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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 !?

8

『大』の大きさは横の一画が約72メートル、左の一画
が約144メートトル、右の一画が約122メートルと
いう壮大なスケールですが、火をたく所は何ヵ所で
しょうか？
① 55ヵ所　② 75ヵ所　③ 105ヵ所

もうすぐお盆ですね！京都では毎年8月16日に『大文字五
山の送り火』があり、観光行事として人気があります。起
源の一説には、飢饉で病気が流行ったとき、弘法大師が悪
霊退散を祈願して如意ヶ嶽で75の火焔を苗松で焚いたの
がはじまりともいいます。地域に根付く行事の起源を調べ
るのもいいですね！ここで問題！

A.②75ヵ所⇒『47都道府県・伝統行事百科』大文字
五山の送り火　P179参照

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！

■旅の手帖2019年8月号
『47 都道府県・花風景百科』

■日医ニュース（日本医師会発行）
　2019年7月5日号

『続・人類と感染症の歴史』　ほか

弊社刊行の書籍が下記の各媒体で
紹介されました！

来年、オリンピック開会式がある7月24日前後が４連休、閉会
式がある8月9日前後が3連休になります。「海の日」「山の日」
「体育の日」を移動させた特別措置ですが、「体育の日」は「ス
ポーツの日」に変わるらしいです。お盆休みも重なるとどうなる
のでしょうか。さて、もう一つのオリンピックが来年、日本で開

催します。「国際科学オリンピック」と呼ばれる学問の競技。「化学」「数学」「物理」「地学」「生
物学」「情報」の中で ＂国際生物学オリンピック″（IBO）が、長崎で開催の予定です。これま
でに9人の高校生が金メダル（2009年―2016年）を獲得しており、こちらも注目です。この
IBOの推薦テキストに指定されているのがキャンベル生物学で、世界各国で高い評価を受け
ている生物学の教科書です。1964年のオリンピックの翌年に、昭和天皇のご研究書、相模
湾産蟹類が発行されました。相模湾ヒドロ珊瑚類および石珊瑚類、相模湾産貝類、相模湾
産蛇尾類、相模湾産海胆類、相模湾産ヒドロ虫類と続き、過去6冊の本が丸善で発行しま
した。生物学は上皇陛下（ハゼ類）、秋篠宮皇嗣殿下もご研究をされています。物理チャレン
ジ独習ガイド、世界水準の物理入門、難問・奇問で語る世界の物理なども、店頭での『チャ
レンジ本』コーナーに加えてください。

認知行動療法（CBT）とは、うつ病、不安障害、パニック障害な
どの精神疾患の治療に効果があることで知られる治療法です。
近年では医療現場にとどまらず、教育、福祉、司法・犯罪、産
業・労働などさまざまな分野の問題解決で、そのニーズは増え
続けています。
本書は初学者がCBTの基礎を学べるよう配慮した上で、研究者
や医師、臨床心理士などの実践者が、実務にあたる際にも役立
つ最新の情報をまとめています。

◆広範な治療法をもつ認知行動療法を包括的に学ぶための全 329 項目、見開き（ 2p
／ 4p）完結の中項目事典

◆基礎理論、基礎研究から公認心理師主要 5 分野の解説まで網羅
◆公認心理師の国家資格化を踏まえ、｢認知行動療法｣ のスタンダードを知るうえで

の必携書

本事典は上記のような特色があり、創設から40年を超え、2,200名の会員を擁す
る日本認知・行動療法学会の編集による、充実の内容となっています。

「認知行動療法事典」　日本認知・行動療法学会　編
　　A5 判・832 頁　定価（本体 20,000 円＋税）ISBN:978-4-621-30382-5

注目注目今月の注目の新刊
心理療法のグローバルスタンダードを総括

認知行動療法事典

月間売上げBEST10

❶ 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

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 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

❹ 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

❺ 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

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 ヤング・タブロー
 表現論と幾何への応用
 William Fulton　著　池田 岳・井上 玲・岩尾慎介　訳
 定価（本体 5,500 円 + 税）
 ISBN978-4-621-30389-4

 プレゼンテーションZen 第 2版
 熊谷小百合　訳
 定価（本体 2,600 円 + 税）
 ISBN978-4-621-06603-4
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フルトンによる “ ”は刊行してから 年にわたり、今も世界中

で多くの読者をひきつけている名著です。待望の邦訳版が刊行後たちまち品切

れ、重版出来となりました。

本書はヤング盤の組合せ論と表現論・代数幾何での使われ方をテンポよく解説

し、その構成は独自性が高く、国内外に類書と呼べるものはほぼ存在しません。

邦訳版では、原書の軽妙さを保ちつつ、予備知識を補うための詳しい訳注とと

もに，巻末には表現論に関する付録（訳者による）を添えております。

※重版は８月中旬入荷予定です。入荷次第、発送いたします。

 
刊行後１か月で、たちまち重版決定！！

この価格にして、驚きの人気です！！

既刊注文書 丸善出版発行【注文・返品条件付】 注文数 貴店番線印

ヤング・タブロー
池田 岳、井上 玲、岩尾 慎介 訳 判 ページ

本体価格 円 年 月刊行

※重版は８月中旬入荷予定です。入荷次第、発送いたします。 冊

★あわせて読みたい関連書籍 注文数 貴店番線印

ヴァン・リント ウィルソン
組合せ論 上

神保 雅一 監訳 判 ページ

本体価格 円 年 月刊行

冊

 

理工書 数学・組合せ論 仕入ご担当者様 各位

 

フルトンの待望の翻訳書

ヤング・タブロー
―表現論と幾何への応用―

判 頁 本体価格 円



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【現代数学の重要な概念や構造の紹介と概観】

現代数学の基本概念　上
清水勇二　訳
定価（本体3,200円+税）　A5判・192頁　ISBN978-4-621-30401-3　C3041
本書は現代数学の最重要の概念や構造を包括的に紹介し概観する。数学への新たなより深い観点を得
るための援助とガイドとして本書を読むことができる。

数学・統計学

注文数 書店番線印【電子機器・電子部品の腐食110番。】

電子機器部品の腐食・防食Q&A　第2版
腐食防食学会　編
定価（本体3,800円+税）　A5判・128頁　ISBN978-4-621-30406-8　C3057

家電製品からカーナビまで、故障原因として腐食が関与する。電気系設計者、現場保守担当者、消費
者サービス担当者などに向け素朴な疑問に専門家が答える。

※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。

電気・電子・情報工学

注文数 書店番線印【行動科学と認知科学からなる心理療法】

認知行動療法事典
日本認知・行動療法学会　編
定価（本体20,000円+税）　A5判・832頁　ISBN978-4-621-30382-5　C3511

広範な治療法をもつ認知行動療法を網羅的に学ぶための中項目事典。公認心理師主要5分野を解説。
｢認知行動療法｣のスタンダードを知ることができる決定版。

医学・薬学／心理学 > 臨床心理

注文数 書店番線印【薬物動態の概念を臨床適応するための解説書】

第4版　臨床薬物動態学
薬物治療の適正化のために
緒方宏泰　編著　　増原慶壮・松本宜明・木島慎一・高橋晴美　著
定価（本体4,800円+税）　B5判・240頁　ISBN978-4-621-30403-7　C3047

「第3版　臨床薬物動態学」（2015年刊行）の改訂版。薬物動態の視点から薬物治療を実践する書。
新たな知見や考え方を追加し、最近の動向に沿って刷新。

※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。

医学・薬学

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。

ISBN
丸善出版 （条件：注文扱い）

冊数 書店番線印


