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月号新刊ニュース

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 !?

4

虫歯の菌はミュータンス菌が有名ですが、もう一つ虫歯に関
係する菌があります。乳酸菌飲料に多く、炭水化物や砂糖に
含まれる菌はなんでしょうか？
　①　アリアケ菌　　　　②　バチルス菌
　③　ラクトバチラス菌　④　日和見菌

いよいよ新生活のスタートですね！4月は「よい○○の
日」がたくさん！中でも4月18日は「よい歯」の日です！
みなさんはちゃんと歯磨きをしていますか？虫歯になら
ないためにも、歯垢を残さない丁寧な歯磨きを「早め」
にして、「しばらく」何も食べないことが大切です。人間
の歯はサメみたいに4、5回生え変わるものではありま
せん。芸能人じゃなくても「歯は命」です！では、ここ
で問題！

A.③ラクトバチラス菌⇒【知っておきたいカラダの不思議】P87

Q.

●時差通勤に伴う電話応対に関するお知らせ
新型コロナウイルス対策の一環として、丸善出版

ではスタッフの時差通勤を開始致しました。人員の都合上、代表電話による電話応対は午前 10
時から夕方 16 時半までとさせていただきます。通常営業の再開の際は、弊社ホームページでご案
内申し上げます。ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

●丸善出版発行書籍 スリップレス化のお知らせ
この度丸善出版では、2020年4月1日以降に発行するすべての新刊、重版につきまして、スリップ
を廃止することといたしました。なお、既刊在庫からの出荷分につきましては順次スリップ無しと
なりますので、当面の間、スリップ有り、無し、混在での出荷となります。返品につきましては、
スリップの有無にかかわらず従来通り対応させていただきます。
・実施時期：2020 年4月1日から順次
・対象商品：2020年4月1日以降刊行および重版した丸善出版発行書籍・発売元出版社（一部除
外あり）の書籍
・返品について：スリップが元々入っている商品は、スリップを入れたままご返品下さい。

「パンデミック」、「緊急事態」、「さくら開花」と“宣言 ”が相次ぐ春。
花見も、結婚式も、葬式も、野球も、芝居もイベントが軒並み中止。
経済、文化、芸術、学際などに与える影響が国民の不安を掻き立て、
その様相は日々の生活に影響を与える。一息つきたい気分。「さくら
の開花」予想とは？この素朴な疑問に“600度の法則”がある。2月1

から毎日の最高気温の累積合計が600度に達した時がさくらの開花予想日。全国各地での観測が
予想前線となる。では、開花してから満開までどれくらいかかるのか。開花から4～ 6日ほどで5
分咲きから7分咲きに、満開までは約1週間。満開は「8分咲き」とする。今年は例年より早いらし
い、国民の桜を見る会が禁じられ、花もさぞ寂しいことだろう。『ひさかたの　光のどけき春の日
に　しづごころなく　花の散るらむ』（こんなに日の光がのどかに射している春の日に、なぜ桜の
花は落ち着かなく散っているのだろうか）もしかして平安の世も感染病が流行していたのだろう
か？ 1200年余り経ち、また落ち着かない。「さくら百科」、「植物学の百科事典」、47 都道府県「花
風景百科」・「民話百科」、「日本文化事典」、「新装版　ことわざの生態学」、「江戸の自然誌」など書店
様から風情を発信願います。

新年度が始まりましたが、外出を控えて自宅で過ごす時
間が増えていませんか？この機会に、改めて日本の文
化・歴史・思想などについて、学びを深め、知識を広げ
てはいかがでしょうか。

日本人の歩んできた生活を理解するための一級の資料
といえるのが、民具（日常生活の伝統的な手作りの道
具）であり、その失われつつある民具の調査・研究など
を行ってきた日本民具学会が、総力をあげて編集したの
が『民具学事典』です。民俗学・文化人類学・歴史学・
地理学などの人文社会系の学生のほか、家政・建築・デ
ザイン関係者など幅広い層が関心をもつ内容です。

