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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 !?

12

スポーツの日は、「スポーツを楽しみ、他者を○○精神を培う
とともに、健康で活力ある社会の実現を願う日」とあります
が、○○に入る言葉はなんでしょうか？
　①　大切にする　　②　尊重する
　③　受け入れる　　④　尊敬する

今年も残りわずか！時代は平成から令和になりました。
令和2年からは祝日と休日に大きな変動があります。令
和元年にはなかった2月23日が「天皇誕生日」として
初めて登場し、「体育の日」は「スポーツの日」に改めら
れます。東京オリンピックに伴う休日の変更もあり、例
年よりもカレンダーに目を通す日が増えそうですね！で
はここで問題！

A.②　尊重する
⇒『理科年表2020』暦部P76参照

Q.

■医学情報・医療ニュースの「ケアネット」医学のしおりコーナー　　ほか
『新・養生訓 健康本のテイスティング』

★著者 岩永直子氏（@nonbeepanda）
が、「note」（2019年10月28日）で本書
の序章を丸ごと特別公開しています。 →
また本書の編集を担当した、いち編集部のリアル（@jirai
hensyubu）が、岩田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」（『新・養生訓 健康本のテイスティング』出版
記念・露払い）でアップしています。

弊社刊行の書籍が下記の各媒体で
紹介されました！

多くのオンラインシステムのプログラムは「FORTRAN」や「PL/1」とい
う言語で作成され、金融機関や証券会社などでは、「COBOL」という
プログラム言語で作成されてきました。システムは急速に複雑、かつ
大型になりますが、最初のプログラム言語が継承され、現在でも銀行
勘定系システムの大半はCOBOLで作成されています。いま情報システ

ムの老朽化、人材の枯渇などにより経済損失が見込まれ、代わりに登場したのが「Python」というプ
ログラム言語です。AIをプログラム化するときに使用される言語でもあり、大学だけではなく民間の
組織、小学生まで対象にした教育が始まっています。銀行は窓口の対応やＡＴＭの設置でお客様の対
応をしてきました。今日のコンピュータや携帯電話などから送金などができる社会になると、システム
の追加では維持が出来なくなっています。いよいよ様変わりする金融機関の行き先には、業務もIT時
代の改善が急務になります。40年前に好評だった「Z-80 マイクロコンピュータ」を思い出します。この
8ビットマイクロプロセッサはPCの黎明期、ゲーム機など多くの互換製品や派生製品に採用されました。

『 Learn Python 3 the Hard Way』、『いまさら聞けない Pythonでデータ分析』、『コンピュータ・シス
テム』、『Eff ective Java 第 3 版』、『プログラミング言語 Go』、『プログラミング道への招待』などを是非
とも常備願います。本年もお世話になりました、来年もよろしくお願いいたします。

　寒い冬がやってきましたが、日本よりさらにさらに寒い雪と氷の
世界・北極圏に暮らす動物たちの生態を、美しいイラストで紹介し
た本です。原書はカナダのヌナブト準州（イヌイットの自治準州）で
刊行され、実際に北極圏に住んでいる著者たちによる興味深い解説
と、わかりやすいイラスト、おしゃれなデザインで、知られざる北
極圏の動物たちの魅力的な世界が味わえます！
　TVなどで見たことはあるけれどあまり知らない「ホッキョクグマ」
「ホッキョクオオカミ」「ホッキョククジラ」や、日本人にはあまりな
じみのない「イッカク」「セイウチ」「カリブー」「ジャコウウシ」など
の珍しい動物たちをとりあげています。棲んでいる場所、食べ物、
狩りの仕方、骨のかたち、赤ちゃんの育て方など、その面白い生態
を楽しく知ることができます。子供から大人まで楽しめるユニーク
な絵本としても、冬にぴったりの美しいヴィジュアル本としても、
これからの季節にオススメです。

イラストで学ぼう！北極圏の動物たち　＜全 7 巻＞　坪田 敏男 監訳
B5 変型判・32 頁　各巻 定価（本体 2,000 円＋税）
セット価格（本体 14,000 円 + 税）　セット ISBN978-4-621-09723-6
※詳細情報は裏面をご覧ください→

★チラシをご希望の書店様は書籍営業部までお問合せください。
当社HPの上記商品ページからもチラシデータをダウンロードしていただけます。

注目注目今月の注目の新刊
北極圏の動物たちの生態を
美しいヴィジュアルで楽しむ♪

イラストで学ぼう！北極圏の動物たち

月間売上げBEST10

❶ 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

❷ 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

❸ 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

❹ デザインブレインマッピング　
 手塚 明・大場 智博・山村 真一　著
 構想設計コンソーシアム　監修
 定価（本体 2,800 円 + 税）
 ISBN978-4-621-30362-7

