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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）

3

世界で２番目の透明度の高さを誇る北海道の摩周
湖。その透明度(m)の数値として正しいのは次のう
ちどれ？
①11.3(m)　②32.1(m)　③41.6(m)　④90.1(m)

3月22日は、「世界水の日」です。1992（平成4）年の国連
総会で決定し、翌1993（平成5）年から実施されています。
透明度が高く綺麗な海や川、湖などで魚がゆらゆら泳いでい
るのを見ると、癒しの効果があるのかわかりませんが、清ら
かな気持ちになりますね。
さて今月は、「透明度」に関するクイズです！

A. ③41.6(m)⇒摩周湖の透明度を含む水域の透明度
については、『理科年表 2019』の環境部 水域環境　
水域の透明度(環45 1007～環46 1008頁）をご
参照ください！

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！

■日本農業新聞　2019年1月27日（日）号
『小さな地球の大きな世界
プラネタリー・バウンダリーと持続可能な開発』

■読売テレビ『かんさい情報ネットten』
2019年１月25日（金）放送分

『和製英語事典』　　　　　　　　　　ほか

弊社刊行の書籍が下記の各媒体で
紹介されました！

▼ある日、池に１枚のハスの葉が浮かび、翌日に２枚になり、
翌々日に４枚に増え、29日目には池の半分をハスの葉が覆っ
ていました。それでは池全体が覆われるのは何日後でしょう
か？経緯の理解から明日だとわかりますか？もし池が海でハス
が海洋プラスチックだったらどうでしょうか？▼創業から数年

後、丸善は唐物店を開設、煙草や香水、マッチなどを扱い販売した記録があります。特
に輸入マッチが高額で外貨も出ていくので国産のマッチの販売を丸善が後押し、急速に普
及しました。「火打石」から「マッチ」へと人々は石油ランプの明るい灯りで本を読むように
なりました。▼石油化学の発展は、現代のプラスチックに繋がり、生活の中のさまざまな
場面で活躍しています。同時にさまざまなリサイクル化も進んでいますが、いま海洋汚染
の課題もあります。諺にある「三尺流れて水清し」、“水に流す”では済まされません。地球
環境の負荷低減化に向けて、SDGs時代の環境と社会に向けてエコプロダクツの普及が始
まっています。小さな地球の大きな世界、LIME3、環境汚染化学、分子反応モデリング、
環境年表、環境経済・政策学事典、資源論、海の世界地図など、共生をテーマにしたフェ
アに加えていただくことをおすすめします。
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極超音速飛行への飽くなき探
求／夢の2次元材料――分子
漁網の合成／トランジスターは
どこまで小さくなるのか？／異
方性磁気ペルチェ効果の観測
とその応用／ニュートリノの質
量と2重ベータ崩壊実験� ほか

よく見聞きする「ベンチャービジネス」。

新しい知識や高度な技術で、大企業などでは行われにくい創造的

かつ革新的なビジネスを展開する小企業のことを言うそうです。

小社から、起業を目指す理系学生・研究者・技術者の方必読のベン

チャー起業の実践的教科書が刊行になりますのでご紹介します！

　本書は、起業家やその支援者、シーズを生み出す大学教員な

ど12名が、みずからの経験と、スタートアップに必要な考え方

を披露しています。

研究者や技術者だからこそ見つかる、ビジネスのタネ。

　それをいかに育てるか？ 

　そのさいに大切なことは何か？

あなただけの“ビジネスのタネ”が見つかるかもしれません！

（千葉大学ベンチャービジネスラボラトリー　編
　　A5 判・160 頁　本体 2,200 円＋税）

注目注目今月の注目の新刊
研究や技術を活かした起業の実践的教科書

理系のための

ベンチャービジネス実践論

月間売上げBEST10

❶ 理科年表　2019
 国立天文台　編
 定価（本体1400 円 + 税）

❷ 理科年表　2019（机上版）
 国立天文台　編
 定価（本体 2,800 円 + 税）

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）

❹ 【極論で語る】シリーズ
 極論で語る消化器内科
 小林健二　著　　香坂 俊　監修
 定価（本体 3,500 円 + 税）

❺ Effective　Java　第 3版
 柴田芳樹　訳
 定価（本体 4,000 円 + 税）

❻ ロビンス基礎病理学　原書10版
 電子書籍（日本語・英語版）付
 豊國伸哉・高橋雅英　監訳
 定価（本体18,000 円 + 税）

❼ 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）

❽ 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）

❾ 極論で語る循環器内科　第２版
 香坂 俊　編著
 定価（本体 3,200 円 + 税）

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





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【研究や技術を活かした起業の実践的教科書】

理系のための ベンチャービジネス実践論
千葉大学ベンチャービジネスラボラトリー　編
定価（本体2,200円+税）　A5判・160頁　ISBN978-4-621-30378-8　C0040

起業家やその支援者、シーズを生み出す大学教員など12名が、自らの経験と、スタートアップに必要
な考え方を披露する。

科学一般（科学一般）� （条件：委託・返条付）
丸善出版

注文数 書店番線印【福島第一原発事故をふまえた原子力の現状】

原子力のいまと明日
日本原子力学会　編
定価（本体2,000円+税）　B5判・336頁　ISBN978-4-621-30373-3　C0040

福島第一原発事故の風評被害の実態を解析、海外に原子力科学技術を依存する事態に陥らないため
に原子力分野の人材育成活動を紹介。
科学一般（原子力工学）� （条件：委託・返条付）
丸善出版

注文数 書店番線印【吸着材の開発から実用化までの苦闘の記録】

グラフト重合による吸着材開発の物語
斎藤恭一・藤原邦夫・須郷高信　著
定価（本体2,600円+税）　A5判・228頁　ISBN978-4-621-30372-6　C3043

吸着剤の開発から実用化に至るまでの苦闘のプロセスを赤裸々に記した研究者・技術者マインドに満
ち溢れるユニークな書。

工業化学・化学工学（工業化学／高分子化学）� （条件：委託・返条付）
丸善出版

注文数 書店番線印【ヒトのからだの構造としくみを学べる書】

トートラ人体の構造と機能　第 5 版（原書 15 版）
G.�J.�トートラ・B.�デリックソン　著
桑木共之　監訳　　黒澤美枝子・髙橋研一・細谷安彦　編訳
定価（本体10,000円+税）　B5判・1312頁　ISBN978-4-621-30356-6　C 3047

ヒトの体の解剖と生理をわかりやすく解説。機能の破綻に対してどのようなアプローチをすれば効果
的な治療になるかがわかる。

医学・薬学（解剖／生理／看護）� （条件：委託・返条付）
丸善出版

注文数 書店番線印【難しい神経筋疾患リハを絶対に諦めない】
［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・神経筋疾患
相澤純也　監修　　石黒幸治　著
定価（本体3,500円+税）　A5判・140頁　ISBN978-4-621-30369-6　C3047

神経筋疾患リハの臨床のエッセンスが凝縮。「治す資格を持った人」から「自信をもって治せる人」を目
指すことができる一冊。

医学・薬学（リハビリテーション技術／リハビリテーション医学／神経内科）� （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【デザイン思考、経営工学の実践書】

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）　B5判・160頁　ISBN978-4-621-30362-7　 C3050

デザイン思考アクションをチームで起こせるよう、チームの力を底上げする方法及び全員にクリエイ
ティブ能力を発揮させる仕組みを提案。

社会（ビジネス・ものづくり／商品開発／ビジネス企画）� （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。

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。

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

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


