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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）

5

「三日見ぬ間の桜」を英語で表現すると「Time 
change, 〇〇〇 change.」ですが、この〇〇〇に入
る英単語は次のうちどれ？
①People　　②Cherry　　③Life　　④Wind

「平成」が終わるまで残り1年。次はどんな元号になるので
しょうか。個人的にはですが、「平成」は「三日見ぬ間の桜」
といった言葉がピッタリなほど、色々なモノ・コトが現れては
去り、「桜」のような印象です。あぁ、気付けば今年も桜が終
わってしまった…。今年もお花見してない……。さて、今月は

「三日見ぬ間の桜」に関するクイズです。

A. ①People⇒「三日見ぬ間の桜」を含む、日本語の
ことわざの英語表現については、『日英ことわざ文化事
典』の「日本語のことわざを英語で表現すると １ 数に
まつわる表現編（1～32頁）］をご参照ください！

Q.

7月の「海の日」まで残り約2か月。海水浴・海産物が好きという方も

多いのではないでしょうか。私たちは海から非常に多くの恩恵を受け

ています。その一方で、生態系を無視した漁業や開発、汚染などの活

動によって、海は大きな犠牲を払っています。今月刊行の「海の世界地

図」で今一度、海と人間の共存を考えてみると、海

水浴も海産物もまた違った見方・楽しみ方ができる

かもしれません。海に感謝！

海と人類を考える。

日本では7世紀初頭から測量技術が伝搬、律令制の班田収授
法、のちの貢租徴収に繋がりますが、地図となると伊能忠敬
の正確な測量が有名です。実はこの時代に北斎の「地方測量
之図」という絵図があり、忠敬が55歳から測量を始めたので、
北斎が40歳の歳、まさに時代の報道写実画として記録を残し

たことになります。現代の測量では、アメリカの衛星測位システム（GPS）がカーナビ、
スマホに利用されていますが、約10m程度の誤差があるそうです。さて、今年の11月に、
日本の準天頂衛生「みちびき」衛星4機の運用が始まることでcmレベルの誤差となりま
す。これは紀元前3000年から使われていた測量のしくみが、近年の技術により、大きな
変革が始まろうとしています。さまざまな自動運転のシステムなどが加速度的に広がり
ます。自動車に限らず、船舶、農耕機械、ドローンなどのアイデアが生まれ、共有され
ることでしょう。自然科学のためのはかる百科、“ 測る ” を究めろ、科学の基礎のキソ 単
位と物質、丸善 単位の辞典、和算百科、多面体百科、ミュオグラフィなど、「はかる」を
書店フェアに図ることをお奨めします。
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時空の不確定性と弦理論／
強磁性半導体とスピントロニ
クス／がんを画像化する光音
響レーダー／新しい高みに到
達した量子もつれ
� 　ほか

奈良の「法隆寺」や「東大寺の大仏」などが “ 国宝 ”といわれますが、他にも、多くの
「国宝」があり、現在1,110 件※が国宝として登録されています。
（※文化庁ホームページより　平成30 年4月1日現在） 
ですが、この「国宝」とは一体何なのでしょうか？
文化財保護法 第27条第2項では、文部科学大臣は、重要文化財のうち世界文化の
見地から価値の高いもので、たぐいない国民の宝たるものを国宝に指定することが
できる。と定められている通り、上記をふまえ、文部科学大臣が指定した有形文化財
のことを「国宝」といいます。

　元来、数多くある文化財の中から政府が輸出を禁止したもの
であり、近代の文化財保護制度の確立によって現れた国宝。
文化財の価値を判断するため、古くから継承されてきた宗教的
感情移入を排除しつつ、近代的美術観や審美眼が新たに形成
されてきた経緯があります。
　本書は、各地にある多種多様な国宝・重要文化財を都道府
県別に紹介しており、国宝名と重要文化財名の区別が一目でわ
かる凡例も付いた興味深い一冊です！

（森本 和男　著　四六判・320 頁　本体 3,800 円＋税）

近代的美術観・審美眼の粋を知る！

注目注目今月の注目の新刊

47都道府県
国宝 /重要文化財百科

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	 数学がいまの数学になるまで	
	 落合卓四郎　監修　　植野義明　訳
	 定価（本体 3,300 円 + 税）

❸	 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）

❹	 いち病理医の「リアル」	
	 市原	真　著
	 定価（本体 2,800 円 + 税）

❺	 キャンベル生物学　原書１１版
	 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）

❻	 いかにして問題をとくか
	 柿内賢信　訳
	 定価（本体1,500 円 + 税）

❼	 タツノオトシゴ図鑑
	 曽我部　篤　訳
	 定価（本体 2,800 円 + 税）

❽	 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
	 元田	浩　著　　栗田多喜夫ほか　監訳
	 定価（本体 6,500 円 + 税）

❾	 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）

	 人月の神話【新装版】
	 滝沢	徹・牧野祐子・富澤	昇　訳
	 定価（本体 3,200 円 + 税）
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抗菌薬が効かなくなる
忽那賢志　監訳　　井上　肇・長谷川　学　編　　髙山義浩　訳・著
A5判・124頁　定価（本体1,900円＋税）　ISBN978-4-621-30288-0
感染症のエキスパートとAMR対策行政官が、その「危機」を伝えます。2050年には
耐性菌による死者は1,000万人へ。2015年WHOは「薬剤耐性に関する国際行動計
画」を採択、この運動のきっかけとなったのが本書で、感染症に関わる臨床医，専門
家，行政官が訴える危機と対策が各視点で述べられています。