『日本思想史事典』は、日本思想史学会による編集協力
のもと、「日本」を論じるうえで重要な領域の思想につ
いてまとめられた、これまでに類を見ない中項目事典で
す。日本の思想史を学ぶということは、現在の日本の情
況や現象を分析するための座標軸を得る行為といえる
でしょう。

※書誌情報の詳細は別紙「今月の新刊・注文書」をご参照ください。

注目注目注目注目今月今月のの注目のの新刊新刊
日本の文化・歴史・思想を学ぶオススメ事典！日本の文化・歴史・思想を学ぶオススメ事典！

民 具 学 事 典民 具 学 事 典
日本思想史事典日本思想史事典

月間売上げBEST10月間売上げBEST10

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

❷ 知識ゼロからの東大講義
 そうだったのか！ヒトの生物学
 坪井 貴司　著
 定価（本体1,900 円 + 税） ISBN978-4-621-30451-8

❸ ジー先生の場の量子論　基礎編
 原田 恒司・筒井 泉　訳
 定価（本体 4,500 円 + 税） ISBN978-4-621-30493-8

❹ インフィニティ・パワー
 宇宙の謎を解き明かす微積分
 Steven H. Strogatz　著　徳田 功　訳
 定価（本体 2,700 円 + 税） ISBN978-4-621-30490-7

❺ 新・養生訓
 健康本のテイスティング
 岩田 健太郎・岩永 直子　著
 定価（本体1,600 円 + 税） ISBN978-4-621-30424-2

❻ 電磁場の発明と量子の発見
 筒井 泉　著
 定価（本体 2,000 円 + 税） ISBN978-4-621-30483-9

❼ 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

❽ 理科年表　2020（机上版）
 国立天文台　編
 定価（本体 2,800 円 + 税） ISBN978-4-621-30426-6

❾ 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

動き始めたゲノム編集
 食・医療・生殖の未来はどう変わる？
 中山 潤一　訳
 定価（本体1,800 円 + 税） ISBN978-4-621-30469-3

『続・人類と感染症の歴史』
無償公開中！

丸善出版では『続・人類と感染症の歴史』よ
り、コロナウイルス感染症であるSARSと
MERSを解説した第9 章部分と、書き下ろし
の新型コロナウイルスについてのコラムを無
償公開しています。どなたで
もご覧いただけますので広
くご活用ください。（公開予
定：2020年7月末まで）
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テレビやインターネット、雑誌・書籍でと、巷に溢れる医療情報。我々が見聞きする情報について「何が真
実・何がデマか」を知るには、目利き力の養う必要があります。
書店店頭で見かけることもある11冊の健康本を取り上げそれぞれの書籍の「いいところ」「わるいところ」を
論理的に順序立てクリティーク（批評）します。決して著者や著作内容を否定する本ではありません。健康本
の吟味の仕方、受動喫煙やHPVワクチン問題、働き方改革、事故報道の在り方、編集者の姿勢、健康をめぐ
る諸問題もテイスティング。お客様にワインそれぞれの産地の特徴を説明するように健康本をご提案いたし
ます。

