
丸善出版
発行：丸善出版株式会社
〒101-0051
東京都千代田区神田神保町2-17

神田神保町ビル6Ｆ
TEL　03-3512-3256
FAX　03-3512-3270
https://www.maruzen-publishing.co.jp

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

世界にある島の中で、日本の本州よりも面積が小
さい島は次のうちどれ？
①グリーンランド　　②スマトラ
③マダガスカル　　　④グレートブリテン

　3月は、「弥生」、「桜月」といった別名もあるようです。弥生
時代と何か関係が…？と思っていましたが、「弥＝いよいよ、生
＝（草木が）生い茂る」という意味なのだとか。植物に関連して
いるのは、昔の人々が、植物・花や自然を愛しんできた証拠か
もしれませんね。今月は、そんな植物が芽吹いてきた、「日本」
にまつわるクイズです！

A. ④グレートブリテン⇒「グレートブリテン」を含む、世界
のおもな島については、『理科年表 平成30年（机上版・ポ
ケット版）』の地学 地理「世界のおもな島（１）世界のおもな島

（２）（地６　596頁～地７　597頁）］をご参照ください！

Q.

去る2月26日（月）、弊社ホームページがリニューアル！
見やすく・わかりやすいレイアウトに変更し、商品検索もスムーズにご利用
いただけるようになりました！
書店様向けのページもございますので、ぜひご活用ください！

　丸善出版の新しいホームページ☟☟

https://www.maruzen-publishing.co.jp

弊社ホームページが
リニューアル！

梅、柿、ミカン、山椒、豆腐、炭、犬、パンダ、いったいど
この地域？山岳霊場、熊野古道と並べるとお気づきでしょう
か。紀伊半島の南西部に位置する和歌山県です。このたび「ク
マノザクラ」という新種が発見され、もしかすると特産に加
わるらしいニュース。「さくら」の生態や文化・芸術的な側面

ではさくら百科が詳しく紹介。和歌山県は、暖地果樹の王国で、日本気候百科（1月刊行）、
では、南高梅、有田（温州）ミカン、富有柿で知られ、山地の1月平均気温が－4.3℃とな
ると高野豆腐も特産に。参詣道をはじめとする熊野古道はもとより、47 都道府県　遺跡
百科（2月刊）では、弥生時代以降の古墳遺跡が数多く、「高地性集落」が出現します。備
長炭も有名、全国展開の書店様では、元は炭屋を営むとも聞きます。また、和名で「はじ
かみ」という山椒も特産品、「はじ」は、実がはじける、「かみ」は韮の古名「からみ」が意
と、スパイス百科（1月刊）で紹介。理科年表（11月刊）の「生物季節観測平年値」では、
「ソメイヨシノ」の開花日は東京、和歌山ともに3月26日で同じ。クマノザクラはソメイ
ヨシノに匹敵する美しさといわれ、開花は1～ 2週間ほど早いらしい、となると……東京
のお花見頃が長くなるかもしれない。
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特集：土星探査機カッシーニ

土星の内部・大気・磁気圏の成

果／タイタンとエンケラドス：宇

宙における海と生命／土星の環

は何を語るか　ほか

「数学って難しい…。」「なぜ数学は学ぶことは難しいのか？」

そう考えたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか？

胸を張って言うことでもないのですが、私もその一人です…。

本書は、数学を学ぶことが難しい理由を理解するため、進化の生存競争で利点をも

たらした結果、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と、そ

うでない能力の違いを認識する重要性を指摘しています。ギリシャから、ニュートン

力学、電磁気の理論、相対論から量子論まで、数千年発展してきた数学が、直観的

な数学とは衝突するとし、統計学的な能力や、ゲーム理論など

の人間集団が取る行動の数学的分析、コンピューターの高速性

も直観的でないことも解説しています。論理を基礎とした厳密

な数学のあり方にまで及び、数学の学習や教育に関心のある方

にオススメです！

（Z. アーテシュテイン　著・落合卓四郎　監修・植野義明ほか　訳
  　A5 判・428 頁　本体 3,300 円＋税）

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

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	 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）

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・栗田多喜夫ほか　監訳
	 定価（本体 6,500 円 + 税）

❺	 続・図書館空間のデザイン
	 益子一彦　著
	 定価（本体 3,200 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	 世界の暦文化事典
	 中牧弘允　編
	 定価（本体12,000 円 + 税）

❽	 極論で語る循環器内科　第2版
	 香坂　俊　編著　　永井利幸・村木浩司・宗形昌儒　著
	 定価（本体 3,200 円 + 税）

❾	 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）

	 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）





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【量子・熱・統計力学の基礎をまとめた教科書】

理工系の基礎　物理学Ⅱ
物理学 編集委員会　編
齋藤晃一・半澤克郎・渡辺一之・二国徹郎　著
定価（本体2,800円+税）　B5判・272頁　ISBN978-4-621-30284-2　C3042

