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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 !?

10

日本では残って仕事をしている同僚や上司に向かって「お先
に」や「お先に失礼します」と丁寧に言います。英語だと簡単
なことばのかけ合いになりますが、英語での不適切な表現は
どれでしょうか？
①　Good night.　②　See you soon.
③　I　go fi rst.　  ④　Good-bye.

10月19日は「海外旅行の日」！「遠（10）くへ行く
（19）」と読む語呂合わせに由来しているとか。みなさ
んは最近、海外旅行に行きましたか？日本では日常的
に使う言葉でも、国や文化によって発想や表現の仕方
は大きく変わるものです。そこで、今回は日英の慣用
句に関する問題です！

A.③　I go fi rst.
⇒『日英・慣用句の文化事典』P63参照

Q.

一部ではございますが、下記の通りご紹介をいたします！

■日経ものづくり 2019年9月号
『デザインブレインマッピング』

■Casa BRUTUS 2019年10月号

『ネコの行動学』　ほか

弊社刊行の書籍が下記の各媒体で
紹介されました！

ネス湖といえば「ネッシー」、首長竜プレシオサウルスのような生
物が生息するという噂でしたが、ついに、その証拠が発見でき
なかったニュース。ネス湖の水深300mの箇所から水を集め生
息する生物をメタバーコーディング法で分析したところ、巨大な
「ウナギ」であれば可能性があるという結果が発表されました。

……となると、恐竜より蒲焼（何人前？）の方に興味が湧く。今日のDNA解析法の検出力で
は犯罪捜査など、シャツについた汗のシミやピアスに付いた僅かな皮膚からも分析が可能だ
と、さらにモノに触った指の汗程度でもＤＮＡ分析ができるそうです。いまや鑑定の精度、
技術の進歩は著しく〝証拠を残さない″ことは至難の業になりそうです。さて、鑑定＝お宝の
連想、昭和22年、戦後丸善の本店落成記念に日本画、洋画の展覧会を開催、当時大きな
反響を呼びました。後に日本画壇一流の錚々たるメンバーが集う、「梟（ふくろう）会」として毎
年開催しました。様々な鑑定の真偽は科学によるデータの積み重ねとも言えます。「理科年
表」、「環境年表」、「突然変異主導進化論」、「ジャンクDNA」、「デザイナー・ベビー」、「エピ
ジェネティクス革命」、「環境とエピゲノム」、「シーラカンスは語る」、「キャンベル生物学」、「犯
罪の一般理論」、「犯罪心理学事典」など書店様の常備図書としてお揃え願います。

巷に溢れるさまざまな医療情報について、「何がホントウで何がデマ
か」を知るには、目利き力を養う必要があります。世にある健康本の
中で、「役に立つ本と立たない本はどこが違うのか。」「どうやったら両
者を（医学の専門知識なしで）区別できるのか。」
感染症医の岩田健太郎医師と、医療ジャーナリストの岩永直子氏によ
る対談で、この命題に取り組んだのが本書です。11冊の健康本を取り
上げ、それぞれの「いいところ」や「わるいところ」を批評しています
が、決して著者や著作内容を否定する本ではありません。ワインの特
徴を説明するように、健康本をテイスティングして、提案しています。
健康本の吟味の仕方だけでなく、受動喫煙やHPVワクチン問題、医師と患者のコミュニ
ケーションの問題、医師の働き方、事故報道の在り方など、健康をめぐるさまざまな問題
が取り上げられています。本書には、健康本のより良い活用法と、最善の医療を受けるた
めの、医療との向き合い方のヒントが詰まっています。本書を読んで、ぜひあなたも健康
本をテイスティングしてみてください！

『新・養生訓　健康本のテイスティング』　岩田 健太郎・岩永 直子 著

　　四六判・314 頁　定価（本体 1,600 円＋税）ISBN:978-4-621-30424-2

本書担当の編集部では、先生との制作秘話エピソードや編集部こぼれ話などをnoteでアップしています。
Twitter いち編集部のリアル（@jiraihensyubu）アカウントから要チェック！

注目注目今月の注目の新刊
これであなたも健康本の
目利き力が養われる?!

