の大発見　脳
	 心の謎に迫った偉人たち
	 T.ジャクソン　著　　石浦章一　監訳　　大森充香　訳
	 定価（本体 3,800 円 + 税）

❹	 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）

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	 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・栗田多喜夫ほか　監訳
	 定価（本体7,800 円 + 税）

❼	 現代数学シリーズ
	 特異点をもつ曲線と曲面の微分幾何学
	 谷島賢二・山田澄生　編　	梅原雅顕・山田光太郎　著
	 定価（本体 4,800 円 + 税）

❽	 人月の神話【新装版】
	 F.P.ブルックス Jr.　著　　滝沢　徹・牧野祐子・富澤　昇　訳
	 定価（本体 3,200 円 + 税）

❾	 風景にさわる	ランドスケープデザインの思考法
	 長谷川浩己　著
	 定価（本体 2,600 円 + 税）

	 深化する一般相対論	ブラックホール・重力波・宇宙論
	 田中貴浩　著
	 定価（本体 2,000 円 + 税）



海洋は地球全体の気候を牽引し、豊かな生態系を育成しています。また、世界の人口の半数は沿岸域に住んでい
て、多くの恩恵を受けている一方で、生態系を無視した漁業や開発、工業汚染などの人間活動によって多くの
犠牲も払っています。海洋と人間が共生していくにはどうすべきか、世界地図を眺めながら考えることができる
一冊です。

Don Hinrichsen　著
こどもくらぶ　訳
B5変型判・130頁
定価（本体2,800円＋税）

ISBN978-4-621-30277-4

海の世界地図海の世界地図海の世界地図

主要内容

第１部　人類と沿岸地域　沿岸地域の人口増加●都市化された海岸地域●侵食される海岸線

第2部　海洋資源に対する重大な脅威　危機に瀕している海洋の生態系●酸欠の海域
●重要な海岸の環境が危険な状態に●危機に直面するサンゴ礁●空っぽの海

第3部　貿易，通商，観光　主要な海上交通路●海からのエネルギー●沿岸地域と海洋の観光●海洋での養殖

第4部　気候変動　海のコンベヤーベルト●上昇する海●異常気象●海洋の酸性化●消滅する北極
●南極：氷のカバーの喪失

第5部　対立する海　紛争中の島々●海賊：成長する産業

第6部　沿岸地域と海洋の管理　沿岸および海洋の統合的管理●国際管理計画●海洋保護区
●大規模な海洋生態系（LME)●海洋生態系と危機的状況にある種

温暖化の世界地図　第 2版
定価（本体 2,800 円＋税）ISBN978-4-621-08619-3

格差の世界地図
定価（本体 2,800 円＋税）ISBN978-4-621-08547-9

スポーツの世界地図
定価（本体 2,900 円＋税）ISBN 978-4-621-08546-2

移住・移民の世界地図
定価（本体 2,800 円＋税）ISBN 978-4-621-08450-2

水の世界地図　第 2版
定価（本体 2,800 円＋税）ISBN 978-4-621-08247-8

病気と健康の世界地図
定価（本体 2,600 円＋税）ISBN 978-4-621-08119-8

食料の世界地図　第 2版
定価（本体 2,600 円＋税）ISBN 978-4-621-08120-4

がんの世界地図
定価（本体 2,600 円＋税）ISBN 978-4-621-08115-0

子どもと健康の世界地図
定価（本体 1,900 円＋税）ISBN 978-4-621-08352-9

絶滅危機生物の世界地図
定価（本体 2,600 円＋税）ISBN 978-4-621-07643-9

ワールド・ウォッチ
地図と統計で見る世界
定価（本体 3,000 円＋税）ISBN 978-4-621-08795-4

好評既刊！
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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【組合せ論の主な題材を概観した定番書の邦訳】
ヴァン・リント& ウィルソン
組合せ論　上
J. H. ヴァン・リント、R. M. ウィルソン　著
神保雅一　監訳　　澤 正憲・萩田真理子　訳
世界中の多くの大学で使われる定番テキストの邦訳。組合せ論のさまざまな分野間の相互関係を示し、
各分野の主要テーマを概観。
定価（本体3,900円+税）　A5判・304頁　ISBN978-4-621-30245-3　C3341
数学・統計学（数学／組合せ論）� （条件：委託・返条付）
丸善出版

注文数 書店番線印【直観的な数学の能力を鍵に理解する数学論】

数学がいまの数学になるまで
Z. アーテシュテイン　著　　植野義明　訳　　落合卓四郎　監修
定価（本体3,300円+税）　A5判・416頁　ISBN978-4-621-30168-5　C3041

数学を教え、学ぶことはなぜ難しい？進化の結果、人間に生得的に埋め込まれるようになった直観的
な数学の能力を鍵に理解する数学論。

数学・統計学（数学／数学一般）� （条件：委託・返条付）
丸善出版

注文数 書店番線印【「病理医と上手に付き合う」手引書】

いち病理医の「リアル」
市原 真　著
定価（本体2,800円+税）　A5判・184頁　ISBN978-4-621-30239-2　C3047

病理医の日常にはじまり、「診断・治療・維持」の医療論、病理診断の実相からAIまで、ヤンデル先生
の「リアル」が満載の一冊。

医学・薬学（臨床医学一般／診断学一般／癌・腫瘍一般）� （条件：委託・返条付）
丸善出版

注文数 書店番線印【原始～近・現代まで全国の遺跡＆遺物を通観】

47 都道府県・遺跡百科
石神裕之　著
定価（本体3,800円+税）　四六判・352頁　ISBN978-4-621-30224-8　 C0539

有名・無名の遺跡や、近・現代の埋蔵文化財のうち、考古学史上や地域史で意議ある発見・調査を取
り上げ各地域の文化遺産を紹介。

人文（歴史学／民俗学／郷土史）� （条件：委託・返条付）
丸善出版

注文数 書店番線印【衛生薬学に関する基本的事項をすべて網羅】

第 6 版 衛生薬学
– 健康と環境 –
永沼 章・姫野 誠一郎・平塚 明　編
定価（本体6,400円+税）　B5判・552頁　ISBN978-4-621-30178-4　 C3047

『衛生薬学』分野を体系的にまとめ、学びやすい目次立ての定番教科書。これからの薬学教育に求めら
れ、実務に役立つ内容を掲載。
医学・薬学（薬学／衛生薬学） （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。


