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Information 今今月のみみず月のみみずQQuizuiz？？？？
～豆知識が増えて、これであなたも雑学王 !?

丸善出版新刊NEWS12

ドイツではデザイン豊富なグミがたくさん存在し、クリスマス
やハロウィンには期間限定品も登場します。毒々しい色合い
やグロテスクなものもありますが…ドイツグミならではの豊富
なバリエーションをぜひ堪能してみてはいかがでしょうか。こ
こで問題！

A.③踊る⇒『ドイツ文化事典』P288

ドイツのグミの中で最もポピュラーなのが「ハリ
ボー」のゴールドベアーシリーズです。後にゴー
ルドベアーの原型となる「〇〇熊」ですが、どん
な行動をしている熊でしょうか？
①　泣く　　②　歌う　　
③　踊る　　④　跳ねる

Q.

●《理科年表 2021×宇宙よりも遠い場所》
理科年表 DE 南極チャレンジキャンペーン　開催中！
信頼を得る科学知識データブック『理科年表』と、女子高生が
南極を目指すTVアニメ『宇宙よりも遠い場所』のコラボが実現！
オリジナルメモ帳や、アンケートに答えると抽選で当たるグッズ
など、ここでしか手に入らない限定版のコラボグッズをご用意
しています。

 キャンペーン詳細は丸善出版ホームページをご覧ください→

mのひとコマ

↑【コラム】マスク
をつけた「匿顔」
の時代に思う―
アフターコロナに
おける顔とは？
日本顔学会元会
長の原島 博先生
によるコラムがご
覧いただけます

注：マスク

月間売上げBEST10月間売上げBEST10

❶ 一歩先へススメ
本当に知っていますか！ 乳がんを早く見つけるための知識
中京テレビ放送 恩田千佐子と「ススメ」プロジェクト 編著

 定価（本体1,000 円 + 税）
 ISBN978-4-621-30513-3

❷ 理科年表　2020
 国立天文台 編
 定価（本体1,400 円 + 税）
 ISBN978-4-621-30425-9

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 ウェルズ 数理パズル358
 思考力を鍛える実践トレーニング
 宮崎 興二 監訳　日野 雅之 訳
 定価（本体 2,700 円 + 税）
 ISBN978-4-621-30519-5

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 微分形式と代数トポロジー　復刊
三村 護 訳

 定価（本体 6,000 円 + 税）
 ISBN978-4-621-30554-6

❼ キャンベル生物学 原書11版
 池内 昌彦・伊藤 元己・箸本 春樹ほか監訳
 定価（本体15,000 円 + 税）
 ISBN978-4-621-30276-7

❽ 素粒子の探究で宇宙がみえてくる
 波場センセイのとっておき 50 話
 波場 直之 著
 定価（本体1,800 円 + 税）
 ISBN978-4-621-30515-7

❾ 「やさしい日本語」表現事典
 庵 功雄 編著　志賀 玲子ほか著
 定価（本体 3,800 円 + 税）
 ISBN978-4-621-30512-6

ついに見えたブラックホール
地球サイズの望遠鏡がつかんだ謎

 谷口 義明 著
 定価（本体 2,500 円 + 税）
 ISBN978-4-621-30518-8

重版決定！

重版決定！

2021版発売！

日本テレビ
「スッキリ」で紹介！

生物学フェア
開催中！

（2020 年10 月分集計）

　新型コロナウイルス感染症は、いまだ世界各国で猛威
を振るい、日本でも再び感染拡大、第三波が来てしまい
ました。皆さんは不安な中、どのような対策をとってい
ますか？
　『パンデミック 世界に広がる恐るべき50の感染症』
は、新型コロナウイルスをはじめ、世界的に広がって大
きな影響をもたらした50の感染症について、それぞれ
2～ 4ページでコンパクトに解説しています。どの地域
で広がったか、人体にどんな影響を与えるのかなどの基
本的情報に加え、その起源や治療法など、各感染症ごと
に図や写真、グラフなども盛り込みながら、見やすくわかりやすく紹介。ペ
スト、天然痘、結核、麻疹、風疹などから、身近なノロウイルス、インフル
エンザ、かぜ(感冒)まで幅広く取り上げています。
　中高生から大人まで、図鑑のように読める手頃な感染症ハンドブックとも
いうべき一冊です。ウィズコロナ生活に備える武器として、まずは感染症の
ことを知りましょう！
『パンデミック 世界に広がる恐るべき50の感染症』
A5判・144頁　定価（本体2,000円+税）
ISBN978-4-621-30571-3

