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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NEWS4

「プラネタリーヘルス」とは、地球上の環境変化による思い
がけない影響を理解・数値化し、地球規模の課題をシステ
ム全体にわたって捉えるために用いる概念のことを指します。
新刊の『プラネタリーヘルス』では、多くの論文とデータを取
り上げ詳しく解説しています。そのデータから問題です。

A.③1,000倍⇒『プラネタリーヘルス　私たちと地球の
未来のために』P.43

2014年時点の人口１億人以上の国の1人あたりの二
酸化炭素排出量について、最大国は最小国の何倍の
二酸化炭素を排出しているでしょうか。
①　10倍　　　②　100倍
③　1,000倍　 ④　10,000倍

Q.

●『中欧 ･ 東欧文化事典』重版出来
品切れでご迷惑をおかけしておりましたが、3月下旬に重版出来
いたしました。ウクライナ周辺地域の文化や歴史の理解にも役立
つと思います。ぜひ補充をお願いします。

●「毎日新聞」（3月19日付）の書評欄「今週の本棚」にて『図解 
医療の世界史』が紹介されました。

●『コトラーのマーケティング入門　〔原書 14 版〕』を、「財界」
3/23号（3月9日発売）、「経済産業新報」（3月1日付）でご紹介
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	 極論で語る循環器内科	第 3版
	 香坂	俊	編著　龍華	朱音	イラスト
	 定価 3,850 円（税込）
	 ISBN978-4-621-30680-2

❸	 ともに生きることば
	 高齢者向けホームのケアと場づくりのヒント
	 金子	智紀・井庭	崇	著
	 定価1,430 円（税込）
	 ISBN978-4-621-30691-8

❹	 コトラーのマーケティング入門
	 〔原書14版〕
	 恩藏	直人	監訳
	 定価 8,580 円（税込）
	 ISBN978-4-621-30677-2

❺	 はじめての数論　原著第 4版
	 鈴木	治郎	訳
	 定価 3,740 円（税込）
	 ISBN978-4-621-30661-1

❻	 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

❼	 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

❽	 天書の証明　原書 6版
	 蟹江	幸博	訳
	 定価 5,280 円（税込）
	 ISBN978-4-621-30696-3

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 7,150 円（税込）
	 ISBN978-4-621-06122-0

	 薬の現象学
	 存在・認識・情動・生活をめぐる薬学との接点
	 青島	周一	著　野家	啓一	監修
	 定価 3,300 円（税込）
	 ISBN978-4-621-30690-1

大好評の【極論で
語る】シリーズ
最新作！

気鋭の薬剤師
が説く「薬との
付き合い方」

（2022 年 2 月分集計）

「ゆるキャン△」コラボ
第2弾キャンペーン

開催中！

デジタル時代の
決定版！

超ロングセラー
リニューアル版が

再配本！

春の「ゆるキャン△」
コラボ開催中！

今月の注目本

　新入学生や新社会人をはじめ、春は新たな環境で生活を始める
方も多い季節ですね。新しい立場や仕事、人間関係の中で、さま
ざまな課題に直面することもあると思います。
　『いかにして問題をとくか』は、原書は1945年、翻訳版は1954
年に刊行された数学書ですが、世界的に半世紀以上に渡って読み継
がれてきた超ロングセラーの名著です。「未知の問題に出会った場合
どのように考えたらよいか。」本書は、日常生活や仕事上のあらゆる
場面に応用できる、問題解決につながる考え方の基本を説いていま
す。数学の本でありながら、ロジカルシンキングが求められるビジネスパーソンにも広
く読まれていて、原書はマイクロソフト社の新人プログラマーが読まされるという逸話
もあり、実はプログラマーやエンジニアの方にも愛読されています。
　これまで本書は、翻訳版の刊行当初からの味わいある活版の文字を生かして重版
を続けてまいりましたが、若い世代やより幅広い多くの方々にこの名著に触れてい
ただくために、仮名遣いや旧字体を修正し、読みやすく時代に即し生まれ変わりま
した！数学コーナーはもちろん、プログラミング、ビジネスなど様々な売場でぜひ
ご展開ください。

★セットのご注文で特製拡材をご用意しております！（20冊のご注文につき、推薦
コメント掲載の特製リーフレット20部とA4パネル1枚）

『いかにして問題をとくか』　リニューアル版　4月中旬再配本予定
G.ポリア 著　柿内 賢信 訳　B6判・244頁　
定価1,650円（本体1,500円＋税10%）ISBN978-4-621-04593-0

　　　　　　　リニューアルに合わせて特設Webサイトを開設！⇒

『いかにして問題をとくか』 リニューアル！



いまを読み解く事典のおしらせ

丸丸善善出出版版のの 2022年4月

注文書 丸善出版㈱営業部行 03 ‐3512 - 3270

平素は大変お世話になっております。丸善出版㈱ 営業部です。この度は、当社で好評刊行をして
いる人文・社会科学分野の中項目事典を一覧でご案内させていただきます。ぜひご確認ください。