理工系学部生が知っておくべき物理学（量子力学、熱力学、統計力学）の基礎をまとめた。分野を俯
瞰するガイドかつハンドブック。

物理学（物理学／量子力学／熱統計力学）� （条件：委託・返条付）
丸善出版

注文数 書店番線印【実験時の疑問や曖昧な部分を解決できる】

研究室で役立つ　有機実験のナビゲーター　第 3 版
実験ノートのとり方から機器分析まで
上村明男　訳
定価（本体3,400円+税）　A5判・370頁　ISBN978-4-621-30281-1　C3043

実験を行ううえでもっとも重要である基礎的な技術や知識についてまとめた入門書として好評を博し
た書籍の第３版。

化学（化学／有機化学／有機実験）� （条件：委託・返条付）
丸善出版

注文数 書店番線印【世界各国で定評のある生物学の教科書】

キャンベル生物学　原書 11版
L. A. アーリ・M. L. ケイン・S. A. ヴァッサーマン・P. V. ミノースキー・J. B. リース　著
池内昌彦・伊藤元己・箸本春樹・道上達男　監訳
定価（本体15,000円+税）　B5判・1704頁　ISBN978-4-621-30276-7　C3045

生命の化学、細胞、遺伝学、進化のメカニズム、生物多様性の進化的歴史、植物・動物の形態と機能、
生態学まで幅広く生命現象を解説。

生物・生命科学（生物学／一般生物学）� （条件：委託・返条付）
丸善出版

注文数 書店番線印【「時代の要請」といえるホスピタリストとは】
［あめいろぐ］シリーズ
あめいろぐホスピタリスト
反田篤志　監修　　石山貴章・野木真将　著
定価（本体3,500円+税）　A5判・232頁　ISBN978-4-621-30278-1　C3047

アメリカ臨床の最新ムーブメント、ホスピタリスト。「2025年問題」と「high-value care」の解決の鍵
となる解説がなされた一冊。

医学・薬学（臨床医学内科系／内科学一般）� （条件：委託・返条付）
丸善出版

注文数 書店番線印【薬学の基本をこの一冊に凝縮】

理工系の基礎　薬学
薬学　編集委員会　編
定価（本体2,800円+税）　B5判・320頁　ISBN978-4-621-30283-5　C3047

薬学部で習う項目を網羅し、ガイドブックとして薬学を学ぶ上で身に付けておくべき内容を一冊に凝
縮。薬剤師国家試験でも活用できる。

医学・薬学（薬学）� （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【薬学に必要な免疫学の基本が理解できる】
薬学生・薬剤師のための
コンパクト免疫学
松井勝彦　著
定価（本体3,000円+税）　B5判・180頁　ISBN978-4-621-30282-8　C3047

薬学生および薬剤師にとって必要な免疫学を体系的にまとめ、かつ最新の知見を網羅した。読者の理
解を深める工夫が随所にある。
医学・薬学（薬学／免疫学） （条件：委託・返条付）
丸善出版

注文数 書店番線印【新時代の薬理学教育をリードする教科書】

ベッドサイドの薬理学
笹栗俊之・宮田篤郎　編
定価（本体4,800円+税）　B5判・432頁　ISBN978-4-621-30274-3　C3047

薬を扱う人の立場にたって書かれており、学生の教科書だけでなく、医療従事者の参考書としても末
長く利用できる。

医学・薬学（医学・薬学／薬理学／臨床薬理学）� （条件：委託・返条付）
丸善出版

注文数 書店番線印【土木工学の基礎的事項を一冊に凝縮】

理工系の基礎　土木工学
土木工学　編集委員会　編
定価（本体2,500円+税）　B5判・224頁　ISBN978-4-621-30286-6　C3051

本書を通読することで、土木工学に関連する各分野の基礎知識を網羅でき、公務員試験や技術士など
の資格試験の対策にも有用。

土木工学（土木工学／建設・土木／工学）� （条件：委託・返条付）
丸善出版

注文数 書店番線印【情報社会での必修項目が身につく教科書】

大学一年生のための情報リテラシー
小棹理子　編著
定価（本体2,000円+税）　B5判・130頁　ISBN978-4-621-30279-8　C3004

大学一年生のうちに身につけたい情報リテラシーを身近な例を用いて説明した教科書。情報を活用す
る能力を養うことができる。

コンピュータ・情報科学（情報科学／情報教育学）� （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・428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

☆ 以前ご案内した下記の商品は、今月の刊行になりました。



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。

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

ISBN
丸善出版 （条件：注文扱い）

冊数 書店番線印

ISBN
丸善出版 （条件：注文扱い）

冊数 書店番線印

ISBN
丸善出版 （条件：注文扱い）

冊数 書店番線印書　名

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
定価（本体3,900円+税）　A5判・340頁　ISBN978-4-621-30245-3　C3341

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。
数学・統計学（数学／組合せ論） （条件：委託・返条付）
丸善出版


