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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 !?

9丸善出版新刊NEWS

災害時に役立つとされる「やさしい日本語」が今注目されてい
ます。災害により多くの人命が失われる中、「命を守る行動」
をシンプルな日本語でわかりやすく伝えるには？『「やさしい
日本語」表現事典』を通して、やさしい日本語の歴史やテク
ニックを学んでみてはいかがでしょうか。ここで問題！

A.④ナマズ⇒【「やさしい日本語」表現事典】P9

緊急を表す標識や看板の中には、日本の言い伝
えが色濃く反映され、外国人にはなかなか想像
できずに、混乱をまねいてしまう生物がいます。
「緊急交通路」に登場するその生物とは？
①　カラス　　②　ネズミ
③　ウサギ　　④　ナマズ

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、スタッフの時差通勤を実施致しております。
営業時間はこれまでどおり、午前9時から夕方17時半までとなりますが、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。大変ご不便と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。

●ホームページで在庫状況が確認できます！
丸善出版のホームページでは日々変動する在庫状況を毎日更新しています。個別の
商品ページにて“在庫あり”と表示されているものは、在庫が潤沢にございます。
弊社の営業時間外のお問い合わせはもちろん、FAXやお電話でのお問い合わせ
よりも、簡単に、より早く在庫確認いただけます。ぜひご利用ください。

mのひとコマ

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 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

❹ 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

❺ 人類と感染症の歴史
 未知なる恐怖を超えて
 加藤 茂孝　著
 定価（本体 2,200 円 + 税）
 ISBN978-4-621-08635-3

❻ 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

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 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 「やさしい日本語」表現事典
 庵 功雄 編著　志賀 玲子・志村 ゆかりほか　著
 定価（本体 3,800 円 + 税）
 ISBN978-4-621-30512-6

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

重版出来！

日経新聞などで
紹介されました！

在庫僅少！

今、注目されて
いるテーマ！

　現在は海外からの観光客はめっきり少なくなりましたが、
新型コロナウイルスの感染拡大が収まれば、また再び、
日本の文化や歴史に興味をもつ外国人旅行者が、多数
日本を訪れるようになるでしょう。
　本書は、日本文化に貢献した重要人物にスポットを
あて、その生い立ちや功績、関係する伝統的日本文化に
触れられる場所を解説しています。例えば、聖徳太子、
紫式部、千利休、宮本武蔵、葛飾北斎、天璋院篤姫など
など…名前を知っている有名人物でも、いざ外国人に英語で説明するとなっ
たら、どう言えば良いか…困るのではないでしょうか。明瞭な日本語解説と
経験豊富な英国人翻訳家による平易な英語表現で、中学生から読みこなせる
内容で、日本文化の教養を身につけ、その英語表現を学ぶのにぴったりの書
籍です！

『日本伝統文化の英語表現事典【人物編】』
亀田 尚己・三宮 優子・中道 キャサリン　著
四六判・320頁　予価（本体3,800円＋税）　ISBN978-4-621-30538-6

日本文化の創造で活躍した人物を英語で表現！日本文化の創造で活躍した人物を英語で表現！
　　　　　　『日本伝統文化の『日本伝統文化の

英語表現事典【人物編】』英語表現事典【人物編】』

今月の新刊 Pick up





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【待望の復刊】
現代数学シリーズ
D 加群と代数群　復刊
伊藤 雄二（編）　谷崎 俊之・堀田 良之（著）
定価（本体5,000円+税）　A5判・322頁　ISBN978-4-621-30546-1　C3341

1995年7月にシュプリンガー・ジャパン社から初版が発行された同名書籍の復刊。第I部はRiemann-
Hilbert対応を最終目標とするD加群の理論的な解説を行い、後半の第II部においてはKazhdan-
Lusztig予想の解決を中心とする表現論の応用について述べられている。

数学・統計学 > 解析学

注文数 書店番線印【世界的名著“ボット・トゥー ”　待望の復刊】

微分形式と代数トポロジー　復刊
三村 護（訳）
予価（本体5,200円+税）　A5判・432頁　ISBN978-4-621-30554-6　C3041

現代のホモトピーとコホモロジー理論の主要事項であるド・ラムの理論、チェック・ド・ラム複体、ス
ペクトル列、特性類の4つのテーマを中心について、形式ばらずに具体性、動機付けに重視して紹介。
現代の形式的に精錬されたテキストでは読み取りにくい、代数的トポロジーの背景も学ぶことができ
る。

数学・統計学 > 幾何学

注文数 書店番線印【ごみ減量に有効な政策手法を体系的に解説】

ごみ減量政策
自治体ごみ減量手法のフロンティア
山谷 修作（著）
定価（本体2,800円+税）　A5判・256頁　ISBN978-4-621-30550-8　C3060

