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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）

8

タツノオトシゴの属名「Hippocampus（ヒポカンパ
ス）」は、ギリシア語で○○○を表す（hippo）と、
「海獣」を意味する（kampos）に由来していますが、
このhippoとは次のどれ？
　①馬　　②虎　　③神　　④龍

私たちには名前（本名）があります。昔、本名は「諱
いみな

（忌み名）」
と呼ばれ、親や主君の人以外が人の本名を口にすることは憚
られていたようです。昔の人に通称があったのはこれが理由
なのかもしれません。それに倣い「みみずQuiz」に通称をつ
けるなら？「みみQ」（略称）…。ということで、今月は「名」に
関するクイズです！

A. ①馬　⇒タツノオトシゴの属名など、謎の多い生態に
ついては、『タツノオトシゴ図鑑』の「謎多き生体（P7～
P12）」をご参照ください

Q.

空を飛べないという欠点があるダチョウは、実は世界で最も速い逃げ足を武器にした
危機管理能力の高い動物であるのをご存知でしたか？そんなダチョウを見習ってタイト
ルに含めた書籍『ダチョウのパラドックス 災害リスクの心理学』が刊行
になります！
私たちはなぜ、繰り返し災害リスクを見誤り、準備を怠り、再び災害
をうけるのか。どうすれば、災害リスクに対応できるのか。判断を誤る
六つの心理的バイアスとその意思決定のプロセスへの影響を、具体例
とともに紹介し、解決へのアプローチをまとめた一冊です。

“ダチョウ”を見習う

日本の熱波が世界のニュースに。2年後の東京オリンピック
の天候が憂慮されています。さて、気温と湿度から求める
不快指数は70以上が一般の人が不快、75以上で半数が不快、
85以上でほとんど不快とした指標です。ベタベタやビショビ
ショの体感なの？温度が高く、汗の蒸発が阻害されると「蒸

し暑い！」ことになります。指数はIndex、出版界では索引の意になり、紙数（しすう）と
いうと頁数になります。さて、指数とは何らかの基準数値に基づいた比率値のことをい
い、物価指数、知能指数、生産指数、株価指数などです。気象サイトでは、お出かけ指数、
洗濯指数、傘指数、星空指数、紫外線指数、ビール指数、洗車指数、レジャー指数、の
ど飴指数、シミ・リバウンド指数、汗かき指数、冷房指数、アイス指数、除菌指数、蚊
ケア指数が掲載され、ホントに必要な指数かどうか疑問。ビールが飲みたくなる度合い？
この指数知りたい？知らない方がいい！西日本豪雨土砂災害、猛暑、最高温度、台風多
発など、異常気象とした関心が急上昇。新刊の気候と気象のとらえ方、小さな地球の大
きな世界、「地球温暖化」狂騒曲、海の世界地図、日本気候百科、ほかサイエンス・パレッ
ト気候、理科年表、環境年表が注目本“知識指数”は100です。

2018 年9月号
（Vol. 33 No. 9） 

すれすれの原子核衝突／素粒
子の隠れた世界／動物運動を
解き明かす創発的物理／過
冷却された水における液相間
の相転移
� ほか

古 代 建 築 専制王権と世界宗教の時代
「古代建築」と聞くと、エジプトのピラミッドやギ
リシャのパルテノン神殿などが思い浮かびますが、
あの造形の根底にはどのような思想があったので
しょうか？
　本書は、建築学の観点から宗教建築の誕生、
伝播、衝突、折衷、変容、持続といったダイナミ
ズムを地域・時代ごとに俯瞰し解説する新シリー
ズの第1回配本となります。
地中海から東アジアにおける古代文明とその宗教
建築の成立から確立期までの変遷を扱っており、古代建築や当時の宗
教に思いを馳せながら、まるでタイムトラベルしているかのように楽しめ
るかもしれません。

（中川 武　監修　　溝口明則　著　A5 判・272 頁　本体 3,200 円＋税）

注目注目今月の注目の新刊
宗教、王権、建築の相互作用を解き明かす

世界 宗教 建築史シリーズ

月間売上げBEST10

❶	 消費生活アドバイザー受験合格対策　２０１８年版
	 大矢野由美子・安藤昌代	・工藤千草　編著
	 定価（本体 6,500 円 + 税）

❷	「地球温暖化」狂騒曲　社会を壊す空騒ぎ
	 渡辺	正　著
	 定価（本体1,800 円 + 税）

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

❹	 対話のことば
	 オープンダイアローグに学ぶ問題解消のための対話の心得
	 井庭	崇・長井雅史　著
	 定価（本体1,300 円 + 税）

❺	 日本伝統文化の英語表現事典
	 亀田尚己・三宮優子・中道キャサリン　著
	 定価（本体 3,800 円 + 税）

❻	 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・栗田多喜夫・樋口知之ほか　監訳
	 定価（本体 6,500 円 + 税）

❼	 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・宗形昌儒ほか　著
	 定価（本体 3,200 円 + 税）

