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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 !?

9

地域によっては識字能力に男女格差があります。貧困や、女
性に対する教育に違いがあるなど理由は様々です。では、識
字率におけるジェンダー格差が一番小さい地域は以下のうち
どこでしょうか？
①　南・西アジア　　②　アラブ諸国
③　東アジア・太平洋地域　④　中南米・カリブ海諸国

9月8日は「国際識字デー」です！日本の識字率は99%以上
だそうです。私たちは日常生活の読み書きの他、様々な媒体
から発信される文字情報を理解することができます。一方、
世界には基本的な読み書きのできない成人が7億7600万人
いるといわれています。生死に関わる識字が如何に重要であ
るかを世界に訴えかける日として、1965年にユネスコが制
定したのが「国際識字デー」なのです。さて、ここで問題！

A.④中南米・カリブ海諸国
⇒『格差の世界地図』P78参照

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！

■朝日新聞8月10日号
　日刊ゲンダイ8月2日号など多数！

『人権の世界地図』

■趣味の園芸2019年9月号

『47都道府県・花風景百科』　ほか

弊社刊行の書籍が下記の各媒体で
紹介されました！

▼国際化、グローバル化の中で科学技術をめぐる環境や競争も
厳しさを増しています。通貨、貿易、エネルギーや食糧などの
世界共通の課題も山積です。そこで意思疎通に必要な言語です
が、世界には7000近くあるといわれます。地球の人口約70億
人の内で半分以上の人々は23の言語だけを利用しているそうで

す。▼明治より、欧米から新しい情報を入手、提供、商品を顧客に提案してきた丸善ですが、
当時の輸入品は唐物（とうぶつ）いい、服飾・雑貨、香水、石鹸、文具、調味料、酒類にま
で及び、「和洋品相場書」とした価格表（月1回）を小売業者に送っていた記録が残ります。小
売店の名前は「丸屋」（本）に対し「菱屋」（唐物）と名付けたようです。▼国の伝統文化、科
学技術の連携などは「英語」を共用することでスムーズに進みます。新刊の日英・慣用句の文
化事典ほか、日英ことばの文化事典、日英ことわざ文化事典、日本伝統文化の英語表現事
典、和食の英語表現事典、世界の文字事典、ポイントで学ぶ科学英語論文の書き方、科学
英語を読みとくテクニックなど、観光立国／インバウンド、WORLD CUPラグビー、オリンピッ
クの時宜にあって是非とも常備図書としてお揃えください。

日常よく使われる日本語慣用句を600以上取り上げ、その由来
や意味と英語表現をエピソードも盛り込みながらやさしく解説。
実際の英会話でも活用できるよう英語例文も豊富に掲載してい
ます。
「お言葉に甘えて」「お言葉を返すようですが」「お先に失礼しま
す」「ざまあ見ろ」「ちゃらんぽらん」「ちんぷんかんぷん」「つま
らないものですが」「へべれけ」「もったいない」「ものは相談で
すが」など、直訳できない日本語独特の表現が多数解説されて
います。「おはようございます」を、英語でEarly morningではな
くGood morningというのはなぜなのか？など、面白いウンチク話も盛り込まれて
いるので、楽しく読みながら、日本語と英語の発想や表現の違いについて知ること
ができます。

◆中学生から読めるやさしい解説！
◆慣用句の英語表現を知ることで英語コミュニケーション能力もアップ！
◆日英の発想の違いを知ることで異文化理解にも役立つユニークな事典！

『日英 ･ 慣用句の文化事典』　山田 雅重 著　亀田 尚己 編集協力　中道 キャサリン 英文校閲

　　四六判・344 頁　定価（本体 3,800 円＋税）ISBN:978-4-621-30417-4

注目注目今月の注目の新刊
慣用句の意味と英語表現を
面白くやさしく解説！

日英･慣用句の文化事典

月間売上げBEST10

❶ 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

❷ 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）
 ISBN978-4-621-30409-9

❸ 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

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

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）
 ISBN978-4-621-06122-0

❽ 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）
 ISBN978-4-621-30398-6

❾ 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

 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



民話百科　花部英雄・小堀光夫　編11月刊行予定

好評
発売中！

日本全国、津々浦々の情報が満載。
ふるさとの魅力、話題がたっぷり！　北から南まで、その地の気候、風土、伝統は、県民性
にどのような特色や多様性をもたらしているのだろうか。

