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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 !?

11

レンコンはおせち料理にも使われ、縁起のいい野菜として知
られています。レンコンの「あいたあな」にちなんだ縁起の
いいとされる理由は？
　①　丈夫に暮らせる　　②　出世を願う
　③　先を見通す　　　　④　子孫繁栄

11月17日はレンコンの日！1994年11月17日に、
レンコンの一大産地である茨城県土浦市で開催された
「蓮根サミット」に由来しています。レンコンの原産地
は中国の揚子江沿岸で、市場に流れている大半が中国
種なんだとか！土浦では「つちまる」というゆるキャラ
もいて、レンコン生産量日本一のPRに一役買ってい
ます！さて、ここで問題！

A.③　先を見通す
⇒『地野菜/伝統野菜』P40参照

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！

■Sputnik（スプートニク） 2019年9月13日
『ロシア文化事典』

■中日新聞 北勢版 2019年10月6日

『日英・慣用句の文化事典』　ほか

弊社刊行の書籍が下記の各媒体で
紹介されました！

電子ブックやテレワークなどの通信手段では、紙、印刷、配本、移動
などのエネルギーが節約できます。しかし、そこには情報ネットワー
クが整備されてこそ享受でき、システム維持のためには大量のエネル
ギーが必要になります。電力ではこれまでの集中型の技術を見直し、
分散型に転換する時代の兆しです。今日IoTなどの仕組みでは、セン

サー技術も急進しています。そこでは道路や橋に自動車が通過する振動で発電し橋のイルミネーショ
ンが点灯、また雨傘に雨が当たる振動で発光し夜道を照らします。さらに豪雨時にマンホールの蓋の
裏側に水位測定するセンサーを装置、下水の熱で発電し氾濫を予測する実験などさまざまな展開が
始まっています。これらを「エネルギーハーベスティング（環境発電）」といいます。例えば、話し声と
いうエネルギー源を使い、会話発電という携帯電話も夢ではないようです。丸善出版の記録ですが、
昭和27年に「鋳物便覧」、「熱管理便覧」、「化学便覧」、「金属便覧」、28年に「電気化学便覧」、「燃料便
覧」、「土木設計便覧」、「化繊便覧」、29年に「工業薬品安全取扱便覧」、「鉄鋼便覧」、「生産管理便覧」
と矢継ぎ早に便覧が刊行しました。一体このエネルギーはどこから、どこに行ったのでしょうか？創
業 150 周年記念出版企画も26点（事典・単行本含め）刊行（予定）されています。書店様のエネルギー
を賜り販売のご協力をお願いいたします。

気象情報や地震、火山、森林火災、海洋汚染など、日々多くの科学ニュースが報道されてい
ますが、私たちは、こうした事象をきちんと理解できているでしょうか？『理科年表』は、毎
年発行する「年表」で、自然界に関したあらゆる分野の“信頼できる基礎のデータ”が網羅さ
れています。地震や火山の噴火など、新聞の記事ではよく『理科年表』から引用されています。
ふと、日常で「ナンだろう？」と思ったら、まずは『理科年表』で調べてみてください。
今回、日本で最も信頼を得る、科学データブック『理科年表』と、『けものフレンズ』が、よ
り理科を身近に感じてもらうためにタッグを組みました。限定版のオリジナルカバーや、
抽選で当たるコラボグッズをご用意しています。詳しくは丸善出版ホームページの「《理科
年表×けものフレンズ》みんなで理科にふれあおうキャンペーン」をご覧ください。

『理科年表 2020』　国立天文台　編
■ポケット版 ： A6 判・1192 頁　定価（本体 1,400 円 + 税）　ISBN978-4-621-30425-9
■机上版 ： A5 判・1192 頁　定価（本体 2,800 円＋税）ISBN978-4-621-30426-6

注目注目今月の注目の新刊

2020

みんなで理科にふれあおうキャンペーン
けものフレンズ

けものフレンズ》《
みんなで理科にふれあおうキャンペーン
 はこちらから→

月間売上げBEST10

❶ 数理物理学の方法　下
 藤田 宏・石村 直之　訳
 定価（本体 4,200 円 + 税）
 ISBN978-4-621-30402-0

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 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

