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No.2018-070 

◆ 新規追加タイトル！ 

世界の暦文化事典 

同時1アクセス（本体） ¥39,600 

同時3アクセス（本体） ¥59,400 

冊子版ISBN 9784621301920  

著編者名 中牧 弘允 発行年 2017年 商品コード 1026810914 

国別の項目ごとに＜暦法とカレンダー＞＜祝祭日と行事・儀礼＞＜暦と生活文化＞の３つの共通テーマおよび＜ト
ピック＞を設けました。生業やお祭りなどと人々の生活との関係をわかりやすく解説しています。ビジネス、観光、学
術などの実用目的に、あるいは世界各地の季節感、記念行事、お祭りでの過ごし方を知るために必読の書。農暦、
旧暦、風暦、カレンダーを必要としない地域の紹介も行い、各国の時間の感覚を楽しめる事典。 

華僑華人の事典 

同時1アクセス（本体） ¥66,000 

同時3アクセス（本体） ¥99,000 

冊子版ISBN 9784621301760 

著編者名 華僑華人の事典編集委員会 発行年 2017年 商品コード 1026888917 

華僑華人に関する興味深い話題を提供しながら、現代の華僑華人研究の全体像を浮き彫りにしています。 華僑華
人の歴史、経済、生活・文化について概説し、華僑華人が住む世界各地を多面的に論述。第III部では、研究対象と
みなされてこなかった事象・現象、既存の概念によって「華僑華人」に分類されなかった人々を扱う「フロンティア」と
して構成。 厳選されたテーマ約200程度を取り上げた有益な事典。 

数と図形のパズル百科 

同時1アクセス（本体） ¥22,440 

同時3アクセス（本体） ¥33,660 

冊子版ISBN 9784621301814  

著編者名 David Wells 発行年 2017年 商品コード 1026634694 

数と図形に関する古今東西の有名なパズルについて，歴史的な流れに沿って，それぞれのルーツを明示しながら
列挙します。だまし絵，錯覚，手品，一筆書き，虫食い算，魔方陣，タングラム，継子立てなど，さまざまなパズルを，
身近な日常生活や歴史的事件に具体的に関係させて、わかりやすい解法つきで収録。一風変わった数学史を見
せるように、アルキメデスやディオファントスなど歴史上著名な数学者も数多く登場します。 

和算百科 

同時1アクセス（本体） ¥19,140 

同時3アクセス（本体） ¥28,710 

冊子版ISBN 9784621301746  

著編者名 和算研究所 発行年 2017年 商品コード 1026634695 

江戸時代に一大ブームとなった和算。近年再び，日本独自の数学文化として和算への関心が高まってきています。
本書では，我が国唯一の和算研究機関である和算研究所が編集母体となり，和算の黎明期から誕生，確立，円熟，
発展の各過程における，興味深い数々のトピックスを4pまたは6pでまとめ上げました。和算の全体像が興味深いエ
ピソードを通して理解できるユニークな百科。 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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47都道府県・ 
米/雑穀百科 

同時1アクセス 
（本体） 

¥12,540 

同時3アクセス 
（本体） 

¥18,810 

冊子版ISBN 9784621301821  

著編者名 井上 繁 発行年 2017年 商品コード 1026634692 

南北に長い日本列島では、各地の気候や風土に合わせた、コメや麦、雑穀が生産されて
おり、コメは全国で700銘柄以上あります。本書は、コメ、麦、雑穀を選ぶ際の基礎知識や
最新情報を都道府県ごとにまとめており、第1部の米／雑穀の基礎知識、第2部では都道
府県別米／雑穀とその特色を解説、紹介しています。巻末には品種・銘柄索引があるため、
特定の品種や銘柄を調べる際に役立ちます。 

