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～豆知識が増えて、これであなたも雑学王 !?

丸善出版新刊NEWS7

「仮面」と聞くと、能面、伎楽面、はたまた変身ヒーロー等、
人によって浮かぶものは異なるかもしれません。そんな人・
地域・文化によって多様性に富む仮面を取り上げた『世界
の仮面文化事典』から問題です。

A.②　鍬（くわ）※刃先が転用　⇒『世界の仮面文化事
典』P.8

現在、日本で最古の木製の仮面は、奈良の遺跡で発見
された3世紀前半、弥生時代末期に作られたものだと
いわれています。こちらはある農機具の一部を転用し
て作られたものとみられていますが、その農機具とは
何でしょうか？
① 鋤（すき）　②　鍬（くわ）
③ 鎌（かま）　④　箕（み）

Q.

●『楽器の物理学』爆売れ中で5月に続き6月も重版出来！
　神保町の某専門書店でいま売れに売れている『楽器の物理
学』。784ページという大ボリュームながら、他の書店様にも
波及して大変ご好評をいただいております！ぜひ補充をお願
いします。

●ウクライナ関連書特集の際にはぜひ『中欧･東欧文化事典』！
　『中欧･東欧文化事典』は多彩で複雑なウクライナ周辺地域の
文化や歴史の理解に役立つ内容です。『ロシア文化事典』と共
に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 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

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

❸ 楽器の物理学
岸	憲史・久保田	秀美・吉川	茂	訳
定価 8,250 円（税込）
ISBN978-4-621-06569-3

❹ 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

❺ 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

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 UXデザインの教科書
安藤	昌也	著
定価 3,300 円（税込）
ISBN978-4-621-30037-4

❽ 数論入門 I　原書 6版
示野	信一・矢神	毅	訳
定価 5,940 円（税込）
ISBN978-4-621-30700-7

❾ 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

ベーシック圏論
普遍性からの速習コース
斎藤	恭司	監修　土岡	俊介	訳
定価 4,070 円（税込）
ISBN978-4-621-30070-1

大好評【極論で語
る】シリーズ
最新作！

サイエンスの
全分野を網羅し
たデータブック

大人気につき
重版に次ぐ
重版！

（2022 年 5月分集計）

「ゆるキャン△」
コラボ帯付き！

不朽の名著が
読みやすくなって
リニューアル！

　DXや世界市場での競争激化から、日本
でもアジャイル開発というものがようやく
普及してきました。「アジャイル」とは「すばやい」「機敏な」などの意味の英単語
で、要求仕様の変更などに対して、迅速かつ柔軟に対応するためのソフトウェア開
発手法の総称です。従来の柔軟性の低い、計画重視のウォーターフォール型開発に
代わるものとして注目を集めています。
アジャイル開発についての本は多数ありますが、本書は、今その在り方が見直さ

れているマネジメントについて特化した内容です。「マネジメント1.0」はトップダ
ウン形式で、上層部が権限をもっています。「マネジメント2.0」は1.0に作業効率
とモチベーション向上のための活動を追加しました。「マネジメント3.0」は、ヨー
ロッパのアジャイルコミュニティを牽引するヨーガン・アペロ氏が提唱し、世界
27ヵ国で展開しているマネジメント概念です。ネットワークが権限をもち、自己
組織化や奉仕型リーダーシップをうまく実現することで、開発メンバーの多様な意
見（観点）を取り入れてより良い成果を生み出したり、より働き甲斐のあるチーム
（環境）を実現できる例が増えていくことが期待できます。本書は、このような新
たなマネジメントのあり方「マネジメント3.0」を解説し、組織内で少しずつ試し
ながら、取り入れやすい様々なプラクティスを提案しています。
アジャイル開発のマネージャーやマネジメントを学びたい開発者のために書かれ

たもので、ソフトウェア開発はもちろんビジネス書棚にもオススメの1冊です。

『マネジメント3.0 適応力の高いチームを育むための6つの視点』
ヨーガン・アペロ 著　藤井 拓 訳　A5判・480頁
定価5,720円（本体5,200円＋税10%）　ISBN978-4-621-30735-9

『マネジメント3.0』

今月の新刊 Pick up
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マネジメント3.0
適応力の高いチームを育むための6つの視点 ※

30735-9 5,200 A5 ７

セット

デザイナーによる新たな組織のつくりかた
プロダクトビジョン

30692-5 3,500 A5 ７

大規模スクラム Large-Scale Scrum(LeSS) 30366-5 4,500 A5 ５

デザインブレインマッピング 30362-7 2,800 B5 ５

Fearless Change
アジャイルに効くアイデアを組織に広めるための48のパターン

08786-2 2,500 A5 ５

人月の神話新装版 06608-9 3,200 A5 ５
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人にやさしいモノづくりの技術 30711-3 3,200 A5 3