新・養生訓 健康本のテイスティング新・養生訓

月間売上げBEST10

❶ 人権の世界地図
 長島 隆　監訳　長島 隆・江崎 一朗・石田 安実　共訳
 定価（本体 2,800 円 + 税）
 ISBN978-4-621-30364-1

❷ いかにして問題をとくか
 柿内 賢信　訳
 定価（本体1,500 円 + 税）
 ISBN978-4-621-04593-0

❸ Effective Java 第 3版
 柴田 芳樹　訳
 定価（本体 4,000 円 + 税）
 ISBN978-4-621-30325-2

❹ 園づくりのことば
 保育をつなぐミドルリーダーの秘訣
 井庭 崇・秋田 喜代美 編著
 野澤 祥子・天野 美和子・宮田 まり子 著
 定価（本体1,300 円 + 税）
 ISBN978-4-621-30410-5

❺ 理科年表　2019
 国立天文台　編
 定価（本体1,400 円 + 税）
 ISBN978-4-621-30331-3

❻ アンドロメダ銀河のうずまき
 銀河の形にみる宇宙の進化
 谷口 義明　著
 定価（本体 2,200 円 + 税）
 ISBN978-4-621-30407-5

❼ 現代数学の基本概念　上
 清水 勇二 訳
 定価（本体 3,200 円 + 税）
 ISBN978-4-621-30401-3

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・栗田 多喜夫・樋口 知之ほか　監訳
 定価（本体 6,500 円 + 税）
 ISBN978-4-621-06122-0

❾ Dr. ヤンデルの病院選び
 ～ヤムリエの作法～
 市原 真　著
 定価（本体1,600 円 + 税）
 ISBN978-4-621-30375-7

 医師として知っておくべき
 マネジメントとリーダーシップの鉄則
 24 の訓え
 綿貫 聡・高尾 義明・錦織 宏　監訳
 定価（本体 4,500 円 + 税）
 ISBN978-4-621-30398-6



  

 

 

 

開催希望  月  日～  月  日（開催予定に合わせて搬入します） 

年は、国際周期表年でもあります。実は周期表も 年にドミトリ・メンデレーエフが元素の周期律を発見し、
今年で 周年を数えます。科学技術の進歩と発展に大きな影響を及ぼしてきた周期表。また、それらを支えた化学
者たちの物語をまとめたリーフレットもご用意しました。ぜひ丸善 周年フェアと併せて開催ください！

出荷条件：返条付き、3 ヶ月延勘 お申込締切：2019年 10 月 31日(木) 
    
明細送付用 
貴店Ｍａｉｌアドレス                         

 

 

⑥応用Ｂセット 

約 40 点 70 冊 
拡材：パネル＆化学者リーフ

レット 100 枚・分子構造模型
サンプル 100個 

 

 

お申込み 

セット 

レファレンスから定番テキストまで 

④人文社会科学+＠セット 

約 40 点 50 冊 
拡材：丸善の歴史リーフ 

レット 50 枚追加 
 

 

お申込み 

セット 

 

基礎医学～臨床医学へ 

③医学+＠セット 

約 40 点 50 冊 
拡材：丸善の歴史リーフ 
レット 50 枚追加 

 

 

お申込み 

セット 

 

丸善の礎を築いた 

②理工+＠セット 

約 100 点 150 冊 
拡材：丸善の歴史リーフ 
レット 50 枚追加 

 

 

お申込み 

セット 

 
 

明治 2年、福沢諭吉の門下であった早矢仕有的が創業した丸善。 

「日本の発展と、人びとの幸福に寄与する」という想いから、西洋の知識や文化を日本に紹介し、人と知との出

会いをつないできました。 

2019年、丸善は 150周年を迎えました。丸善出版となった私たちは、創業以来の想いをしっかりと受け継ぎ、

時代とともに変化する多様な知との出会いを、皆さまにお届けします。 

合言葉は、「未知をひらく、これからも。」 

150年の感謝を込めて、長年読み継がれてきた書籍や、現在のラインナップを網羅したフェアをご提案いたしま

す。丸善の出版物の歴史を辿ることのできるリーフレットなどの拡材もご用意しております。 

今年しかできない本フェア、ぜひ奮ってご参加ください。 

 