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

❺ 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

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）
 ISBN978-4-621-06122-0

❼ 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）
 ISBN978-4-621-30314-6

❽ 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

❾ 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

 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

 元田 浩・栗田 多喜夫・樋口 知之ほか　監訳
 定価（本体7,800 円 + 税）
 ISBN978-4-621-06124-4





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【科学データブックの決定版。第93冊目！】

理科年表 2020
国立天文台　編
定価（本体1,400円+税）　A6判・1192頁　ISBN978-4-621-30425-9　C3040

世界各地で猛威をふるう異常気象や自然災害。「記録的」「観測史上初」「前例にない」といった言葉が
躍るなか、その目安となる基礎データを気象、地学、環境部に掲載。各部に掲載される自然災害（気象・
気候、火山、地震）の記録年表から歴史と傾向がわかります。トピックスでは地球温暖化の影響が生
物にどのような影響を与えるかを詳しく解説。

科学一般

注文数 書店番線印【科学データブックの決定版。第93冊目！】

理科年表 2020（机上版）
国立天文台　編
定価（本体2,800円+税）　A5判・1192頁　ISBN978-4-621-30426-6　C3040

世界各地で猛威をふるう異常気象や自然災害。「記録的」「観測史上初」「前例にない」といった言葉が
躍るなか、その目安となる基礎データを気象、地学、環境部に掲載。各部に掲載される自然災害（気象・
気候、火山、地震）の記録年表から歴史と傾向がわかります。トピックスでは地球温暖化の影響が生
物にどのような影響を与えるかを詳しく解説。

科学一般

注文数 書店番線印【理科年表プレミアムの個人向けパッケージ】

理科年表プレミアム 1925-2020　個人版
国立天文台　編
定価（本体4,800円+税）　A5判・48頁　ISBN978-4-621-30427-3　C3040

1925（大正14）年の『理科年表』創刊から最新版（毎年11月刊行）までの膨大なデータを収載したイ
ンターネットサイト「理科年表プレミアム」を12 ヵ月間利用することができる。プレミアムではすべて
のデータを検索・閲覧し、CSVファイルでダウンロードすることも可能。ID・パスワード認証により、
いつでもどこからでもアクセスできる。

科学一般

注文数 書店番線印電磁気学のスタンダード教科書

グリフィス 電磁気学　I
満田 節生・坂田 英明・二国 徹郎・徳永 英司　訳
定価（本体3,800円+税）　A5判・432頁　ISBN978-4-621-30422-8　C3042

北米を中心に抜群の定評で広く使われている中級レベルの電磁気学テキスト。本文の軽妙な語り口は
勿論、脚注で引用される文献とそれに密接に関連づけられた内容が本文や演習問題にさりげなく反映
されているのが特徴。また演習問題は単なる章末問題ではなく、例題とともに内容の理解を促進させ
るかたちで埋め込まれ周到な学習過程デザインがなされる。

物理学 > 電磁気学

注文数 書店番線印【生命の謎に迫る100のトピックスをビジュアルにまとめた図鑑】

歴史を変えた 100 の大発見 生物
生命の謎に迫る旅
山野井 貴浩　監訳　　日髙 翼・菅野 治虫　訳
定価（本体3,800円+税）　A4変型判・160頁　ISBN978-4-621-30462-4　C0345

ギリシア時代から現代の最先端研究まで、生物学について100のトピックスを取り上げてビジュアル
にまとめた図鑑。人類がどのようにして「生命」についての理解を深めていったのかが、様々な実験や
発見、研究者のエピソードとともに楽しめる。科学読み物としてはもちろん、高校での参考書としても
最適。

生物・生命科学 > 生物一般



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【「北極圏の動物たち」の生態を、美しいヴィジュアルで紹介！】
イラストで学ぼう！北極圏の動物たち
イッカク
坪田 敏男　監訳
定価（本体2,000円+税）　B5変型判・32頁　ISBN978-4-621-30445-7　C8345

美しいイラストと魅力的なデザイン、北極圏に住んでいる著者による興味深い解説、子供から大人ま
で楽しめるとてもユニークな「北極圏の動物たち」の本！住んでいる場所、食べ物、狩りの仕方、骨の
かたち、赤ちゃんの育て方など、それぞれの動物の生態や面白い事実を美しいヴィジュアルとともに
楽しく知ることができます。

生物・生命科学 > 生物一般

注文数 書店番線印【「北極圏の動物たち」の生態を、美しいヴィジュアルで紹介！】
イラストで学ぼう！北極圏の動物たち
ホッキョクグマ
坪田 敏男　監訳
定価（本体2,000円+税）　B5変型判・32頁　ISBN978-4-621-30444-0　C8345

美しいイラストと魅力的なデザイン、北極圏に住んでいる著者による興味深い解説、子供から大人ま
で楽しめるとてもユニークな「北極圏の動物たち」の本！住んでいる場所、食べ物、狩りの仕方、骨の
かたち、赤ちゃんの育て方など、それぞれの動物の生態や面白い事実を美しいヴィジュアルとともに
楽しく知ることができます。