47都道府県百科シリーズ
各巻：四六判・320 ～ 350頁　各巻定価（本体3,800円＋税）

全国の魅力的な商店街を紹介 ｢日本人のおなまえっ！｣解説者の最新作

商店街百科 名字百科
正木久仁・杉山伸一　編著
ISBN978-4-621-30409-9

森岡　浩　著
ISBN978-4-621-30411-2

くだもの百科
井上　繁　著
ISBN978-4-621-30167-8

米 / 雑穀百科
井上　繁　著
ISBN978-4-621-30182-1

汁物百科
野﨑洋光・成瀬宇平　著
ISBN978-4-621-08947-7

伝統行事百科
神崎宣武　著
ISBN978-4-621-08543-1

西田正憲 編著　飛田範夫・黒田乃生 ・井原 縁 著
ISBN978-4-621-30180-7

温泉百科
山村順次　著 
ISBN978-4-621-08996-5

地名由来百科
谷川彰英　著
ISBN978-4-621-08761-9

こなもの食文化百科
成瀬宇平　著
ISBN978-4-621-08553-0

肉食文化百科
成瀬宇平・横山次郎　著
ISBN978-4-621-08826-5

魚食文化百科
成瀬宇平　著
ISBN 978-4-621-08406-9

乾物 / 干物百科
星名桂治　著
ISBN978-4-621-30047-3

地鶏百科
成瀬宇平・横山次郎　著
ISBN978-4-621-08801-2

地野菜 /伝統野菜百科
成瀬宇平・堀 知佐子　著
ISBN978-4-621-08204-1

その地方でしかとれないユニークな野菜の数々

麺、お好み焼から素朴な伝統料理まで紹介！ 各地の鶏・卵の話題が盛りだくさん！

禁止でも食べたい！肉食の歴史と食べ方

各地で生産される果物の種類とその品種の特徴がわかる！ 地元こだわりのおいしいお米、雑穀を紹介！ 

和菓子 / 郷土菓子百科
亀井千歩子　著
ISBN978-4-621-08975-0

伝統調味料百科
成瀬宇平　著
ISBN 978-4-621-08681-0

古来から続く日本の食文化の神髄を知る 魚介類は郷土料理にいかにくみこまれたか

「さしすせそ」に留まらないユニークな調味料 

和食の基本「汁物」のバリエーションを知る お菓子を知ると日本の心がみえる

うま味のもとになる地域の食材を紹介！

伝統食百科
成瀬宇平　著
ISBN978-4-621-08065-8

妖怪伝承百科
小松和彦・常光 徹 監修 香川雅信・飯倉義之 編著
ISBN978-4-621-30158-6
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国宝 /重要文化財百科
森本和男　著
ISBN978-4-621-30295-8

多種多様な国宝・重要文化財が一目でわかる！

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
ISBN978-4-621-30379-5

花に癒される、全国の花物語 350 事例！ 古くから日本人に愛される温泉の歴史といま

故郷の行事・祭礼・芸能を知る 地域にひそむ妖怪たちを知る興味をそそる？地名の由来が盛りだくさん！

遺跡百科
石神裕之　著
ISBN978-4-621-30224-8

原始から近現代までの全国の遺跡を知る！

寺社信仰百科
中山和久　著
ISBN978-4-621-30122-7

地域の中核をなす寺社と信仰の由来がわかる

公園 /庭園百科
自然が生んだ快適野外空間 300 事例を紹介

ビジュアル文化百科 各巻：約100頁　定価（本体3,800円＋税）

伝統食

伝統行事
地野菜／伝統野菜

野﨑洋光　監修　こどもくらぶ　編　ISBN978-4-621-30091-6

神崎宣武　監修　こどもくらぶ　編　ISBN978-4-621-30092-3

堀 知佐子　監修　こどもくらぶ　編　ISBN978-4-621-30093-0

地
域
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み



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 書店番線印数学クラシックス 27
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）　A5判・448頁　ISBN978-4-621-30402-0　C3041
1924年に出版されて以来、物理数学を学ぶための代表的テキストとして読み継がれてきた歴史的名
著の日本語訳。いまも古典として燦然と輝く本書の下巻では、固有値問題や境界値問題と変分法を中
心に解説する。今日、工学、情報学そして生物学などとも広く結び付いている豊かな現代数理科学の
発展の礎を築いた一冊として、多様な読者に勧められる。