丸善創業 周年フェア
 

ご担当者名

貴 店 番 線 印

各分野の定番を押さえた 

①基本セット（必須） 

約 40 点 100 冊 
拡材：パネル＆丸善の歴史リ
ーフレット 30 枚付き 

 

 

お申込み 

セット 

※①基本セットをお申込みの上、オプションとして②～④セットをお申込み下さい。①～④のセットに商品の重複はありません。 
※出荷開始は 10 月からとなります。ご了承ください。 

祝・周期表 周年記念
化学者フェア

 

本フェアに関するお問い合わせ・お申込みは
丸善出版（株）書籍営業部 小畑・片山
： ：

 

⑤基本Ａセット 

約 30 点 80 冊 
拡材：パネル＆化学者リーフ

レット 50枚・分子構造模型サ
ンプル 50 個 

 

 

お申込み 

セット 

丸善 150周年フェアと同時開催→ ✔ □ 

別途開催希望  月  日～  月  日 
  
※出荷開始は 10 月からとなります。ご了承ください。 

※拡材のリーフレットに記載のクイズに回答いただいた読者にプレゼントもご
用意しております。丸善出版で対応します。 

 

書店・生協 各位 
 



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 下
神保 雅一 監訳　　澤 正憲・萩田 真理子 訳
定価（本体4,500円＋税）A5判・348頁　ISBN978-4-621-30412-9　C3341

カリフォルニア工科大学の名物講義の講義録をもとに書かれた、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。組合
せ論に関する著者たちの趣向がふんだんに盛り込まれ、組合せ論を志す学生のみならず研究者にとっ
ても座右の書として折にふれて参照したくなる一冊。

数学・統計学 > 応用数学

注文数 書店番線印【基礎科学と社会の関係を考える】
基礎科学で未来をつくる
科学的意義と社会的意義
田村 裕和・村山 斉・櫻井 博儀・常田 佐久・前野 悦輝・岡本 拓司・中村 幸司・梶田 隆章　著
定価（本体2,100円＋税）　四六判・192頁　ISBN978-4-621-30443-3　C3042

日本学術会議シンポジウム「基礎科学研究の意義と社会---物理分野から」をもとにした書籍。物理関
連分野を例にして、典型的な「基礎科学」と思われている研究をあえて取り上げ、それが社会とどうつ
ながり、いかに重要かを説くとともに、科学史研究やメディアの視点も取り入れて、今後の基礎科学
の発展の方向性を見いだす視点を提供する。

物理学 > 物理学一般

注文数 書店番線印【相互作用のない理想系を中心に基礎を学ぶ】
東京大学工学教程
基礎系 物理学　統計力学 I
東京大学工学教程編纂委員会　編　　宮下 精二・今田 正俊　著
定価（本体2,000円＋税）　A5判・142頁　ISBN978-4-621-30428-0　C3342

統計力学の基礎を、主に相互作用がない、熱平衡状態にある理想系について解説。本書では熱平衡状
態の統計力学の方法をGibbsのアンサンブル理論によって説明する。古典的な系を念頭におき、熱平
衡状態の微視的な記述を学んだあと、量子系の力学の考え方を学び、それを用いて量子理想気体の振
る舞いを具体的な例とともに学ぶ。

物理学 > 熱・統計力学 > 統計力学

注文数 書店番線印【相互作用のある、非平衡の系の取扱いを学ぶ】
東京大学工学教程
基礎系 物理学　統計力学 II
東京大学工学教程編纂委員会　編　　今田 正俊・宮下 精二　著
定価（本体2,500円＋税）　A5判・162頁　ISBN978-4-621-30429-7　C3342

