
        2019年8月～2020年1月 刊行予定  

刊行 分野 書籍名 9784621 版型 本体予価 

8月
刊行 

心理学 認知行動療法事典 30382-5 A5 20,000  

数学 現代数学の基本概念・上 30401-3 A5 3,200  

薬学 第4版 臨床薬物動態学 薬物治療の適正化のために 30403-7 B5 4,800  

9月
刊行 

語学 日英･慣用句の文化事典 30417-4 四六 3,800  

歴史学 東南アジア文化事典 30390-0 A5 20,000 

心理学 健康心理学事典 30376-4 A5 20,000  

芸術 デザイン科学事典 30377-1 A5 20,000  

物理学 グリフィス 電磁気学I 30422-8 A5 3,800  

物理学 グリフィス 素粒子物理学 30392-4 A5 7,600  

物理学 量子情報理論 第3版 30416-7 A5 3,500 

物理学 原書5版 ヘクト 光学Ⅲ 現代光学 30400-6 B5 3,800 

物理学 電磁気現象にみる古典と量子の交叉点  未定 A5 2,000 

栄養学 
生物系・生命科学・食品・栄養系学生のための 

有機化学 基礎の基礎 第3版  
30415-0 B5 2,700  

10月
刊行 

社会科学一般 ヒューマンエラー 第3版 未定 A5 1,800 

歴史学 シリーズ コンパクトヒストリア スペイン通史 30404-4 四六 2,500  

歴史学 ロシア文化事典 30413-6 A5 20,000 

倫理学 いまを生きるための倫理学 未定 四六 3,800  

科学一般/物理学 基礎科学研究の意義と社会－物理学の現状 未定 四六 2,100  

数学 ヴァン・リント＆ウィルソン 組合せ論 下 30412-9 A5 4,500  

物理学 工学教程 統計力学Ⅰ・Ⅱ（新装版シリーズ） 未定 A5 
2,000 

/2,500 

建築 建築を語る思想家 デリダ／ドゥルーズ&ガタリ 未定 四六 各2,000 

11月
刊行 

科学一般 理科年表 2020 未定 A6 1,400  

科学一般 理科年表 2020（机上版） 未定 A5 2,800  

科学一般 理科年表プレミアム 1925-2020 個人版 未定 A5 4,800  

生物学 知識ゼロからの東大講義 わかる！ 生理学の授業 未定 四六 1,900  

建築学/哲学 建築を語る思想家 ベンヤミン／ハイデッガー 未定 四六 各2,000 

建築学 日本の建築文化事典 30408-2 A5 20,000  

医学/看護 極めに・究める・スポーツリハビリテーション 未定 A5 3,500  

情報/コンピュータ プログラミング言語の形式的意味論入門 未定 A5 4,500 

12月
刊行 

歴史学/政治学 現代地政学事典 未定 A5 20,000 

数学/哲学 ゲーデルの不完全性定理 【新訳】 未定 A5 2,400  

医学一般 あめいろぐ 使える英語 未定 A5 3,500  

医学 女性と健康の百科事典 未定 B5 150,000  

医学 身体所見のメカニズム～A to Z ハンドブック～ 未定 A5 9,000  

医学 ピッツバーグ総合病院精神医学マニュアル 未定 新書 5,800  

情報/コンピュータ インタフェースデザインの教科書 第2版 未定 A5 2,800  

20年
1月
刊行 

歴史学 民具学事典 未定 A5 20,000  

科学一般 《サイエンス・パレット》火山－地球の脈動 未定 新書 1,000  

科学図鑑 大恐竜図鑑 未定 A4 12,000  

情報/コンピュータ 現場ですぐ役立つUI設計手法 未定 B5 3,000 

生物学 動物生理学 未定 B5 3,800  

植物学 森林学の百科事典 未定 A5 20,000  

農学/経済学 農業経済学事典 未定 A5 20,000  

建築 BIMで学ぶ建築のカタチと図形表現 未定 B5 2,800  

医学/看護 
看護学生・新人ナースのための 
＜看護場面別＞ フィジカルアセスメントのコツ 

未定 A5 3,200 

医学 極論で語る麻酔科学 未定 A5 3,500 

丸善出版 

※刊行予定の一部をピックアップしてご案内いたします。 

現代数学の最重要の概念や構造を包括的
に紹介。数学をより深く理解する道のり
を示す一冊。 

栄養系などの学生が有機化学を勉強するの
に最も良い教科書。｢生命科学・食品学・栄
養学を学ぶための 有機化学基礎の基礎 」の
改訂版で、演習本も今後刊行予定。 

心身の健康増進と疾病予防に関する心理学
的研究から300項目を厳選し、基礎から研究
法まで解説した事典。 

物理関連を例にして、典型的な「基礎科学」と
思われている研究を取り上げ、それが社会と
どうつながり、重要性を説くとともに、科学史
研究やメディアの視点も取り入れて、今後の
基礎科学の発展の方向性を見いだします。 

東大教養の超人気講義を書籍化。文系学生
も絶賛のわかりやすさで、ヒトのからだと病気
のしくみがわかります。 

国立天文台が編纂するあらゆる科学分野を
網羅したデータブック、「理科年表」。科学者、
専門家からの信頼も厚く、90年以上の超ロ
ングセラー商品です。 暦部、天文部、気象部、
物理/化学部、地学部、生物部、環境部の7
部門で構成。「通常版」に加え、「机上版」、
「個人版」（電子版・データダウンロード可能・
１年有効）もぜひご案内下さい。 

TPP、食の安全、食糧確保等、近年注目を集
めている「農業経済学」を扱った、初めての百
科事典。農学の知識とともに、経済学・経営
学・社会学、および数学・統計学・数理科学
を含んだ幅広い領域に及びます。 

「民具学」とは、民具の地域的差異や地域分
布、時代ごとの変化を研究するとともに、

人々の生活様式やその移り変わり、その時代
の生活感情や信仰などを研究する学問。 

11月は「理科年表」改訂！ 

精神医学界で世界をリードするピッツバーグ大
学医学部精神科によって編集された世界基
準の精神症状診断マニュアル。 

短期留学や海外での臨床実習を志す医学生
および医師に向け，人間関係や臨床において
有用な英文フレーズや留学に必要な英語力
の鍛え方等を解説します。 

「地政学」とは、広い空間的視野で世界各国
の動向を見渡しながら、頻発する国際政治･
国際関係上の諸問題を考察し、その解決法
をさぐる学問。 

初学者が素粒子物理学の全体像をとらえ、
計算力を養うのに最適な一冊。 

北米を中心に抜群の定評で広く使われている
中級レベルの電磁気学テキスト。 

｢デザイン｣は、メディアからインダストリアル、
環境、ファッション、情報、サービスイノベー
ション、バイオメディカルに至るまで多岐にわ
たります。全体像をつかめるレファレンス。 