食品ロスの多量発生やプラスチックごみの海洋汚染など、ごみ問題への関心が高まっている。ごみ処
理を担う地方自治体はどうごみ減量に取り組むのか。市民や企業に自主的な取り組みの枠組みを提供
する奨励的手法、価格付けを用いる経済的手法、行動を直接的に制約する規制的手法など、ごみ減量
に有効な政策の手法を体系的に整理。

環境科学・生活科学 > 環境科学 > 資源・エネルギー

注文数 書店番線印【解析の理論と例を、図を豊富に用いて解説】

はり要素で解く構造動力学
建物の崩壊解析からロボット機構の制御まで　Fortran90・C++ ソースコード付
磯部 大吾郎（著）
定価（本体4,500円+税）　A5判・344頁　ISBN978-4-621-30544-7　C3052

有限要素解析の応用手法を用いた建物の崩壊解析およびロボット機構の制御理論を解説した専門書。
解析例として世界貿易センタービルの航空機衝突解析や、様々なリンク系のフィードフォワード制御
実験等を紹介する。巻末付録に各解析手法のソースコードの解説、本書掲載の解析・実験結果を動画
で閲覧できる限定公開アドレスを収録。

土木・建築 > 土木 > 構造力学・地盤工学 

注文数 書店番線印【4人の女性医師がガラスの天井を突き破る！】
【あめいろぐ】シリーズ
あめいろぐ女性医師
“Ameilog” book on Female doctors
反田 篤志（監修）　宮田 加菜・中嶋 優子・兼井 由美子・長阪 美沙子（著）
予価（本体3,500円+税）　A5判・164頁　ISBN978-4-621-30547-8　C3047

「男医」はないのになぜ「女医」という呼称があるのか。本来医師ほどプロフェッションが確立された分
野はなく、能力や適性の如何だけが評価のはずだが、男女平等のアメリカにも内在するバイアス（差
別・偏見）はある。4人の女医が月並みなジェンダー論でなく、力強いキャリアの視点から「女医の特
性」「キャリアと家庭の両立」「働き方」等に迫る！

医学・薬学 > 臨床医学・内科系 > 内科学一般



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【イノベーションへの動機づけをさぐる】
金沢大学人間社会研究叢書
イノベーションの動機づけ
――アントレプレナーシップとチャレンジ精神の源
金間 大介（著）
定価（本体5,000円+税）　A5判・192頁　ISBN978-4-621-30541-6　C3334
イノベーションの根源にあるのは生み出すべき人のチャレンジ精神である。「アントレプレナーシップ」
とも言い換えうる、そのチャレンジ精神はいかに動機づけられるのか。若手研究者や研究機関、大学
生などチャレンジ精神を求められるものにとってのイノベーションを生み出そうとする動機づけの構造
を、アンケート調査や統計分析を駆使して探る。

社会科学 > 経営学

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

ISBN
丸善出版 （条件：注文扱い）

冊数 書店番線印

注文数 書店番線印【日本文化の創造で活躍した人物たちのすべて】

日本伝統文化の英語表現事典【人物編】
亀田 尚己・三宮 優子・中道 キャサリン（著）
予価（本体3,800円+税）　四六判・320頁　ISBN978-4-621-30538-6　C0582
日本文化に大いに貢献した人物を古代(飛鳥時代)から中世、近世、近代まで幅広く全時代から厳選し
生い立ちから功績までを解説。明瞭な日本語解説と経験豊富な英国人翻訳家による平易な英語表現で
中学生から読みこなせる。日本文化に貢献した人物を海外または日本在住の外国人に説明する際にも
たいへん役立つ。東洋文化研究者アレックス・カー監修。

人文科学 > 人文科学_総記・事典

☆ 以前ご案内した下記の商品は、今月の刊行になりました。

注文数 書店番線印【学問の枠を超えた研究者必須の総合事典】

（普及版）スクリブナー思想史大事典
スクリブナー思想史大事典翻訳編集委員会（訳）　野家 啓一（翻訳編集委員長）
各巻定価（本体24,000円+税）　B5判　C3530
（第1巻）ISBN978-4-621-30524-9　　（第6巻）ISBN978-4-621-30529-4
（第2巻）ISBN978-4-621-30525-6　　（第7巻）ISBN978-4-621-30530-0
（第3巻）ISBN978-4-621-30526-3　　（第8巻）ISBN978-4-621-30531-7
（第4巻）ISBN978-4-621-30527-0　　（第9巻）ISBN978-4-621-30532-4
（第5巻）ISBN978-4-621-30528-7　　（第10巻）ISBN978-4-621-30533-1

※本書は『スクリブナー思想史大事典 全10巻』（2016年）の普及版です。

人文科学 > 哲学・思想

　　　冊

各　　　