生物・生命科学 > 生物一般

注文数 書店番線印【文系学生も絶賛のわかりやすさで、ヒトのからだと病気のしくみがわかる】

知識ゼロからの東大講義　そうだったのか！ヒトの生物学
坪井 貴司　著
定価（本体1,900円+税）　四六判・272頁　ISBN978-4-621-30451-8　C3045

大人気の東大教養講義を書籍化。文系学生も絶賛のわかりやすさで、ヒトのからだと病気のしくみが
わかる。研究者たちの逸話、ノーベル賞裏話、食欲やアレルギー、愛着を生み出すホルモンや腸内
細菌のパワーなど、面白くて日々に生かせる話題が盛りだくさん。がんや認知症の最新治療もわかる。
高校生から大人まで、生命科学を楽しく学べる1冊。

生物・生命科学 > 生理学

注文数 書店番線印【デリダにとって建築とはいかなる存在か】

思想家と建築　デリダ
松井 健太　訳　　木村 洋平　翻訳協力
定価（本体2,000円+税）　四六判・176頁　ISBN978-4-621-30453-2　C3352

ジャック・デリダはデコンストラクティヴィズム（脱構築）の概念で広く知られている。この概念は建
築作品にも多大な影響を及ぼしたものの、その本質はあまり理解されていない。そこで本書は単なる
デリダ論ではなく、彼がどのような思想家で、どのように建築家に受け入れられ、デザインとして昇華
されていったのかを、わかりやすく解説している。

土木・建築 > 建築

注文数 書店番線印【ドゥルーズ＆ガタリにとって建築とは】

思想家と建築　ドゥルーズ＆ガタリ
田中 明・田中 睦月　訳　　木村 洋平　翻訳協力
定価（本体2,000円+税）　四六判・184頁　ISBN978-4-621-30452-5　C3352

ジル・ドゥルーズとフェリックス・ガタリは、日本でも特に1980年代のニューアカデミズムに大きな
影響を及ぼしている。しかしその難解さゆえ、何が論じられているのかさえわからないと匙を投げる
哲学研究者も数多く存在している。そこで本書は、この「フランス現代思想の最難関の思想」から、建
築思想に有用なエッセンスをわかりやすく解説した。

土木・建築 > 建築



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【幅広い分野を扱う農業経済学についてまとめた事典】

農業経済学事典
日本農業経済学会　編
定価（本体20,000円+税）　A5判・700頁　ISBN978-4-621-30457-0　C3561

農業経済学は、通常の農学の知識とともに、経済学・経営学・社会学、および数学・統計学・数理科
学等、幅広い分野を扱う学問である。本書は、人口の急激な増加により将来の食糧不足が懸念されて
いる国際社会において、近年ますます大きな注目を集めている農業経済学について、その詳細をまと
めた初めての百科事典である。

社会科学 > 経済学

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？倫理やモラルが現代ほど問われている時代はない。生命、環境、教育
から家族に至るまで、本書は、生き方やモラルを問い直そうとする現代人にとって、生きるうえで見過
ごすことのできないトピックを論題に立て平易に解説する。各テーマに精通する専門家が判断基準を
提供する１テーマ見開き完結の教養テキスト。

人文科学 > 倫理学

注文数 書店番線印【昔話、伝説、世間話…語り継がれた話を紹介】

47 都道府県・民話百科
花部 英雄・小堀 光夫　編
定価（本体3,800円+税）　四六判・320頁　ISBN978-4-621-30418-1　C3539

むかし、むかしのある所に…各地にどんな伝承が語り継がれてきたのか。本書は、民話を昔話、伝説、
世間話の３つに分けて各都道府県ごとに紹介し、簡単に解説。概説には、研究者の視点からどのよう
な種類があり、変遷があったかを紹介。各地のとんち話から生きる知恵、教訓、その地で起きたこと
など地に生きてきた人々の語りとつながる1冊。

人文科学 > 歴史学 > 民俗学

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

☆ 以前ご案内した下記の商品は、今月の刊行になりました。

注文数 書店番線印【健常者・高齢者・障害者のスポーツリハが1冊になりました！】
【極めに・究める・リハビリテーション】シリーズ
極めに・究める・スポーツリハ
相澤 純也　総監修・著　　塩田 琴美　共著
定価（本体3,500円+税）　A5判・190頁　ISBN978-4-621-30434-1　C3047

2020年 オリンピック、パラリンピック前に、アスリート・健常者・高齢者のスポーツリハビリテーショ
ンと障害者のスポーツリハビリテーションが1冊になりました！

看護・介護・リハビリ > リハビリテーション医学 > 理学療法・作業療法



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【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

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。
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