今月の新刊 Pick up

『パンデミック
  世界に広がる恐るべき50の感染症』





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【9つの学問分野から身近な顔の面白さを知る】

ビジュアル　顔の大研究
原島 博・馬場 悠男・輿水 大和（監修）　こどもくらぶ（編）
定価（本体4,200円+税）　A4変判・96頁　ISBN978-4-621-30557-7　C8039

どこまでが「顔」なのでしょうか。当たり前なのに奥深い存在、それが顔です。もちろん顔をもつのは
人だけではありません。身の周りには、動物や仮面、芸術品やコンピュータ、似顔絵…たくさんの顔

（と、顔に見えるもの）があふれています。本書では、9つの学問分野ごとに章を分け、面白い話題を
まとめています。中学生から大人まで楽しめる一冊。

科学一般 > 科学図鑑

注文数 書店番線印【導来圏が繋ぐ数学の世界】
現代数学シリーズ
連接層の導来圏と代数幾何学
上原 北斗・戸田 幸伸（著）　中村 周・山田 澄生（編）
定価（本体6,500円+税）　A5判・498頁　ISBN978-4-621-30591-1　C3341

本書はその代数多様体上の連接層がなす導来圏に関し、特に重要な発展と思われるトピックを選び、
最新の諸研究結果までを概説。できる限りself-containedに、また本質を失わない程度に簡単な設定
にした上で、各トピックについて核となるアイディアが現れるよう展開されている。

数学・統計学 > 代数学

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 II
満田 節生・坂田 英明・二国 徹郎・徳永 英司（訳）　
定価（本体4,200円+税）　A5判・280頁　ISBN978-4-621-30423-5　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【環境倫理学の古典、待望の増補新版刊行！】

環境倫理学のすすめ【増補新版】
加藤 尚武（著）
定価（本体2,000円+税）　四六判・224頁　ISBN978-4-621-30586-7　C1012

エコロジー運動の哲学的・倫理学的基礎の解明をめざして生まれた環境倫理学――本書では環境倫
理学の三つの基本主張から説き起こし、対応を迫られる様々な環境問題の対処法を具体的に提言。本
邦初の入門書として好評を博した書の「増補新版」では、各章末に新たに「補遺」を加え、二一世紀の
今、現代人が深く考えるための示唆に富むヒントを提示。

環境科学・生活科学 > 環境科学 > 環境一般

注文数 書店番線印【環境倫理学古典の続編の増補新版刊行！】

新・環境倫理学のすすめ【増補新版】
加藤 尚武（著）
定価（本体2,000円+税）　四六判・224頁　ISBN978-4-621-30587-4　C1012

本邦初の入門書として好評を博した『環境倫理学のすすめ』の続編。温暖化、持続可能性、石油資源、
貧困、生態系など、環境分野で重要なトピックスを網羅的に取り上げ、環境倫理学を具体的に解説。
環境問題を総合的視点で考察する上で重要な考え方がよくわかる。「増補新版」では各章末に新たに

「補遺」を加え、現代人が深く考えるためのヒントも提示。

環境科学・生活科学 > 環境科学 > 環境一般



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【AIがもたらす倫理的疑問に丁寧に回答!】

ＡＩの倫理学
直江 清隆（訳者代表）
定価（本体2,400円+税）　四六判・208頁　ISBN978-4-621-30588-1　C1012

AIおよびAIの倫理に関して包括的･啓発的でコンパクト､ しかも予備知識なしで一つひとつ疑問を解
いていく内容構成。技術的、哲学的、実践的側面がバランスよく記述され、AIやAI社会のデザインを
開かれた形で最終的には人間中心なものとして発展させるためのアイデアを提案、という類書にはな
い特色を有するAI倫理書の決定版 。

電気・電子・情報工学 > 情報・コンピュータ

注文数 書店番線印【リッピンコットシリーズの解剖学教科書】
リッピンコットシリーズ
イラストレイテッド解剖学
塩田 浩平（監訳）
定価（本体8,000円+税）　B5判・640頁　ISBN978-4-621-30576-8　C3047

肉眼解剖学、組織学、発生学が1冊にまとまった、まったく新しいタイプの教科書！ふんだんに掲載さ
れた美しい図版・写真、簡潔でわかりやすい解説、コンパクトながら共用試験や各種国家試験対策に
も十分使える網羅的でハイレベルな内容が魅力のリッピンコットシリーズから、待望の解剖学教科書
が刊行。解剖関連各分野の効率的な学習に最適な1冊。

