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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 !?

7

「スイカのつるに〇〇がなる」ということわざがあり
ます。「トビがタカを生む」ということわざと同義です
が、○○に入るものはなんでしょうか？
① メロン　② かぼちゃ　③ ウリ　④ なす

もうすぐ夏本番ですね！夏といえばなんといってもスイ
カ！7月27日は『スイカの日』なんです！スイカは紀元前
4000年頃のエジプトの壁画に栽培の様子が描かれており、
古くから人々に親しまれていました。香川県善通寺市中村町
では「四角スイカ」があり、味だけでなく見て楽しむことも
できます！なんだかおもしろいですね！さてここで問題！

A.A.③ウリ⇒『『47都道府県・くだもの百科』　P49
を参照

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！

■月刊教職研修2019年7月号
『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』

■日刊ゲンダイ　2019年6月15日号

『Dr.ヤンデルの病院選び
 ～ヤムリエの作法～』　ほか

弊社刊行の書籍が下記の各媒体で
紹介されました！

日本では「ミレニアル」、「ゆとり」、「バブル」、「しらけ」などに世代
の特徴を分けます。X、Y、Zは？情報手段の生活様式です。「X
世代」（45歳～ 60歳）はTVと電話、「Y世代」（25歳～ 45歳）が
PCとインターネット、「Ｚ世代」（10歳～25歳）はスマホとWIFI。
つまり、時間と空間に制約されず、デジタル化に慣れ親しむ世

代です。Zの次は？C世代とか。カスタマイズの意味で好みを編集するということらしい。音
楽で5,000万曲、書籍は120万冊、動画で5万本という膨大な情報源から趣味や思想に合わ
せ自由に選択できる生活様式です。こうした世代の背景にはメディアの加速化、個人の価値
観や考え方が＂変わっていく″のでしょうね。利便性の追求…もし隣席の上司にメールをした
ら、音声でも届き、隣で返事を聞きながらメールが届く。対話なのか独り言かよくわからな
いことになるのかも。ユーザに向けた志向にはデザインブレインマッピング、UXデザインの
教科書、一人から始めるユーザーエクスペリエンス、SF映画で学ぶインタフェースデザイン、
サービスデザイン、メンタルモデル、モバイルフロンティアほかをフェア企画に常備ください。
6月の雨季、今も ＂変わらないもの″の「折りたたみ傘」は、約90年前の昭和の初めに丸善が
発明、「分解簡単・体裁よく。携帯至便」という広告（「學鐙」）の通り無類の人気でした。

好評47都道府県シリーズに2点新刊が仲間入り！今回は商店街と名
字にスポットを当てています。

商店街百科は、あなたの地元の商店街の成り立ちやその立地や特色、
ひいては小売業の歴史まで解説し、商店街の魅力を紹介します！改
めて調べてみると新たな発見があるかもしれませんよ！？

また、名字百科は、NHK ｢日本人のおなまえっ！｣ のコメンテーター
も務める森岡浩氏が、名字の基礎知識から都道府県ごとに特色のあ
る名字を解説。難読名字クイズや、全国の名字分布がわかるユニー
クな付録付き。平仮名読みを併記し利便性を高めた ｢地名索引｣ など
も便利です！

どちらも地域の歴史や風土を調べるには最適な資料です。まずはあ
なたの地元の都道府県のページを要チェック！

「47 都道府県・商店街百科」　正木久仁・杉山伸一　編著
　　四六判・320 頁　定価（本体 3,800 円＋税）ISBN:978-4-621-30409-9

「47 都道府県・名字百科」　森岡 浩　著
　　四六判・320 頁　定価（本体 3,800 円＋税）ISBN:978-4-621-30411-2

注目注目今月の注目の新刊
あなたの地元を要チェック！

47都道府県・商店街百科
47都道府県・名 字 百 科

月間売上げBEST10

❶ 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

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

❸ 47都道府県・花風景百科
 西田正憲　編著
 上杉哲郎・佐山 浩・渋谷晃太郎・水谷知生　著
 定価（本体 3,800 円 + 税）
 ISBN978-4-621-30379-5

❹ 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

❺ 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

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

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　著
 定価（本体 3,200 円 + 税）
 ISBN978-4-621-08876-0

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）
 ISBN978-4-621-06124-4

❾ 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

 行動分析学事典　
 日本行動分析学会　編
 定価（本体 20,000 円 + 税）
 ISBN978-4-621-30313-9



  

新刊 丸善出版発行 条件：委託・返条付き ご注文数 貴店番線印

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

変 並製 頁
本体価格 円 年 月下旬刊行予定

 

