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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NEWS7

人類によって地球上から姿を消した動物たち。かつて日
本列島ではオオカミを山の守り神として崇拝してきました。
しかし森林破壊や農地の拡大、そして狂犬病の流行を
境に農民との軋轢が深まり、1905年に最後の二ホン
オオカミが射殺されました。私たちは絶滅させてしまった
動物の過去を知り、未来を変えていかなければなりませ
ん。ここで問題。

A.②真神（まかみ）⇒『人類が滅ぼした動物の図鑑』P51

ニホンオオカミは山の守り神とされていましたが、神
格化されたオオカミは何と呼ばれていたでしょうか？
①　犬神　　②　真神
③　大神　　④　神狼

Q.

●棚卸に伴う出庫停止のご案内
小社棚卸に伴い2021年7月31日（土）より8月3日（火）までの間、全ての出庫作業が停

止いたします。上記期間前後にいただいたご注文はお届けまでお時間を頂戴いたします。

出荷再開は2021年8月4日（水）からを予定しております(一部商品を除く)。ご迷惑をお

かけいたしますが、何卒御ご了承のほどお願い申し上げます。

●人気沸騰！『ほむほむ先生の小児アレルギー教室』
大好評につき品切れでご迷惑をおかけしておりましたが6月末に

3刷出来です！ぜひ補充をお願いします。

mのひとコマ

月間売上げBEST10月間売上げBEST10

❶	 ほむほむ先生の小児アレルギー教室
	 堀向	健太	著　青鹿	ユウ	画
	 定価 2,420 円（税込）
	 ISBN978-4-621-30600-0

❷	 理科年表　2021
	 国立天文台	編
	 定価1,650 円（税込）
	 ISBN978-4-621-30560-7

❸	 Pythonで気軽に化学・化学工学
	 化学工学会	編　金子	弘昌	著
	 定価 2,970 円（税込）
	 ISBN978-4-621-30615-4

❹	 新型コロナウイルスに対する
	 学校の感染対策
	 武藤	義和	著
	 定価 2,640 円（税込）
	 ISBN978-4-621-30603-1

❺	 いかにして問題をとくか
	 柿内	賢信	訳
	 定価1,650 円（税込）
	 ISBN978-4-621-04593-0

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 7,150 円（税込）
	 ISBN978-4-621-06122-0

❼	 理科年表	2021（机上版）
	 国立天文台	編
	 定価 3,520 円（税込）
	 ISBN978-4-621-30561-4

❽	 計算社会科学入門
	 鳥海	不二夫	編著
	 定価 4,180 円（税込）
	 ISBN978-4-621-30596-6

❾	 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16,500 円（税込）
	 ISBN978-4-621-30276-7

	 第8版	キッテル固体物理学入門	上
	 宇野	良清・津屋	昇・新関	駒二郎ほか	訳
	 定価 3,740 円（税込）
	 ISBN978-4-621-07653-8

65年以上の
超ロングセラー！

刊行後
たちまち重版出来！

大好評3刷出来！

学校に特化した
感染対策本！

刊行後
すぐに重版出来！

（2021年 5月分集計）

　大好評の47都道府県百科シリーズの最新刊『発酵文化百科』
（６月刊行）と『高校野球百科』（７月刊行）をご紹介します。
　毎日の食事に「味噌汁は欠かせない！」という方もいらっ
しゃるのではないでしょうか。お酒、味噌、醤油、納豆、鰹節、
漬物、藍染め、漆などなど…私たちのまわりは「発酵」を介し
たものであふれ、日本人の生活と発酵食品・発酵文化は切り離
せません。日本ではそれぞれの地域で、多様な発酵文化が独自
に進化・発展を遂げ、広く親しまれてきました。昨今の健康食
ブームにより国内外で日本食が見直され、改めて発酵食品にも
大きな注目が集まっています。本書は「発酵」を通して、各都
道府県の歴史・文化や風土の面白さを知ることができる1冊です。
　日本の夏といえば「高校野球」！昨年は中止となり、2年ぶりの開催が楽しみで
すね。本書は、都道府県ごとに高校野球史を徹底解説するとともに、代表校の歴史
や甲子園での戦績を紹介することで、より深く各県の高校野球を知ることができま
す。さらに、平成以降の県大会結果の早見表で、各県の強豪校が早わかり。100年
を超える高校野球の歴史を知ることもできる本書を読んで、ぜひこの夏の高校野球
観戦をより面白いものにしてください！

『47都道府県・発酵文化百科』　北本 勝ひこ 著　四六判・320頁
定価4,400円（本体4,000円+税10％） ISBN978-4-621-30630-7

『47都道府県・高校野球百科』　森岡 浩 著　四六判・320頁
予価4,400円（本体4,000円+税10％） ISBN978-4-621-30627-7

今月の新刊 Pick up
47都道府県百科シリーズ

『発酵文化百科』『高校野球百科』





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【漸近的安全性で重力の量子論の完成をめざす】

漸近的安全性による重力の量子論へのアプローチ
太田 信義（著）　ISBN978-4-621-30632-1
定価4,950円（本体4,500円+税10％）　A5判・224頁　C3042

宇宙における古典的な物理現象は、一般相対論で概ね計算で説明がつく。一方、宇宙初期のビッ
グバン特異性を理解するには、量子力学が必要である。もしこの2つの理論が統合できれば量子
重力理論は完成するのだが、未だ課題が残る。これまで多くの研究者によっていくつもの理論が
提唱されてきたが、本書では「漸近的安全性」の概念を用いて量子重力理論にアプローチする。