―AMR（薬剤耐性）との闘いに人類は勝てるのか？
The Drugs Don’t Work 　―A Global Threat

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

「病理医ヤンデル」こと、市原 真医師、渾身の書下ろし。Twitterのフォロワーの数が
約87,000名を持ち、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…と縦横に放つ問題作！　ついついマルチなお節介をやいてしまう
ヤンデル先生の「リアル」が満載。「病理医と上手に付き合う」手引書としてもご活用
ください。

【あめいろぐ】シリーズ

あめいろぐ予防医学
反田篤志　監修・著　　青柳有紀　著
A5判・242頁　定価（本体3,500円+税）　ISBN978-4-621-30237-8

在米日本人医療従事者による情報発信サイト「あめいろぐ」を書籍化。
日本とアメリカの臨床を経験した若きエキスパートの猛者が、比較文化論的な視野か
ら臨床に役立つ本音ベースのノウハウを語ります。予防医学編では、シリーズ総監修の
反田医師が「キレッキレッ」の論旨を展開します。

【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
A5判・232頁　定価（本体3,500円＋税）　ISBN978-4-621-30278-1

ホスピタリストって、知っていますか？　病棟急性期の入院患者を一手に引き受け、内科全
般をバランスよく診療し管理する仕事で、アメリカでは今、ホスピタリストが急増中。「病院内
総合医＝日本ではムリ」と思う前に、ホスピタリストによって、「医療の質」、「患者満足度」、
「医師の働き方」が様変りするとしたら今こそ、求められる「次の一手」なのかもしれません。

ベッドサイドの薬理学
笹栗俊之・宮田篤郎　編
B5判・430頁　定価（本体4,800円＋税）　ISBNISBN978-4-621-30274-3

医学部学生にとって必要な “ベッドサイドの薬理学” を、基礎医学的側面と臨床医学的
側面の臨床薬理学を１冊にまとめた新時代の薬理学教育をリードする教科書です。
通読できように編集され、完全に理解するまで繰り返し読むことができ、医療従事者
の方にも末長くご利用いただける一冊です。



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【海と人間のかかわり・保護がわかる世界地図】

海の世界地図
D.�ヒンリクセン　著　　こどもくらぶ　訳
定価（本体2,800円+税）　B5変型判・128頁　ISBN978-4-621-30277-7　C0060

地球全体の気候を牽引し、豊かな生態系を育成する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られる一冊。
科学一般（環境／海洋／水環境）� （条件：委託・返条付）
丸善出版

注文数 書店番線印【重要な概念「相転移」を平易に解説】

ゆらぎと相転移
宮下精二　著
定価（本体2,400円+税）　A5判・176頁　ISBN978-4-621-30296-5　C3042

連載記事「相転移ことはじめ」の単行本化。物理学やその周辺の科学において普遍的で重要な概念「相
転移」を平易に解説する。

物理学（物理学／物性物理／基礎物理）� （条件：委託・返条付）
丸善出版

注文数 書店番線印【界面コロイドの基礎から最先端技術まで網羅】

第 4 版　現代界面コロイド化学の基礎
原理・応用・測定ソリューション
公益社団法人�日本化学会　編
定価（本体5,400円+税）　A5判・548頁　ISBN978-4-621-30291-0　C3043

化粧品、食品、洗剤に代表されるコロイド化学とあらゆる物質が対象となる界面化学の基礎をじっく
りと解説する。

化学（科学一般／環境学／紫外線対策）� （条件：委託・返条付）
丸善出版

注文数 書店番線印【身近な８つの感染症の発生や対策をひもとく】

続・人類と感染症の歴史　新たな恐怖に備える
加藤茂孝　著
定価（本体2,200円+税）　A5判・190頁　ISBN978-4-621-30294-1　C0047

日本でも身近な８つの感染症について、どのように感染症が発生したのか、医療や行政がどのような
対策をしてきたのかをひもとく。

医学・薬学（医学／医学読み物／感染症）� （条件：委託・返条付）
丸善出版

注文数 書店番線印【環境問題に挑む学際分野の動向と明快な解説】

環境経済・政策学事典
環境経済・政策学会　編
定価（本体20,000円+税）　A5判・814頁　ISBN978-4-621-30292-7　C3530

環境と経済・政策の関わりについて、様々な基本項目／重要項目を取り上げ、環境問題の解決のため
の視座を提供する中項目事典。
社会（事典／社会科学／総記）� （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【近代的美術観・審美眼の粋を知る】

47 都道府県・国宝 / 重要文化財百科
森本和男　著
定価（本体3,800円+税）　四六判・320頁　ISBN978-4-621-30295-8　C0539

各地の多種多様な国宝・重要文化財を紹介しており、自分なりの見識を磨くことができる。「美術品名
索引」「建造物名索引」も収録。

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【生命科学系の大学で必要な情報活用術を解説】

生命科学・医療系のための情報リテラシー　第３版
情報検索からレポート，研究発表まで
飯島史朗・石川さと子　著
定価（本体3,000円+税）　A5判・324頁　ISBN978-4-621-30293-4　C2040

生命科学・医療系の大学・大学院における「調べて、まとめて、発表する」ために必要なスキルをこの
一冊で身につけることができる。

科学一般（科学一般／情報リテラシー）� （条件：委託・返条付）
丸善出版

注文数 書店番線印【知識の創造と意思決定理論の基礎を解説】
東京大学工学教程
システム工学　知識システム　Ⅱ　知識の創造と意思決定
東京大学工学教程編纂委員会　編　　大澤幸生・西野成昭　著
定価（本体2,500円+税）　A5判・166頁　ISBN978-4-621-30290-3　C3350

様々なシステムの過程を支える知識の役割を再確認しつつ、表現方法やその学習、想像、利用のため
の技術と理論について述べる。

コンピュータ・情報科学（システム工学）� （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。

☆�以前ご案内した下記の商品は、今月の刊行になりました。

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