新・養生訓 健康本のテイスティング
本体価格 1,600円 岩田健太郎・岩永直子 著
ISBN：978-4-621-30424-2 四六判 316ページ

健康・家庭医学・実用書・医学書仕入れ ご担当者様

岩田健太郎・岩永直子著
本体価格 1,600円
ISBN：978-4-621-30424-2

《《目目次次》》   

第第1部部：：医医療療情情報報のの目目利利ききににななるる
1章 健康になりたい人とそれを騙す人

  『健康を食い物にするメディアたち』

2章 統計に基づく正攻法の落とし穴

  『世界一シンプルで科学的に証明された究極の食事』

3章 イワケンはこう考える・医療情報の二元性

  『絶対に、医者に殺されない47の心得』
4章 イワケンはこう考える・ワクチン情報の是非

『ワクチン副作用の恐怖』

第第2部部：：食食事事でで健健康康ににななるる
5章 次は、海外だ！ 「〇〇式」に学ぶ・究極のロジック

  『シリコンバレー式自分を変える最強の食事』

…（（一一部部抜抜粋粋）） 
▲POP：Youtube[オーズLCCチャンネル」

で取り上げていただきました！

ご希望の際は☑を付けて下さい： □POP希望

話題沸騰中！

【感染症専門医】 【医療ジャーナリスト】
  神戸大学医学部感染症内科教授 BuzzFeed Japan,News Editor

岩岩田田健健太太郎郎     ×        岩岩永永直直子子  の対談！
新・養生訓 健康本のテイスティング

岩田健太郎・岩永直子 著 本体価格 1,600円 ISBN：978-4-621-30424-2

健康になりたければ、

○○をしなさい、とい

う本を止めなさい！？

医療は、医学や科学

だけの問題ではない

と常々思っています。



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【物理現象などを記述する常微分方程式を解説】
東京大学工学教程
基礎系 数学　常微分方程式
東京大学工学教程編纂委員会（編）　佐  々成正・井上 純一（著）
予価（本体2,200円+税）　A5判・194頁　ISBN978-4-621-30504-1　C3341

常微分方程式は、物理現象や社会現象を記述するためになくてはならない道具である。それ自体が美
しい論理構造を持つ分野でもあり、特に線形常微分方程式に対しては緻密な一般論が構築され、固有
関数展開を通じて偏微分方程式論や関数空間論の基礎を与えている。本書では、多くの具体例、応用
例を示しながら、常微分方程式の多彩な側面を解説する。

数学・統計学 > 解析学

注文数 書店番線印【原子炉の振る舞いと現象の制御の基礎を学ぶ】
東京大学工学教程
原子力工学　原子炉物理学 I
東京大学工学教程編纂委員会（編）　古田 一雄（著）
定価（本体2,300円+税）　A5判・136頁　ISBN978-4-621-30494-5　C3353

原子炉物理学は、核分裂連鎖反応を発電用エネルギー源や中性子源として利用する原子炉の振る舞い
や、そこで起こる現象の制御を取り扱う理論体系である。原子炉解析には、原子炉物理の基本的理解
が不可欠な基盤である。本書では、中性子の拡散と減速、原子炉の解析、反応度の変化と制御、短期
的な原子炉の動特性を述べる。
物理学 > 素粒子・原子核物理

注文数 書店番線印【産業や医療に不可欠な放射線化学を解説】
東京大学工学教程
原子力工学　放射線化学
東京大学工学教程編纂委員会（編）　勝村 庸介・工藤 久明（著）
定価（本体2,300円+税）　A5判・140頁　ISBN978-4-621-30495-2　C3343

放射線化学は、放射線が物質に照射されて引き起こされる化学的変化を取り扱う。物質や材料に起こ
る変化、生体に現れる影響を理解し、産業や医療への応用のために不可欠の基盤である。本書では、
短寿命中間活性種の挙動とその観測方法を述べた後、気相、水と水溶液、液体有機物、高分子の放
射線化学を解説し、イオンビーム誘起の放射線化学に触れる。

物理学 > 放射線物理

注文数 書店番線印【量子力学の基礎を1粒子の運動を中心に解説】
東京大学工学教程
基礎系 物理学　量子力学 I
東京大学工学教程編纂委員会（編）　有田 亮太郎（著）
定価（本体2,000円+税）　A5判・132頁　ISBN978-4-621-30496-9　C3342

量子力学の基礎を簡潔に解説。波動関数、波動方程式による状態と運動の記述をはじめに解説し、演
算子や代数などの数学的道具を用いた理解について学ぶ。具体的な事例として、１次元ポテンシャル
中の粒子の運動、スピン自由度、磁場中の電子の運動などをまとめている。また、近似計算の手法と
して、WKB近似、変分法、摂動論について学ぶ。