47都道府県・ 
妖怪伝承百科 

同時1アクセス 
（本体） 

¥12,540 

同時3アクセス 
（本体） 

¥18,810 

冊子版ISBN 9784621301586  

著編者名 香川 雅信 発行年 2017年 商品コード 1026405280 

本書では、民俗学的視点から各地の生活文化・歴史に息づいた妖怪＝鬼、天狗、海の怪、
川の主、人魂、入道、小豆とぎ、座敷童子、狐、ムジナ、人魚など、地域の自然現象や史実
から生み出された特徴的な妖怪たちを、民俗学的視点から都道府県の切り口で紹介して
います。不思議で非日常的、かつ身近な妖怪たちの魅力を知ることができます。 

47都道府県・ 
公園/庭園百科 

同時1アクセス 
（本体） 

¥12,540 

同時3アクセス 
（本体） 

¥18,810 

冊子版ISBN 9784621301807  

著編者名 西田 正憲 発行年 2017年 商品コード 1025881783 

公園と庭園は、誰もがその「土地そのもの」を楽しむことができる、とても身近な地域観光資
源といえます。本書では、全国各地にある公園・庭園のうち約340事例を厳選し、地域固有
の自然・風景・歴史・文化とのふれあい方、楽しみ方を紹介しています。 付録には、便利な
「全国自然公園一覧」「全国の庭園一覧」も収録しています。 
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歴史をかえた物理実験 新装復刊 
（パリティブックス） （※） 

同時1アクセス（本体） ¥5,940 

同時3アクセス（本体） ¥8,910 

冊子版ISBN 9784621302071  

著編者名 霜田 光一 発行年 2017年 商品コード 1026634696 

パリティ1995年4月号～1996年3月号連載の同名の講座を単行本化した書籍の新装復刊版です。 現代物理学の発展に寄与した物理実
験の中でも電磁気や光学系を中心に、世界観や考え方、学問の方向性を変えた重要な物理実験を取り上げ、何が重要でその後の歴史
にどう影響したかをわかりやすく解説しています。図も多用して、昔の実験も具体的に把握できる資料として有用な一冊です。 

いまさら量子力学? 新装復刊 
（パリティブックス） （※） 

同時1アクセス（本体） ¥4,950 

同時3アクセス（本体） ¥7,425 

冊子版ISBN 9784621302200  

著編者名 町田 茂 発行年 2017年 商品コード 1026634697 

量子力学が描き出す自然の姿は、私たちの常識に反する面をもっています。しかし、その理解は理論的にも実験的にも急速に進歩し、応
用面への展望もふまえて新しい段階へ進もうとしています。素粒子の世界からマクロな世界まで、あらゆる場面に現れる量子力学特有の
不思議な現象。その基本的な考え方と物理的意味を、3人の著者がユニークな視点からリレー解説します。 

いまさら流体力学? 新装復刊 
（パリティブックス） （※） 

同時1アクセス（本体） ¥5,940 

同時3アクセス（本体） ¥8,910 

冊子版ISBN 9784621302088  

著編者名 木田 重雄 発行年 2017年 商品コード 1026634698 

身近な例を取り上げながら流体力学の基本的考え方や解析の手法をわかりやすく解説しています。水や空気の流れ、コマや玉子の回転
など現象のおもしろさを知ることができ、さらには気象現象や乗り物の抵抗などの裏にある流体現象についてもやさしく解説しています。
図や写真も多用しており、初心者の方にも理解しやすい内容となっています。 

いまさら電磁気学? 新装復刊 
（パリティブックス） （※） 

同時1アクセス（本体） ¥5,610 

同時3アクセス（本体） ¥8,415 

冊子版ISBN 9784621302095  

著編者名 青野 修 発行年 2017年 商品コード 1026634699 

本書では、典型的な事例や現象を取り上げ、数式よりも図を多用してわかりやすく解説しています。 体系的な解説でなく、歴史的発見や
身近な出来事を取り上げながら、そのなかで電磁気学が担う役割を紹介していきます。 電磁気現象のおもしろさを再発見し、自然現象の
大部分に関係する電磁気学の基礎を目に見えない電磁場をイメージしながら理解できる一冊です。 