中欧・東欧文化事典 【2021年8月刊】 2022年3月末重版出来
中欧・東欧文化事典編集委員会 編、定価：24,200円（本体22,000円＋税10%）
ISBN 978-4-621-30616-1 NDCコード234
「自由と解放」「変革と自立」独自の道を求めて繰り返し果敢に立ち上がり、歴史に残る諸事件を刻ん
できた。独立心旺盛で、勇猛果敢な地域・民族・人々を様々な面から解説する。

現代地政学事典 【2020年1月刊】
『現代地政学事典』編集委員会 編、定価：26,400円（本体24,000円＋税10%）
ISBN 978-4-621-30463-1 NDCコード290
現代社会について、「空間」から、「人々」から、「境界」から、私達は何におびえ、どう乗り越えるのかを
問う地政学。地球社会の脅威を認識し乗り越えるための「新しい地政学」の構築を目指す。

ロシア文化事典 【2019年10月刊】
沼野充義、望月哲男、池田嘉郎 編集代表、定価：22,000円（本体20,000円＋税10%）
ISBN 978-4-621-30413-6 NDCコード302
これまでの蓄積と最新の研究動向を反映し、歴史・思想・娯楽・生活まで、ロシアの多彩な側面を広く
深く解説することを目指した一冊。

丸丸善善出出版版発発行行 注注文文扱扱いい返返品品条条件件付付きき ごご注注文文数数 貴貴店店番番線線印印

中中欧欧・・東東欧欧文文化化事事典典
ISBN 978-4-621-30616-1 定価：24,200円（本体22,000円＋税） 冊

ロロシシアア文文化化事事典典
ISBN 978-4-621-30413-6 定価：22,000円（本体20,000円＋税） 冊

現現代代地地政政学学事事典典
ISBN 978-4-621-30463-1 定価：26,400円（本体24,000円＋税） 冊



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【生命科学系の大学で必要な情報活用術を解説】

生命科学・医療系のための情報リテラシー　第4版
情報検索からレポート作成，研究発表まで
飯島 史朗・石川 さと子（著）　ISBN978-4-621-30713-7
予価3,300円（本体3,000円+税10％）　A5判・352頁　C3040

生命科学・医療系の大学で必要な情報リテラシーをまとめている。昨今のネットワーク環境の大
きな変化を盛り込んで改訂。主要ソフトの基本的な使い方から、化学構造式の描画、情報検索と
その信憑性の判断、情報倫理と情報セキュリティ、実験データの整理、論文の作成、学会発表の
準備まで、「調べて、まとめて、発表する」ために必要なスキルを解説。

科学一般 > 科学論文・プレゼン

注文数 書店番線印【世界的名著の最新版翻訳版】
数学クラシックス
数論入門I　原書6版
示野 信一・矢神 毅（訳）　ISBN978-4-621-30700-7
定価5,940円（本体5,400円+税10％）　A5判・386頁　C3041

"Hardy and Wright"として世界的に高名な原書最新版の翻訳版。多くの現役の専門家により、数
学的進展等の詳細な註釈が加筆され、Goger Heath-Brownによる参考文献の充実が図られた。ま
た第25章(翻訳版ではII巻) としてJoseph Silvermanによる楕円関数の章が加筆された。

数学・統計学 > 代数学 > 整数論

注文数 書店番線印【世界的名著の最新版翻訳版】
数学クラシックス
数論入門II　原書6版
示野 信一・矢神 毅（訳）　ISBN978-4-621-30701-4
定価4,950円（本体4,500円+税10％）　A5判・260頁　C3041

"Hardy and Wright"として世界的に高名な原書最新版の翻訳版。多くの現役の専門家により、数
学的進展等の詳細な註釈が加筆され、Goger Heath-Brownによる参考文献の充実が図られた。ま
た第25章(翻訳版ではII巻) としてJoseph Silvermanによる楕円関数の章が加筆された。

数学・統計学 > 代数学 > 整数論

注文数 書店番線印【プロセス安全マネジメントに必要なLOPAを解説】

重大ハザードのリスクを下げる　LOPA―防護層解析―
簡素化したプロセスリスクアセスメント
化学工学会 安全部会（監訳）　ISBN978-4-621-30712-0
定価14,300円（本体13,000円+税10％）　A5判・304頁　C3058

自社の事故シナリオに対してリスクを許容できるか否かを判断するためにも、またプロセス安全
マネジメントを強固なものにするためにも欧米では常識になっているLOPA（防護層解析）。本書
ではLOPAとは何か、何をするものなのか、いつ使い、どのように機能し実装するのか、本書共
通の例題のシナリオを通して具体的に理解することができる。

化学・化学工学 > 化学工学一般

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。
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冊数 書店番線印