物理学 > 量子力学

注文数 書店番線印【有機反応を酸と塩基で統一的に理解する】

酸と塩基の有機反応化学
奥山 格（著）　ISBN978-4-621-30637-6
予価2,750円（本体2,500円+税10％）　B5判・146頁　C3043

酸と塩基を反応機構の論理的思考の基礎に用いて、有機化学反応を酸・塩基反応として統一的に
理解できるようになることを目的に解説した画期的なテキスト。一通りの有機化学を学んだ学部
学生がさらに有機化学の理解を深めるための、または学部高学年から大学院学生を対象とする有
機反応化学の参考書。

化学・化学工学 > 有機化学 > 有機化学反応・有機合成

注文数 書店番線印【開削トンネルの設計に関する技術書】
鉄道構造物等設計標準・同解説
令和 3 年８月　鉄道構造物等設計標準・同解説――トンネル・開削編
国土交通省鉄道局（監修）　公益財団法人鉄道総合技術研究所（編）　ISBN978-4-621-30349-8
定価15,400円（本体14,000円+税10％）　B5判・484頁　C3051

令和3年4月に国土交通省鉄道局長から通達された「鉄道構造物等設計標準（トンネル）　開削工
法編」に解説を加えたもの、および巻末に「鉄道構造物の建設等に用いる掘削土留め工設計指針」
および付属資料を併せて編纂された技術書。性能照査型設計体系への移行に伴う改訂がなされる
とともに，最新の技術や設計手法がまとめられている。

土木・建築

注文数 書店番線印【数値材料試験の理論と数値計算法を解説】

数値材料試験
有限要素法によるマルチスケール解析
寺田 賢二郎・平山 紀夫・山本 晃司（著）　ISBN978-4-621-30633-8
定価5,280円（本体4,800円+税10％）　A5判・336頁　C3053

本書は、数値材料試験およびこれに基づくマルチスケール解析に関する理論と数値計算法の解説
書である。非均質材料におけるミクロ構造の力学挙動からマクロな材料応答を評価するための理
論、すなわち均質化法の定式化をできる限り平易な表現で記述し、その中核となる数値材料試験
の具体的な実施方法を説明する。

機械・金属・材料 > 材料工学

注文数 書店番線印【薬理学で必修の薬物と項目をまとめた教科書】
LangeTextbook シリーズ
カッツング薬理学 エッセンシャル　原書 12 版
柳澤 輝行・丸山 敬・櫻井 隆（監訳）　ISBN978-4-621-30636-9
定価10,920円（本体9,200円+税10％）　B5判・640頁　C3047

薬理学のバイブル”Basic & Clinical Pharmacology（邦題：カッツング薬理学）14 th ed.”のエッセ
ンシャル版。重要項目が明解・簡潔に要約され、フルカラーの大きな図でわかりやすく解説。自
主学習用の演習問題が充実。新たに『ゲノム薬理学』の章が追加。薬理学の核となる知識の習得を
めざす学生に最適。

医学・薬学 > 基礎医学 > 薬理学



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【刷新した「コアカリ準拠」の新版テキスト】

新版 薬学生のための医療倫理【コアカリ対応】
松島 哲久・宮島 光志（編著）　ISBN978-4-621-30634-5
予価3,080円（本体2,800円+税10％）　A5判・192頁　C3047

医療過誤や薬害問題をうけ、現在薬剤師国家試験では医療倫理分野からの出題が義務化され、必
修科目にもなっている。｢薬学教育モデル･コアカリキュラム 平成25年度改訂版｣ に準拠した新
規テーマも取り込み、前版から執筆者も刷新した「コアカリ準拠」の新版テキスト。

人文科学 > 倫理学 > 医療倫理

注文数 書店番線印【社会調査法について網羅的に解説】

社会調査の方法論
松本 渉（著）　ISBN978-4-621-30631-4
予価3,300円（本体3,000円+税10％）　A5判・256頁　C3036

社会調査法は、社会学部/社会学科においては準必修基礎科目であり、社会調査士の資格認定に
あたって必要な６科目の内の２科目にも認定されている。本テキストは、社会調査協会の理事と
して科目認定業務を担当してきた著者が、習得すべき必須内容を網羅的にわかりやすく解説して
いる。

人文科学 > 社会学

注文数 書店番線印【図書館は公共と文化に対しどう貢献しうるか】

図書館文化論
加藤 好郎（著）　ISBN978-4-621-30635-2
予価3,080円（本体2,800円+税10％）　四六判・224頁　C1004

読書離れが取りざたされる中であっても、図書館は社会インフラとしての機能が近年改めて注目
されてきた。本書では実際に図書館に勤め、また図書館情報学を教えてきた筆者が、講義録をベー
スとして、文化の礎たる図書館の運営やあり方にまつわる様々な興味深いテーマを切り口に図書
館学、そして図書館の在り方を一般に向けて8つの章から解説する。

図書館学

注文数 書店番線印【都道府県ごとに高校野球の歴史を徹底解説】
47 都道府県シリーズ
47 都道府県・高校野球百科
森岡 浩（著）　ISBN978-4-621-30627-7
予価4,400円（本体4,000円+税10％）　四六判・320頁　C0575

47都道府県ごとに高校野球史を徹底解説。各県の高校野球史だけでなく、代表校をピックアップ
してその高校の歴史や甲子園での戦績を紹介することで、より深く各県の高校野球を知ることが
できる内容となっている。また、平成以降の県大会結果の早見表も掲載されているため、平成以
降の各県の強豪校が早わかり。第一部では高校野球自体の歴史も解説。

人文科学 > シリーズ人文科学 > 47都道府県百科シリーズ

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