❺ Effective C++ 第3版
プログラムとデザインを改良するための 55項目

 小林 健一郎　訳
 定価（本体 3,800 円 + 税）
 ISBN978-4-621-06609-6

❻ 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

❼ 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 2,700 円 + 税）
 ISBN978-4-621-30415-0

❽ 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）
 ISBN978-4-621-30412-9

❾ 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）
 ISBN978-4-621-08876-0

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【工学部生向けに離散数学全般を広く解説】
東京大学工学教程
基礎系 数学 離散数学
東京大学工学教程編纂委員会　編　　牧野 和久　著
定価（本体3,000円+税） A5判・276頁　ISBN978-4-621-30454-9　C3341

工学部生が学ぶことを念頭に、グラフ、論理関数、離散最適化など、情報科学技術と直接に関連する
事項に重点を置きつつ、束や組合せ論的数え上げも含めた離散数学全般を広く扱っている。

数学・統計学

注文数 書店番線印【ゲーデルの不完全性定理の教科書】

スマリヤン 不完全性定理【改訳版】
高橋 昌一郎　監訳　　村上 祐子・川辺 治之　訳
定価（本体2,400円+税）A5判・192頁　ISBN978-4-621-30478-5　C3041

『ゲーデルの不完全性定理』（高橋昌一郎訳、丸善、1996年）の改訳版。左図書について、読者より受
けたさまざまなコメントも参照しながら、左の訳文に加筆修正を加えた。

数学・統計学 > 論理学

注文数 書店番線印【固有値計算・特異値計算の基礎理論を解説】
計算力学レクチャーコース
固有値計算と特異値計算
日本計算工学会　編
定価（本体4,200円+税）A5判・224頁　ISBN978-4-621-30473-0　C3341

固有値計算・特異値計算の基礎理論の解説に重点を置き、より正確かつ速く値を求める方法を解説。
論理に基づくアルゴリズムを通して理解を深められるつくりとした。固有値計算・特異値計算のいま
を知り、効果的な活用方法を学ぶことができる一冊。付録として、FORTRANまたはFORTRAN90に
よるアルゴリズムのソースコードを収録。

数学・統計学 > 数値解析

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・446頁　ISBN978-4-621-30422-8　C3042

世界中で抜群の定評で広く使われている電磁気学テキストの翻訳版。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る。
また、演習問題は単なる章末問題ばかりではなく、例題とともに内容の理解を促進させるかたちで本
文中に埋め込まれ周到な学習過程デザインがなされている。

物理学 > 電磁気学

注文数 書店番線印【物質構造を立体幾何学的アプローチから解明】

ミクロの世界の立体幾何学
宮崎 興二　監訳　　日野 雅之・関戸 信彰　訳
定価（本体7,600円+税）　A5判・288頁　ISBN978-4-621-30466-2　C3042

物質の結晶構造や細胞組織といった微視的な世界に潜むエキゾチックな多面体や曲面をはじめとする
立体的な幾何学図形についての入門書。ノーベル賞に輝いたフラーレンや準結晶などに並ぶ新しい物
質素材への実際的な応用がおもな目的になっているが、造形芸術などの分野でも役立てることができ
るように美しい図を使って解説されている。

物理学 > 物性物理 > 材料科学



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【生態をイラストで分かりやすく伝えます】
イラストで学ぼう！北極圏の動物たち
セイウチ
坪田 敏男　監訳
定価（本体2,000円+税）　B5変型・32頁　ISBN978-4-621-30447-1　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！棲んでいる場所、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【生態をイラストで分かりやすく伝えます】
イラストで学ぼう！北極圏の動物たち
ホッキョクオオカミ
坪田 敏男　監訳
定価（本体2,000円+税）　B5変型・32頁　ISBN978-4-621-30446-4　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！棲んでいる場所、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 書店番線印原理解説が一番懇切丁寧で詳しい専門書

ΔΣ型アナログ / デジタル変換器入門 第 2 版
和保 孝夫・安田 彰　監訳
定価（本体14,000円+税）　A5判・592頁　ISBN978-4-621-30472-3　C3055

デジタルオーディオ、マイコン組み込み用ADC、通信機器、医療計測機器など、広い分野へ応用でき
る最新知識を盛り込みながら、基本概念から実際の回路設計手法までを懇切丁寧に解説｡ ΔΣ型ADC
の原理を理解し自由に使いこなしたいと願っているアナログ回路･アナログデジタル混載回路設計技
術者および電子通信情報工学科の学生必読の書。