医学・薬学 > 基礎医学 > 解剖学・生理学

注文数 書店番線印【「死ぬ権利」や「安楽死」の在り方を考える】

認知症患者安楽死裁判
事前意思表示書か「いま」の意思か
盛永 審一郎（著）　ベイツ 裕子（編集協力）
定価（本体2,600円+税）　四六判・160頁　ISBN978-4-621-30580-5　C1047

『終末期医療を考えるために』の応用編。NHK のスイスでの自殺幇助ドキュメンタリー番組放映後、「死
ぬ権利」や「安楽死」を認めろという声が大きくなった。しかし、「死ぬ権利」があるからといって、安
楽死(医師による生命終結や自殺幇助)が可能になるわけではない。「福生病院透析拒否事件」等と比較
しながら安楽死の在り方を考える。

医学・薬学 > 医学一般 > 医療倫理

注文数 書店番線印【「持続可能な」経済とは何か？】

明治大学社会科学研究所叢書　持続可能な経済の探究
環境経済思想の軌跡
大森 正之（著）
定価（本体3,800円+税）　A5判・256頁　ISBN978-4-621-30572-0　C3333

環境と厚生に注目したJ.S.ミル、A.マーシャル、A.C.ピグー、さらに第二次大戦後のアメリカを舞台に、
彼らへの内在的な批判者として独自の持続可能性の経済学を社会的費用論として展開したK.W.カップ
を論じることで、現代の制度主義の環境経済学へと向かう「持続可能な経済の探究」の系譜をたどり、
今後の環境と経済のあり方を考える。

社会科学 > 経済学

注文数 書店番線印【理論からポップカルチャーまで幅広く解説】

美学の事典
美学会（編）
定価（本体20,000円+税）　A5判・768頁　ISBN978-4-621-30542-3　C3570

「絵」「音楽」「映画」「写真」「文章」「風景」「所作」「心」これらのものはすべて「美しい」で修飾可能で
す。あらゆるものに向けられる人間の感性はどのように動き、何に動かされてきたのか。洞窟壁画から
VRまで、「美しい」から「醜い」まで、人間の感性を概観し、新たな思索の入り口となるような中項目事
典。
人文科学 > 哲学・思想 > 美学



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【初学者が楽しく心理学の全貌を学べる入門書】

現代がわかる心理学
北岡 明佳（著）
定価（本体2,200円+税）　四六判・224頁　ISBN978-4-621-30583-6　C1011

心理学の全貌が見渡せるよう心理学の各領域を網羅的に解説。「心理学は面白い」をモットーに初学者
が楽しく学べる内容構成。心理学の概説書でありながら、こころの病の全体像も詳しく説明。錯視研
究第一人者ならではの「錯視=高次知覚」の話題も紹介。

人文科学 > 心理学 > 心理一般

注文数 書店番線印【私達は現代（いま）をどう生きればいいのか】
いまを生きるためのシリーズ
いまを生きるための社会学
友枝 敏雄・樋口 耕一・平野 孝典（編）
定価（本体3,800円+税）　四六判・320頁　ISBN978-4-621-30555-3　C1036

21世紀は格差や犯罪など従来からの社会問題に加えて、科学技術の進歩、例えばＡＩや生殖医療など
新たな社会問題が発生した時代といえる。その時代を生きるための道しるべとして、社会学の基礎的
な考え方から、家族・災害・グローバル化などの各論までを、専門家が平易に解説する。１テーマ2
頁または4頁見開き完結の教養読本。

人文科学 > 社会学

注文数 書店番線印【50の感染症を学び、未来に備える】

パンデミック　世界に広がる恐るべき 50 の感染症
加藤 茂孝（監訳）　久原 孝俊（訳）
定価（本体2,000円+税）　A5判・144頁　ISBN978-4-621-30571-3　C0047

本書では世界的に広がっている感染症、大きな影響をもたらした50の感染症を選び、どこで広がり、
人体にはどのように影響をもたらすか、といった基本的情報を押さえつつ、各感染症をコンパクトに
解説。本書で解説されるのは「過去」に大流行した感染症と思えるかもしれない。過去の感染症を学
ぶことが、今後の感染症対策の第一歩である。

医学・薬学 > 臨床医学・内科系 > 感染症・AIDS

☆ 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