相互作用が生み出す多様性、非平衡状態および不可逆性を取り入れる手法の基礎を解説。また、対称
性の破れ、相転移と臨界現象、ゆらぎ、揺動散逸定理などの概念と自然界での現れ方を、古典極限と
量子系の対応に注意しながら解説。量子系の統計力学を経路積分の考え方を用いて述べ、統計力学的
な物理量の厳密な計算の手法についても解説している。

物理学 > 熱・統計力学 > 統計力学

注文数 書店番線印【量子力学を理論的に取り扱う手法を解説】
東京大学工学教程
基礎系 物理学　量子力学 II
東京大学工学教程編纂委員会　編　　押山 淳　著
定価（本体2,800円＋税）　A5判・212頁　ISBN978-4-621-30430-3　C3342

さまざまな場面で量子力学を理論的に取り扱う手法について解説。五つの章立てにより大学学部レベ
ルの量子力学の集大成をめざしている。実験との直接的な対応がつけやすい散乱理論、相対論を考慮
した量子力学の理論、複数の粒子からなる系、電磁場を量子系として取り扱う手法、量子系の対称性
から導かれる普遍的な性質についてまとめている。

物理学 > 量子力学



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【量子情報理論の基礎から最新のテーマまで学べる一冊】

量子情報理論　第 3 版
佐川 弘幸・吉田 宣章　著
定価（本体3,500円＋税）　A5判・320頁　ISBN978-4-621-30416-7　C3042

量子力学の基本的な考え方から出発して、量子ゲート、量子計算、量子暗号など、量子情報理論の仕
組みやアルゴリズムを解説した教科書。理解を深めるために例題を交え、説明に具体性を持たせたほ
か、章末には演習問題を設け、本書一冊だけで学習できるような内容を目指した。量子情報理論の基
礎から量子コンピュータの最新のテーマまで学べる一冊。

※旧版については別紙返品承諾書をご利用の上ご返品ください。

物理学 > 量子力学

注文数 書店番線印【大学で初めて有機化学を学習する学生のための演習書】

演習 『生命科学、食品・栄養学、化学を学ぶための
有機化学 基礎の基礎 第 3 版』
立屋敷 哲　著
定価（本体1,600円＋税）　B5判・144頁　ISBN978-4-621-30419-8　C3043

高校で化学を履修しなかった人や、大学で初めて有機化学を学習する必要がある学生のための自習演
習書。繰り返し学習することで確実に基礎を身につけることができる。

化学・化学工学 > 有機化学

注文数 書店番線印【ワインのように健康本をテイスティング！】

新・養生訓
健康本のテイスティング
岩田 健太郎・岩永 直子　著
定価（本体1,600円＋税）　四六判・314頁　ISBN978-4-621-30424-2　C0047

巷間に溢れる医療情報の「何が真実・何がデマか」を知るには、目利き力の涵養が必要だ。感染症医
の岩田健太郎医師と医療ジャーナリストの岩永直子氏が対談を行い、11冊の本をcritique（批評）。健
康本の吟味の仕方、受動喫煙やHPVワクチン問題、働き方改革、事故報道の在り方、編集者の姿勢、
健康をめぐる諸問題もテイスティングした！

医学・薬学 > 医学一般

注文数 書店番線印【ヒューマンエラー防止のための実務入門書】

ヒューマンエラー　第 3 版
小松原 明哲　著
定価（本体1,800円＋税）　A5判・152頁　ISBN978-4-621-30435-8　C0050

「ヒューマンエラーとは何なのか」「どうして起きるのか」という本質を体系的に理解し、「どう防ぐか」
を事例にもとづきながら検証する手引書として、初版刊行以来、業種に関係なく実務入門書として定
評をいただいている書籍の改訂版。リスクマネジメントと最新のヒューマンエラー防止技術の研究を
もとに、より現場に役立つ内容に更新しました。

※旧版については別紙返品承諾書をご利用の上ご返品ください。

社会科学 > 経営工学・リスクマネジメント

注文数 書店番線印【中国の農村は何を食べて生きていたのか？】
金沢大学人間社会研究叢書
近代中国の食糧事情
食糧の生産・流通・消費と農村経済
弁納 才一　著
定価（本体6,500円＋税）　A5判・256頁　ISBN978-4-621-30442-6　C3033