  

好評既刊注文書 丸善出版発行 条件：返条付き ご注文数 貴店番線印

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

変 並製 頁
本体価格 円 年 月刊行 

丸善出版株式会社  書店様向け注文書 
 

ご注文・お問合せは・・・丸善出版（株）書籍営業部まで ‐  

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 慶應義塾大学総合政策学部 教授

秋田喜代美 東京大学大学院教育学研究科 教授 編著
変 並製 頁

本体価格 円 年 月下旬刊行予定

この 年で、ほとんどの保育園でその役職が確保されるようになっ
た「主任保育士」。現場のリーダーとして、園長のサポートや保育計画、
指導書の作成など多くの役割を担う仕事です。しかし、「主任保育士」に
なるための特別な資格はなく、彼らを支える指導・研修制度はまだまだ
まだ整備途中です。多くの「主任保育士」はその期待に応えるべく、不
安と闘いながら各々で努力しているのが現状です。その一方、保育園の
リーダーとしてのふるまい、職員同士だけでなく保護者との「主任」と
してのコミュニケーションの取り方など多くのスキルについて解説する
書籍もほとんどありませんでした。
本書では、パターンランゲージという手法をもとに、幼稚園や保育園、
認定こども園等の主任保育士、副園長をはじめとする「ミドルリーダー」
がどのように保育に関わり、どのように互いに成長する環境をつくって
いくのかなどの知恵を 個の心得としてまとめました。よりよい園を
つくるための知恵を深く語り、学ぶ場をつくる一冊です。
ぜひ、下記の類書『対話のことば』と併売で展開されることをお勧め

いたします。

著者について
井庭 崇：慶應義塾大学総合政
策学部教授、「パターン・ランゲ
ージ」の作成・研究に従事。
秋田 喜代美：東京大学大学院
教育学研究科長、子どもと教師、
保育者の学習を研究している。
保育者への講演活動も多数。

教育書 保育・園づくり 仕入れ 担当者様

好評 刷！

表紙は『対話のことば』です



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【アンドロメダ銀河の形から進化を読み解く】

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
予価（本体2,200円+税）　四六判・224頁　ISBN978-4-621-30407-5　C1044

肉眼や双眼鏡でも観測できるアンドロメダ銀河。本書では、人気の高いこの銀河の「形」からその育ち
方を探る。さらに、さまざまな銀河や最新の知見も紹介。

天文・地学

注文数 書店番線印【甲状腺細胞診の国際基準が全面改訂！！】

甲状腺細胞診報告様式ベセスダシステム　第2版
坂本穆彦　監訳	
定価（本体9,500円+税）　B5判・248頁　ISBN978-4-621-30397-9　C3047

甲状腺細胞診の世界基準を示した書籍の改訂第2版。医学的進歩や、進行度分類の変更・患者管理に
対応した全面改訂。「評価・分類方法」を明確化し、癌患者・癌疑い患者に的確な治療方針を立てるこ
とができる。

医学・薬学

注文数 書店番線印医師のための「ドラッカー本」、完成！

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）　A5判・336頁　ISBN978-4-621-30398-6　C3047

医師のためのリーダーシップとマネジメント書。医学教育分野のオーソリティの監訳・翻訳による、未
来のリーダーに向けた「医師向けの『ドラッカー』」

医学・薬学

注文数 書店番線印【｢日本人のおなまえっ！｣解説者の最新作】

47都道府県・名字百科
森岡 浩　著
定価（本体3,800円+税）　四六判・320頁　ISBN978-4-621-30411-2　C0525

名字研究の第一人者で、NHK番組 ｢日本人のおなまえっ！｣のコメンテーターも務める著者が、歴史や
地形や生業などの様々な観点から、名字にスポットを当て解説する。

人文科学

注文数 書店番線印【全国の魅力的な商店街を紹介】

47都道府県・商店街百科
正木久仁・杉山伸一　編著
定価（本体3,800円+税）　四六判・320頁　ISBN978-4-621-30409-9　C0525

住民の生活ニーズに対応し、街のにぎわいを生み出す要素として、商店街は欠かせない存在である。
本書は、47都道府県の特色ある商店街を紹介し、商店街の魅力を伝える。

人文科学



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【園でのリーダーシップを27のことばで学ぶ】

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）　B5変判・120頁　ISBN978-4-621-30410-5　C3037

幼稚園や保育園等の「園」の主任保育士、副園長などのミドルリーダーに向け、園づくりの実践の知恵
を27個の秘訣としてまとめた。

人文科学 > 教育学

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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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