セット

体験設計 30693-2 2,400 A5 3

インタフェースデザインの教科書 第2版 30467-9 2,800 A5 5

UXデザインの教科書 30037-4 3,000 B5変 5

一人から始めるユーザーエクスペリエンス 08951-4 2,400 A5 3

SF映画で学ぶインタフェースデザイン 08836-4 3,200 A5 3

サービスデザイン 08818-0 2,400 A5 3
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ソフトウェア開発の界隈では、従来の組織運営やマネジメントから脱却を模索しています。
その中で主流となりつつある「アジャイル」の考え方を学ぶための展開をご提案します。

ソソフフトトウウェェアア開開発発のの変変革革フフェェアア
なチームで実践する、

ご担当者 様

【【丸丸善善出出版版】】フフェェアアののごご案案内内

７７月月
新新刊刊

『マネジメント3.0』
本体価格5,200円

アジャイルコミュニティ
を牽引するアペロ氏が、
世界27か国で展開して
いるマネジメント概念を
理論と実践から解説し
ます。ワークショップの
手法も多数提案。

『プロダクトビジョン』
本体価格3,500円

今日、デザインはビジ
ネスにおける重要な要
素。デザイナーも意思
決定に関与しリーダー
シップをとれるよう、段
階ごとのプロセスと技
術を見直す指南書。

※カバーデザインは予定です。

※『マネジメント3.0』は新刊配本とは別の手配となります。
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注文数 書店番線印【気候変動，脱炭素がウソであることを解説】

「気候変動・脱炭素」14 のウソ
渡辺 正（著）　ISBN978-4-621-30732-8
定価1,650円（本体1,500円+税10％）　四六判・192頁　C0040

図表を使わず気候変動、脱炭素を中学生にも十分理解できるよう解説した本。CO2が地球の気温
を決めるとするIPCCの主張は気温データの加工に基づいていて怪しい。温暖化のせいとされる気
候変動とCO2排出に因果関係はない。再生可能エネルギー、電気自動車、バイオ燃料などは経済
成長に真の狙いがあり脱炭素を実現しない。

科学一般 > 科学読み物

注文数 書店番線印【ベラ・ボロバシュによる珠玉の数学問題集】

ボロバシュ 数学の技法
メンフィスでコーヒーを飲みながら
川辺 治之（訳）　ISBN978-4-621-30731-1
定価5,280円（本体4,800円+税10％）　A5判・288頁　C3041

この書はボロバシュが半生にわたり収集し編纂した問題集である。これらの問題は、エルデシュ
やリトルウッドから教わったものや、試験問題として作問したもの、そして多くを占めるのが同
僚たちとコーヒーを飲みながら考えた問題である。組合せ論を中心として、集合論や初等幾何学、
測度論など考えずにはいられない問題が多数掲載されている。

数学・統計学

注文数 書店番線印【大幾何学者コクセターの代表作の初翻訳！】
数学クラシックス
正多胞体
高次元正多面体原論
一松 信（監訳）　岡田 好一・日野 雅之・宮崎 興二（訳）　ISBN978-4-621-30726-7
予価8,580円（本体7,800円+税10％）　A5判・352頁　C3341

高次元多面体(多胞体)の幾何学について、古典的入門的な話題から現代的な新理論までを、多角
形や多面体など基礎的幾何学の話題も含め幅広く詳細にまとめる。また諸科学への応用が可能な
重要ポイントについては図を用いて簡潔に纏めているため、周辺分野の研究者にとっても大変役
立つ。待望された数学的厳密さを追求したコクセター代表作の初邦訳。

数学・統計学 > 幾何学

注文数 書店番線印【現代固体物理学の好評テキスト改訂新版】

固体物理学　原書 4 版
物質科学の基礎
石井 力・木村 忠正（訳）　ISBN978-4-621-30723-6
定価6,160円（本体5,600円+税10％）　A5判・592頁　C3042

基礎と応用および理論と実験の両面から、現代固体物理学の立体像をバランスよく描いた好評テ
キスト『固体物理学』の改訂新版。前半で化学結合・結晶構造など伝統的な１電子近似の固体論を
体系的に記述し、後半では近年特に発展の著しい磁性や超伝導および半導体物理等の分野が詳し
く解説されている。