近代中国農村は非常に貧しく、農村経済も全体として遅れていたと見なされてきた。  だが、実際には
脱農化・手工業化が進行。遠方からの穀物の移入が当たり前のように行われ、すでに農業国とは言え
ない状況だった。本書では中華民国期の食糧の生産・流通・消費に膨大な統計・資料から迫り、近代
中国農村経済史の全体像構築を図る。

社会科学 > 経済学
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注文数 書店番線印【デザイン科学に関する本邦初の事典】

デザイン科学事典
日本デザイン学会　編　　松岡 由幸　編集委員長
定価（本体20,000円＋税）　A5判・728頁　ISBN978-4-621-30377-1　C3550

デザインという語はモノ・コトづくりの現場以外にもさまざまな分野で使用され、その多義化が進んで
いる。デザイン科学は、デザイン（設計）行為に関する知の統合を図ることで、デザインという創造的
行為の本質を解明しようとする学問である。理論・方法論から分析・発想・評価法まで、見開き完結
の項目で取り上げデザイン科学の全体像を見渡す事典。

人文科学 > 総記・事典

注文数 書店番線印【私達は現代（いま）をどう生きればいいのか】

いまを生きるための倫理学
盛永 審一郎・松島 哲久・小出 泰士　編
定価（本体3,800円＋税）　四六判・320頁　ISBN978-4-621-30441-9　C1012

現代をどう生きればいいのか?――本書は、生命、環境、教育から、家族に至るまで、現代社会に生
きる人びとが直面しうるさまざまなトピックを論題に立て、哲学の一分野であり道徳哲学とも呼ばれる

「倫理学」の知見をもとに、物事の行動規範となる道徳的な評価を提示する。見開き2ページで、各テー
マに精通する専門家が平易に解説する。

人文科学 > 倫理学

注文数 書店番線印【心身の健康増進と疾病予防を知るための事典】

健康心理学事典
日本健康心理学会　編
定価（本体20,000円＋税）　A5判・746頁　ISBN978-4-621-30376-4　C3511

心身の健康増進と疾病予防に関する心理学的研究から300項目を厳選し、基礎から研究法までを見開
き２ページの全13章構成でわかりやすく解説した中項目主義の読む事典。

人文科学 > 心理学 > 応用心理

注文数 書店番線印【厳選した362項目で謎に満ちた大国に迫る】

ロシア文化事典
沼野 充義・望月 哲男・池田 嘉郎　編集代表
定価（本体20,000円＋税）　A5判・880頁　ISBN978-4-621-30413-6　C0522

沼野充義編集代表をはじめとした国内外で活躍する研究者や実務家205名ら、ロシア研究者の総力を
あげて編集＆執筆した充実の内容。これまでの蓄積と最新の研究動向を反映し、ロシアの多彩な側面
を広く深く解説している。ワンテーマ1見開き（2頁）完結でどこから開いても興味深く読める。

人文科学 > 総記・事典（文化人類学・人文地理学・民俗学）

注文数 書店番線印【人々、自然、文化…多様な共生社会を紹介】

東南アジア文化事典
信田 敏宏　編集委員長
定価（本体20,000円＋税）　A5判・826頁　ISBN978-4-621-30390-0　C0522

多くの島々と起伏にとんだ地形を持つ東南アジアの社会、自然、人々を解説。現在に主眼を置き、た
だし日本との関係については歴史的に掘り下げて紹介する。古来よりさまざまな民族が邂逅し、イン
ドや中国と交わり、近代では欧米の植民地化も行われた多種多様な地域の魅力とは。エスニック料理
や世界遺産、独特の芸能やジェンダー・宗教なども紹介。

人文科学 > 総記・事典（文化人類学・人文地理学・民俗学）
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注文数 書店番線印【スペイン史を豊富な図版と共に読みとおす】
シリーズ　コンパクトヒストリア
スペイン通史
川成 洋　著
定価（本体2,500円＋税）　四六判・224頁　ISBN978-4-621-30404-4　C0322