❽	 AI 時代の翻訳に役立つGoogle活用テクニック
	 安藤	進　著
	 定価（本体1,600 円 + 税）

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

	 しっかり知りたいビッグデータとAI
	 宇野毅明・池田亜希子　著
	 定価（本体760 円 + 税）



「ニーズ」を逃がすな！「アジア」を狙え！

Marketing for Competitiveness: Asia to the World in the age of Digital Consumers

コトラーコトラー
競争力を高める
マーケティング
競争力を高める
マーケティング

「デジタル消費者」の時代、アジアから世界へ！
フィリップ・コトラー／ヘルマワン・カルタジャヤ／ホイ・デンフアン　著　　山形浩生　訳

A5判・310頁　定価（本体3,800円+税）　ISBN978-4-621-30315-3
規模、成長率、多様性など、どんな基準においても世界で最もダイナミックな地域であるアジア――本書では、マー
ケティングの神様コトラーならではの平易な語り口で、経済成長率の高い｢アジア市場｣で成功するためのマーケティン
グ手法について、｢本物の顧客価値を生み出すためにやるべきことは何か｣｢たえず変化する人々のニーズを収益機会に
転化するにはどうすればいいか｣という視点から具体的にわかりやすく解説。急速な変化、不確実性、複雑性や曖昧
さを乗り越えて、持続可能な経営を実現させるためのマーケティング戦略のすべてがここに。

マーケティングの神様、コトラーが活況を呈すアジア市場を分析
マーケティングに関する多くの新しい概念とフレームワークを提示
世界人口の60％を占めるアジア各国の様々な興味深い事例を紹介

はじめに：変化の内部構造
　第1章　最大のドライバーとしての技術
　第2章　主要ドライバーとしての政治、法律、経済、社会文化
　第3章　究極ドライバーとしての市場

第Ⅰ部　マーケティングは変化しているか？
競争の風景：ダイナミックなアリーナ

　第4章　製品中心の視点：製品開発における接続性 
　第5章　顧客中心の視点：デジタル消費者とつながる
　第6章　人間中心の視点：接続された世界で、成功を通

じて良いことを行う
第II部　マーケティングは動いている？

競争ポジション：中核的なエッセンス
　第7章　存在戦略：ポジショニングから確認へ

　第8章　中核戦術：差別化からコード化へ
　第9章　価値指標：ブランドから人格へ
第Ⅲ部　マーケティングは創造？

競争的マーケティング：その全体
　第10章　価値探究のためのマーケティング戦略
　第11章　価値エンゲージメントのためのマーケティング戦術
　第12章　価値を価値でマーケティング

おわりに：グロリカリゼーション的心構え
̶̶アジアから世界へ！

　第13章　アジアの地元チャンピオン企業 
　第14章　アジアの地域プレーヤー : アジアのビジョン、地元

のアクション
　第15章　アジアの多国籍企業: グローバル価値、地域戦

略、地元戦術

主　要　目　次



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【世界規模での環境ビジネスの為の最適な手法】

LIME3　グローバルスケールの LCA を実現する環境影響評価手法
伊坪徳宏・稲葉�敦　編著
定価（本体10,000円+税）　B5判・320頁　ISBN978-4-621-30322-1　C3036

国際規格に則り、製品やサービスのライフサイクルにおける環境影響を評価する方法LIMEの最新版
「LIME3」を解説した一冊。

科学一般（環境／エコロジー／地球科学）� （条件：委託・返条付）
丸善出版

注文数 書店番線印【ベセスダシステムや液状化検体細胞診も掲載】
JAMT 技術教本シリーズ
細胞検査技術教本
日本臨床衛生検査技師会　監修
定価（本体4,800円+税）　A4判・232頁　ISBN978-4-621-30150-0　C3347

細胞検査の基本技術などについて記載。細胞診断はがんの有無や腫瘍の推定の他、多種多様な判定に
使用されている。認定技師制度対応。

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【加速措置ではない真の復興に向けて】

福島の除染と復興
川﨑興太　著
定価（本体7,000円+税）　B5判・200頁　ISBN978-4-621-30321-4　C3051

震災・復興に関する資料から除染と復興に焦点をあて、政策の変遷を整理し、著者自身の現地調査や
被災地の住民意識調査等をまとめた。

土木工学（土木・都市計画／社会学）� （条件：委託・返条付）
丸善出版

注文数 書店番線印【リスクに備えるための必読書】
ダチョウのパラドックス
災害リスクの心理学
R.�マイヤー・H.�クンルーザー　著　　中谷内一也　訳
定価（本体2,800円+税）　四六判・200頁　ISBN978-4-621-30330-6　C3011

私達が判断を誤る六つの心理的バイアスとその意思決定のプロセスへの影響を紹介。解決へのアプ
ローチを心理学的な観点からまとめた。

人文（心理学／防災／リスク）� （条件：委託・返条付）
丸善出版

注文数 書店番線印【宗教建築のなりたちを探求する古代建築史論】
世界 宗教 建築史シリーズ
古代建築　―専制王権と世界宗教の時代
中川�武　監修　　溝口明則　著
定価（本体3,200円+税）　四六判・272頁　ISBN978-4-621-30316-0　C0052

ピラミッドやパルテノン神殿などの建築物の造形とその根底にある思想を探り、宗教、王権、建築の
相互作用を解き明かす。

建築学（建築史／考古学／宗教史）� （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。


