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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NEWS2

中学校の理科の授業で習う「メンデルの法則」。これは
遺伝学の祖といわれるメンデルがエンドウを用いた交配
実験の結果発見した、形質の現れ方の法則性になりま
す。そんな「メンデルの法則」から問題です。

A.③　35年後（1900年）⇒『遺伝学の百科事典』P.488

メンデルは1865年にこの遺伝法則を発表しますが、
すぐには遺伝学的な重要性が認められませんでした。
では、この「メンデルの法則」の重要性が言及され始
めたのは、発表から何年後のことだったでしょうか。
①　25年後（1890年）　　②　30年後（1895年）
③　35年後（1900年）　　④　40年後（1905年）

Q.

●『理科年表 2022』を、「大分合同新聞」（2021年12月20日付）、
「山陽新聞」（12月24日付）、「新潟日報」（12月26日付）、「静岡

新聞」（12月27日付）、「福井新聞」（2022年1月9日付）などの
新聞各紙で、「平年値を10年ぶりに更新」とご紹介いただきま
した。

●「日経ビジネス」（2021年12月27日号）にて、「マーケティングの
概念ツールとフレームワークを網羅的に提示する」と『コトラー &
ケラーのマーケティング・マネジメント 第 12 版』をご紹介いた
だきました。

mのひとコマ

月間売上げBEST10月間売上げBEST10

❶	 理科年表　2022
	 国立天文台	編
	 定価1,650 円（税込）
	 ISBN978-4-621-30648-2

❷	 理科年表　2022（机上版）
	 国立天文台	編
	 定価 3,520 円（税込）
	 ISBN978-4-621-30649-9

❸	 教えて！マジカルドクター
	 病気のこと、お医者さんのこと

	 大塚	篤司	著　油沼	画
	 定価1,760 円（税込）
	 ISBN978-4-621-30657-4

❹	 環境年表	2021-2022
	 国立天文台	編
	 定価 3,300 円（税込）
	 ISBN978-4-621-30656-7

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	 わかりやすい統計学
	 データサイエンス基礎
	 松原	望・森本	栄一	著
	 定価 2,200 円（税込）
	 ISBN978-4-621-30653-6

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 7,150 円（税込）
	 ISBN978-4-621-06122-0

❽	 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 8,580 円（税込）
	 ISBN978-4-621-06124-4

❾	「地球温暖化」狂騒曲　社会を壊す空騒ぎ
	 渡辺	正	著
	 定価1,980 円（税込）
	 ISBN978-4-621-30304-7

	 ガスクロ自由自在
	 GC,	GC/MS の基礎と実用
	 日本分析化学会ガスクロマトグラフィー研究懇談会	編
	 定価 4,620 円（税込）
	 ISBN978-4-621-30658-1

環境に関する
情報をまとめた
データブック

糸井重里氏の
推薦帯！

7刷重版出来！

（2021年12 月分集計）

「ゆるキャン△」コラボ
帯付き、自然科学のデー
タブック最新版！

「科学道　　　　
クラシックス」に
選出されました

今月の新刊 Pick up

　コロナ禍が長引く中で、コミュニケーションや買い物など、私
たちの生活はますますデジタル化が進みました。ビジネスの世界、
マーケティングにおいても、デジタルマーケティングがさらに重
要になっています。
　本書は、「マーケティングの神様」とも言われるコトラー氏によ
る、最も初心者向けの入門書です。この最新版では、マーケティ
ングとは何か、という基礎的な内容から、デジタルマーケティン
グまで、豊富な事例とともに懇切丁寧に解説がなされています。
21年ぶりの大改訂となった今回は、特に、顧客価値、エンゲージメント、リレー
ションシップといった、デジタル時代のマーケティングに影響を与える大きなトレ
ンドや変化について、新たに追加されています。
　また登場する事例は、フェイスブック、ロレックス、パタゴニア、イケア、ネス
レ、ロレアル、アップル、ネットフリックス、ZARA、ユニクロ、コストコ、ポケ
モンGO、セールスフォース、インスタグラム、スターバックス…など、世界的有
名ブランドから身近な話題の企業まで、さまざま興味深い事例が盛りだくさん。複
雑なマーケティングの世界を、実用的で親しみやすく、誰でも楽しめるように配慮
された内容になっています。すべてのビジネスパーソンやマーケティングを学ぼう
とする人に、おすすめの１冊です。