古代より様々な人々が行き交い、侵入し、定住したスペインの歴史には、ダイナミックで、私たちを
瞠目させる壮大なドラマが常に秘められている。そんなスペインの歴史を一冊で丸ごと読み通す、教
科書以上にもっと詳しくしるための一冊。

人文科学 > 歴史学

注文数 書店番線印【若い世代にも、大人のための読み直しにも最適】

知っておきたい日本の古典芸能　歌舞伎
瀧口 雅仁　編著
定価（本体2,000円＋税）　A5判・174頁　ISBN978-4-621-30436-5　C0376

歌舞伎の代表的演目を再録し解説を付けた小中学生向けの本。小学校で習う以外の漢字にルビを振り、
作品のポイント・成り立ち・背景などの解説を付け、難しい言葉や歴史的な言葉を解説するなどの工
夫をしたうえで、あえて現代語訳にせず実演を再現したのが類書との大きな違い。実演を再現した臨
場感のある内容が本物の演芸の鑑賞へのいざないになる。

人文科学 > 芸術・芸能

注文数 書店番線印【若い世代にも、大人のための読み直しにも最適】

知っておきたい日本の古典芸能　講談
瀧口 雅仁　編著
定価（本体2,000円＋税）　A5判・140頁　ISBN978-4-621-30437-2　C0376

講談の代表的演目を再録し、作品のポイント・成り立ち、背景などの解説を付けた小中学生向けの本。
小学校で習う以外の漢字にルビを振り、難しい言葉や歴史的な言葉を解説するなどの工夫をしたうえ
で、あえて現代語訳にせず実演を再現したのが類書との大きな違い。実演を再現した臨場感のある内
容が本物の演芸の鑑賞へのいざないになる。

人文科学 > 芸術・芸能

注文数 書店番線印【若い世代にも、大人のための読み直しにも最適】

知っておきたい日本の古典芸能　落語
瀧口 雅仁　編著
定価（本体2,000円＋税）　A5判・182頁　ISBN978-4-621-30438-9　C0376

落語の代表的演目を再録し解説を付けた小中学生向けの本。小学校で習う以外の漢字にルビを振り、
作品のポイント・成り立ち・背景を解説し、難しい言葉や歴史的な言葉に解説を付けるなどの工夫を
したうえで、あえて現代語訳にせず実演を再現。実演を再現した臨場感のある内容が本物の芸能への
いざないになる。

人文科学 > 芸術・芸能

注文数 書店番線印【若い世代にも、大人のための読み直しにも最適】

知っておきたい日本の古典芸能　浪曲・怪談
瀧口 雅仁　編著
定価（本体2,000円＋税）　A5判・178頁　ISBN978-4-621-30439-6　C0376

浪曲・怪談の代表的演目を再録し解説を付けた小中学生向けの本。小学校で習う以外の漢字にルビを
振り、作品のポイント・成り立ち・背景を解説し、難しい言葉や歴史的な言葉を解説するなどの工夫
をしたうえで、あえて現代語訳にせず実演を再現したのが類書との大きな違い。実演を再現した臨場
感のある内容が本物の芸能へのいざないになる。

人文科学 > 芸術・芸能



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【若い世代にも、大人のための読み直しにも最適】

知っておきたい日本の古典芸能　忠臣蔵
瀧口 雅仁　編著
定価（本体2,000円＋税）　A5判・166頁　ISBN978-4-621-30440-2　C0376
歌舞伎・講談・浪曲で演じられる忠臣蔵の代表的演目を再録し解説を付けた小中学生向けの本。小学
校で習う以外の漢字にルビを振り、作品のポイント・成り立ち・背景を解説し、難しい言葉や歴史的
な言葉を解説するなどの工夫をしたうえで、あえて現代語訳にせず実演を再現。実演を再現した臨場
感のある内容が本物の芸能へのいざないになる。

人文科学 > 芸術・芸能
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