物理学 > 量子力学

注文数 書店番線印【世界的に定評のある教科書の最新改訂】

マススペクトロメトリー　原書 3 版
日本質量分析学会出版委員会（訳）　中村 健道・内藤 康秀・平岡 賢三・佐藤 浩昭（訳）
定価（本体19,600円+税）　B5判・800頁　ISBN978-4-621-30497-6　C3043

化学、生命科学、医学・生物学から環境、食品など、幅広い分野で用いられるマススペクトロメトリー
を、基礎から最新技術、高度な方法論までを体系的に解説した本格的な教科書の最新改訂版。基本原
理と応用を種々の実例を通して関連づけ、多数の図版や参考文献をあげながらわかりやすく解説。

化学・化学工学 > 分析化学 > 機器分析



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【使えるシミュレーション型英語レッスン】
【あめいろぐ】シリーズ
あめいろぐ臨床英語
＂Ameilog＂ book on clinical English
反田 篤志（監修）　山田 悠史・百武 美沙・高橋 康一・アブラハム もと子・齋藤 雄司（著）
定価（本体3,500円+税）　A5判・192頁　ISBN978-4-621-30470-9　C3047

【あめいろぐ】シリーズ第3弾。海外留学をしたいと思ったことはありませんか？　外国人患者の受診
にひるんだことはありませんか？　臨床や人間関係において使えるフレーズ、英語力の鍛え方等を解
説し、志ある医師の意欲に応えます。医師として、留学はステップアップのチャンスでもあります。本
書でそのチャンスをつかんでください。

医学・薬学 > 医学一般

注文数 書店番線印【医療情報の国際的な基盤を学ぶ】

HL7 FHIR
新しい医療情報標準
一般社団法人医療情報学会（監訳）
定価（本体8,400円+税）　B5判・288頁　ISBN978-4-621-30491-4　C3047

電子カルテなどの医用文字情報の国際的な標準規格がHL7規格であり、HL7規格の中で最も新しい、
次世代の仕様がFHIRである。
日本では、医療情報共有の必要性が叫ばれており、HL7 FHIRはその中核を担うとして期待されている。
本書はHL7 FHIR開発に関わる入門的な内容で、今後の日本の医療情報の基盤となる書籍である。

医学・薬学 > その他医療系

注文数 書店番線印【古代から現代までの日本思想を網羅的に解説】

日本思想史事典
日本思想史事典編集委員会（編）　日本思想史学会（編集協力）
定価（本体22,000円+税）　A5判・744頁　ISBN978-4-621-30458-7　C3521

日本思想史学会による編集協力のもと、歴史学、政治学、倫理学、宗教学、文学などさまざまな学問
領域から独自の視点で日本思想を論じた、これまでに類を見ない中項目事典。取り上げる時代も、古
代・中世・近世・近現代と幅広く、それぞれ第一線で活躍する研究者が執筆した、これからの日本思
想史研究を語る上での新しいスタンダード。

人文科学 > 哲学・思想

注文数 書店番線印【暮らしの中の伝統的な「民」の知恵を再発見】

民具学事典
日本民具学会（編）　佐野 賢治（編集委員長）
定価（本体22,000円+税）　A5判・640頁　ISBN978-4-621-30465-5　C3539

失いつつある民具（日常生活の伝統的な手作りの道具）の調査・研究、収集・保存・普及を行ってき
た日本民具学会が、総力をあげて編集した中項目事典。個別の民具の紹介、解説ではなく当該の民具、
民具群を通して何が明らかになるのか、一歩進んだ民具研究の成果をまとめることを目指し、全233
項目を見開き構成の「読む事典」に収めた。

人文科学 > 歴史学 > 民俗学

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