電気・電子・情報工学 > 電子・通信

注文数 書店番線印【インタフェースデザインの作り方を解説。】

インタフェースデザインの教科書　第 2 版
井上 勝雄　著
定価（本体2,800円+税）　A5判・192頁　ISBN978-4-621-30467-9　C3055

直感的に使えてより楽しい感性的なインタフェースデザインを設計するために、開発設計者やデザイ
ナーが学ぶべきポイントをまとめた一冊。人間の認知と記憶のメカニズムを把握した上で、ユーザー
の視点を加味しつつ設計を行い、適切な評価を実施して、よりよいインタフェースデザインを生み出
す方法を丁寧に解説。

電気・電子・情報工学 > 情報・コンピュータ > 情報・webデザイン

注文数 書店番線印【身体所見のHowtoは、この一冊に聞け！】

身体所見のメカニズム 原書 2 版　
A to Z ハンドブック　――電子書籍（日本語・英語版）付
内藤 俊夫　監訳
定価（本体9,000円+税）　A5判・872頁　ISBN978-4-621-30414-3　C3047

これまで身体所見の仕組みに分け入って解説した本は国内に不在。本書は、疾患の概要、症状や関連
病態、機序、所見と明確に指南しており、「器官別」と「疾患別」のダブル目次、A to Zの順で瞬時に検
索可能。かつ書籍版、電子版、オンライン版が１冊に。2016年英国医師会出版奨励賞受賞の本書の
使いやすさ、わかりやすさ、網羅性は圧倒的！

医学・薬学 > 臨床医学・内科系 > 内科学一般



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 書店番線印雰囲気に流されないごみ問題の見方を育む

科学的に見る SDGs 時代のごみ問題
松藤 敏彦　著
定価（本体2,200円+税）　四六判・192頁　ISBN978-4-621-30471-6　C3051

著者の長年の研究者生活における知見から「伝えたいこと、知ってほしいこと」をまとめた一冊。リサ
イクルはいつでも推奨されることなのか、よさをどう考えるのかという問題提起から始め、これまでよ
いと思ってきたことを見つめ直すとともに、今日関心の高い「ごみ減量の施策とその効果」「日本のプラ
スチック戦略」などについても考える。

社会科学

注文数 書店番線印【ベンヤミンにとって建築とは】

思想家と建築　ベンヤミン
末包 伸吾　訳
定価（本体2,000円+税）　四六判・224頁　ISBN978-4-621-30474-7　C3352

ヴァルター・ベンヤミン（1892-1940年、ドイツ）は、「パサージュ論」や「複製技術時代の芸術」といっ
た数多くの著作を残しているが、近年、建築や都市計画の分野において、その影響力はますます高まっ
ている。本書はベンヤミンの思想を分析しながら、新たな建築や都市のデザイン潮流を生み出すため
のヒントを提供している。

人文科学 > 哲学・思想・土木・建築 > 建築

注文数 書店番線印【どう表現すればうまく伝えられるのか？】

日本のしきたり英語表現事典
亀田 尚己・中道 キャサリン　著　　神崎 宣武　編集協力
定価（本体3,800円+税）　四六判・312頁　ISBN978-4-621-30432-7　C0582

海外から見ると何か複雑で独特に見える日本のしきたりを、英語でうまく相手に伝えるにはどう表現し
たらいいのか？――興味深く、面白く日本のしきたりについて、その歴史的･文化的背景についての理
解を深めながら、そのわかりやすい英語表現もマスターできるユニークな事典。英語表現部分は経験
豊かな英国人翻訳家が執筆！

論文・語学

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2,300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【血液検査の好評実務書　4年ぶりの改訂】
JAMT 技術教本シリーズ
血液検査技術教本　第 2 版
日本臨床衛生検査技師会　監修
定価（本体4,900円+税）　A4判・296頁　ISBN978-4-621-30455-6　C3347

検査に必要な基礎知識、検査の実際、結果の見方がわかる実務的教科書。第2版では、WHO分類
2017への対応をはじめ、各種検査項目の見直しやISO15189に準拠した精度管理の知識も追加。す
ぐに活用できるコツや考え方、臨床症例まで、実践で役立つ内容が盛りだくさん。現場技師の実務書
としてはもちろん、臨地実習テキストにもおすすめ。

看護・介護・リハビリ > 臨床検査技術