物理学 > 物性物理

注文数 書店番線印【量子化学計算の過程を手で解き体得する】

手で解く量子化学 I
基礎量子化学・Hartree-Fock 編
中井 浩巳（著）　ISBN978-4-621-30733-5
定価4,180円（本体3,800円+税10％）　A5判・224頁　C3043

量子化学計算の過程を手で解き体得する。

化学・化学工学 > 量子化学



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【化石の専門家に聞く！サル・ヒト進化の疑問】

知識ゼロからの京大講義
化石が語る　サルの進化・ヒトの誕生
高井 正成・中務 真人（著）　ISBN978-4-621-30727-4
定価2,420円（本体2,200円+税10％）　四六判・224頁　C1345

最初のサルはいつ、どこで生まれた？チンパンジーはヒトに進化する？京都大学での講義中や研
究室に寄せられた質問を中心に、古生物学者・古人類学者の二人がサル・ヒトの進化についての
気になる疑問に回答。化石研究の基礎知識から、実際のフィールドワークの様子、最新の研究技
術についても解説。予備知識がなくてもわかりやすく楽しめる一冊。

天文・地学 > 地学一般

注文数 書店番線印【エクセルで手軽にできる熱流体解析】

エクセルでできる熱流体のシミュレーション 第 3 版
岩井 裕・大村 高弘・小糸 康志・小林 健一・富村 寿夫ほか（著）　ISBN978-4-621-30729-8
定価4,180円（本体3,800円+税10％）　A5判・258頁　C3053

エクセルだけで多様な熱流体問題が数値解析できるとして好評を博した書籍の改訂版。好評で
あった前版に、利用者からの問合わせやニーズに応え、更に分かりやすい内容となるよう、シミュ
レーションの詳細説明、例題などを大幅に追加。すぐに使えるエクセルシートが付録しています。

機械・金属・材料 > 機械工学一般

注文数 書店番線印【学会設立95周年記念出版】

医学史事典
日本医史学会（編）　ISBN978-4-621-30724-3

定価28,600円（本体26,000円+税10％）　A5判・768頁　C3547

医学史という学問は、先人たちの事績や過去の医学知識のみならず、医療と社会・文化との関わ
り、薬学・生物学など周辺分野との関わりなど多様な背景や時空間までもが視野にある。日本の
医史学研究者が集結し、様々な地域と時代の医学史を、興味深いテーマを見開きで次々読める形
で収録した、人間と医学と社会の関わりを追う人への入り口となる事典。

医学・薬学 > 医学一般

注文数 書店番線印【新たなマネジメントのあり方を提案】

マネジメント 3.0
適応力の高いチームを育むための 6 つの視点
藤井 拓（訳）　ISBN978-4-621-30735-9
定価5,720円（本体5,200円+税10％）　A5判・480頁　C3055

アジャイル開発チームの中で自己組織化や奉仕型リーダーシップをうまく実現するための新たな
マネジメントのあり方、マネジメント3.0について解説。複雑系の科学、マネジメント理論、社
会学などに基づいて理論的に説明するとともに、組織に少しずつ試し、取り入れやすい様々なプ
ラクティスを提案する。

社会科学 > ビジネス

注文数 書店番線印【お城から見るあなたの県の特色】
47 都道府県百科シリーズ
47 都道府県・城郭百科
西ヶ谷 恭弘（著）　笹﨑 明（編集協力）　ISBN978-4-621-30697-0
定価4,400円（本体4,000円+税10％）　四六判・320頁　C0552

日本各地の地形を生かしたバラエティに富んだ城の数々。それらは天守が現存するものもあれば
城跡が公園として整備されたもの、壮麗な城や簡素な城などなど、今もシンボルとしても建築史
としても関心が極めて高い。本書は、日本各地の城郭を「47都道府県シリーズ」の特徴たる各地
の地域性と歴史的背景の解説と合わせて紹介する。

人文科学 > 歴史学
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注文数 書店番線印【京都の様々な魅力的話題が英語で表現できる】

京都伝統文化の英語表現事典
三宮 優子・森本 真理・藤尾 美佐・中道 キャサリン（著）
WANOBI 和の美（編集協力）　ISBN978-4-621-30725-0
定価4,400円（本体4,000円+税10％）　四六判・320頁　C0582

日本文化の発祥の地ともいわれる古都京都。その風土・歴史・寺社・寺院・芸能・祭・伝統文
化・行事など多岐にわたる京都の様々な魅力的話題について、日本語ですっきりと理解し、その
内容が気の利いた英語で表現できるユニークな事典。具体的でわかりやすい日本語解説と経験豊
富な英国人翻訳家による明瞭な英語表現で中学生から読みこなせる。

論文・語学 > 語学

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。
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