数学・統計学 > 解析学

注文数 書店番線印現代数学シリーズ
可換代数と組合せ論　復刊
日比 孝之　著　　伊藤 雄二　編
予価（本体4,000円+税）　A5判・174頁　ISBN978-4-621-30420-4　C3341

昨今の数学の著しい特長は、個々の分野の閉鎖的な壁が崩壊し、複数の分野が思いもよらない結びつ
きをすることである。組合せ論の分野においても、この特長は顕著に現れており、可換代数や代数幾
何の武器を用いる手法などが盛んに研究されている。本著は、そのような組合せの斬新な特質を学ぶ
ための、待望の入門書である。

数学・統計学 > 代数学

注文数 書店番線印グリフィス 素粒子物理学
花垣 和則・波場 直之　訳
定価（本体7,600円+税）　A5判・560頁　ISBN978-4-621-30392-4　C3042

英語圏で標準的に使われている素粒子物理学テキストの翻訳版。初学者が素粒子物理学の全体像をと
らえ、計算力を養うのに最適な一冊。理論の土台となった歴史にはじまり、標準模型の導入、これか
らの方向性までを述べる。また、本分野を学ぶうえで重要なファインマン図も丁寧に解説。章はじめ
に目的を掲げ、読者のレベルにあわせて読み進められる。

物理学 > 素粒子・原子核物理

注文数 書店番線印原著 5 版　ヘクト　光学　III 現代光学
Eugene Hecht　著　　尾崎 義治・朝倉 利光　訳
予価（本体3,800円+税）　B5判・274頁　ISBN978-4-621-30400-6　C3342

定番教科書の待望の改訂版。古典的光学を、初歩的な数学のみを前提に体系的に学ぶ。豊富な図や
写真で直感的に理解しやすく、例題や章末問題により理解を深めることができる。光と原子の相互作
用や光の量子力学的性質を明らかにし、現代的で実践的な理解を促す。第III巻は、コヒーレンス理論、
レーザーなど実用化に欠かせないテーマを取り上げる。

物理学 > 応用物理

注文数 書店番線印生命科学、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
予価（本体2,700円+税）　B5判・274頁　ISBN978-4-621-30415-0　C3043

 ｢生命科学・食品学・栄養学を学ぶための 有機化学基礎の基礎 補訂版｣ の改訂版。栄養・生命系だ
けでなく理系の有機化学を初めて学ぶ学生にも分かりやすい有機化学の教科書。物理化学の基礎事項
も丁寧に解説。

※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。

化学・化学工学



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Q&A で解決　化学品の GHS 対応 SDS をつくる本
JIS Z 7252/7253:2019 準拠
吉川 治彦　著
定価（本体2,300円+税）　A5判・160頁　ISBN978-4-621-30421-1　C3058

化学品管理に関する法制度や基準、SDSの意義や背景などの基本から、2019年改正のJIS Z 7252，
7253に準拠したSDS・ラベルの作成法まで、最新情報に基づいて丁寧に解説。実際にSDSやラベル
を作成・運用時に直面しがちな疑問や不安にはQ&A形式で答えた。SDS初心者からベテランにまで、
広く役立つ一冊。

化学・化学工学 > 有機化学

注文数 書店番線印日英･ 慣用句の文化事典
山田 雅重　著　　亀田 尚己　編集協力　　中道 キャサリン　英文校閲
定価（本体3,800円+税）　四六判・344頁　ISBN978-4-621-30417-4　C0582

日常よく使われる日本語慣用句を600以上取り上げ、その由来や語義と英語表現をエピソードも盛り
込みながらやさしく解説。実際の英会話でも活用できるよう英語例文も豊富に掲載。日本語と英語の
発想や表現の違いもよくわかるユニークな事典。

人文科学 >総記・事典

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