『コトラーのマーケティング入門　〔原書14版〕』
フィリップ・コトラー／ゲイリー・アームストロング／マーク・オリバー・オプレスニク 著
恩藏 直人 監訳　A5版・832頁　定価8,580円（本体7,800円＋税10%）
 ISBN978-4-621-30677-2

コトラーのマーケティング入門



井井庭庭崇崇先先生生ののここととばばシシリリーーズズ
丸善出版発行 （本体価格各1,300円）
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【【新新刊刊 11月月2266日日刊刊行行】】
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高齢者向けホームのケアと場づくりのヒント
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丸善出版 シリーズセットのご案内

ご注文は・・・丸善出版㈱書籍営業部 FAX:03-3512-3270

一般書（心理・福祉・教育） ご担当者様

好評の「ことばシリーズ」
シリーズ展開セットのご案内

【井庭崇先生のことばシリーズの特徴】
◆それぞれ数十のケースごとに類型化、
状況・問題・解決のポイントをイラストとと
もに解説。
◆実践的で現場の有用性が高いことが評
価されています！
◆教育や医療に関わる方はもちろん、学
生や新社会人にも定評があります。

各パターンごとに
見開きで解説

対対話話ののここととばば IISSBBNN 997788--44--662211--3300331144--66
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

旅旅ののここととばば IISSBBNN 997788--44--662211--0088992277--99
認知症とともによりよく生きるためのヒント

園園づづくくりりののここととばば IISSBBNN 997788--44--662211--3300441100--55
保育をつなぐミドルリーダーの秘訣

医療、福祉、教育、ビジネス…幅広い層から感動の声が寄せられています！

・『旅のことば』
「認知症とともによりよく生きる」ための工夫を生活で
活かすことができる。

・『対話のことば』
精神療法として実績のあるオープンダイアローグを用
いた「開かれた対話」の実践。

・『園づくりのことば』
園の職員、子ども、保護者、地域の方々、園に関わる
人の多様な対話。

・『ともに生きることば』NEW！
高齢者向けホームでのケアと場づくりのための、ケア
の本質に迫る30個の「ことば」。

【セット注文】 A4パネル付/条件：3カ月延勘 搬入希望日 月 日頃
※個別のご注文は、20冊以上は３カ月延勘、20冊未満は注文扱い（返条付き）となります。

１１月月
新新刊刊

累計3万部突破！



今 月 の 新 刊 ・ 注 文 書 	 注文 FAX 		03-3512-3270
　 　 ※ 丸善出版ホームページからプリントアウトすることもできます	 ※ 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【基礎と臨床の知識の橋渡しをする教科書。】
LangeTextbook シリーズ
ギャノング生理学 原書 26 版
岡田 泰伸（監修）　佐久間 康夫・岡村 康司（監訳）　ISBN978-4-621-30708-3
定価11,000円（本体10,000円+税10％）　B5判・910頁　C3047

世界的に評価の高い生理学の教科書の改訂版。新版では、慢性疼痛、生殖生理学、酸塩基の恒常
性などの重要な分野の最新の知見が反映されている。各章の学習目標・章末のまとめを全面的に
見直し、臨床事例、フローチャートが増加。生理学の重要なトピックを網羅した内容で要点を確
認・整理しながら学習でき、基礎と臨床との知識の橋渡しとなる教科書。

生物・生命科学 > 生理学

注文数 書店番線印【ノーベル物理学賞受賞者が解説する量子力学】

ピーブルス先生の量子力学
二間瀬 敏史（訳）　ISBN978-4-621-30707-6
定価5,940円（本体5,400円+税10％）　A5判・368頁　C3042

2019年ノーベル物理学賞を受賞したP. J. E. Peeblesによる量子力学の標準的テキスト。世界的に
有名な理論宇宙論学者が、入門者にもわかるよう基礎から丁寧に詳しく解説がなされる。プリン
ストン大学で20年にわたる講義で培ってきた内容をベースにまとめ、大学院一般試験で使われ
た問題を随所に配し読者の知識をさらに深める。

物理学 > 量子力学

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

☆ 以前ご案内した下記の商品は、今月の刊行になりました。

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