対称性 ―不変性の表現― 
（サイエンス・パレット 035） （※） 

同時1アクセス（本体） ¥3,300 

同時3アクセス（本体） ¥4,950 

冊子版ISBN 9784621302033  

著編者名 Ian Stewart 発行年 2017年 商品コード 1026634693 

本書は、「右」「左」で代表される日常的な認識に潜む「対称性」をテーマに、物理学、化学、地学、生物学、心理学、スポーツ科学、美学、
文化人類学など、文科系・理科系を跨る領域について、「左と右」などの対称性が持つ意味について考察します。分野の壁を越えて「対称
性」を考察する楽しさ、多角的総合的に物事を捉えることの楽しさを提示する一冊です。 

電気回路と伝送線路の基礎 （※） 
同時1アクセス（本体） ¥8,580 

同時3アクセス（本体） ¥12,870 

冊子版ISBN 9784621302064  

著編者名 阿部 真之 発行年 2017年 商品コード 1026634700 

本書では、マクスウェル方程式から伝送方程式を導き、そのうえで回路理論との接続を行います。それによって、回路を電磁気学現象と
してとらえ、回路理論と伝送理論の本質を学ぶことができます。回路の問題を解くにあたっては、ラプラス変換のような高度な数学を使わ
ず、数値計算で解く直感的なアルゴリズムで説明しています。工学部、理学部、企業の方々に向けて、電気回路と伝送線路をより合理的
に学ぶ方法を提案する1冊です。 

超伝導転移の物理  
（シュプリンガー現代理論物理学シリーズ） 

同時1アクセス（本体） ¥12,540 

同時3アクセス（本体） ¥18,810 

冊子版ISBN 9784621065075  

著編者名 池田 隆介 発行年 2012年 商品コード 1025863933 

超伝導、超流動、相転移、臨界揺らぎ、渦糸…。現象論的記述から超伝導揺らぎの微視的理論まで、超伝導物理の理論を相転移やそれ
に伴う臨界現象に重点を置くという切り口から解説する。 

  ● タイトル末尾の(※)はダウンロード不可です。 
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書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時 

１アクセス 
（本体） 

同時 
３アクセス 
（本体） 

商品コード 

例題で身につける構造力学 （※） 車谷 麻緒 2017 9784621302101 ¥9,900 ¥14,850 1026634701 

強いAI・弱いAI ―研究者に聞く人工知能の実像― 鳥海 不二夫 2017 9784621301791 ¥5,940 ¥8,910 1026634691 

ジョン・ロックの道徳哲学 （金沢大学人間社会研究叢書） 佐々木 拓 2017 9784621302002 ¥17,160 ¥25,740 1026405279 

科学を伝え、社会とつなぐサイエンスコミュニケーションのはじめかた （※） 国立科学博物館 2017 9784621301975 ¥5,940 ¥8,910 1026405281 

構造物性物理とX線回折 （※） 若林 裕助 2017 9784621301951 ¥12,540 ¥18,810 1026405282 

建築構造設計・解析入門 ―Fortran解析プログラム付― （※） 藤井 大地 2017 9784621301876 ¥9,900 ¥14,850 1025881786 

風景にさわる ―ランドスケープデザインの思考法― 長谷川 浩己 2017 9784621302040 ¥8,580 ¥12,870 1026405283 

有限要素法による流れのシミュレーション 
 ―OpenMPに基づくFortranソースコード付―第3版 

日本計算工学会 2017 9784621301838 ¥17,160 ¥25,740 1025881785 

大学講義放射線医学 ―原子・分子から被曝・がん― 矢野 一行 2014 9784621088722 ¥7,260 ¥10,890 1026478764 

耳科学アトラス ―形態と計測値―第4版 （※） 野村 恭也 2017 9784621301913 ¥62,700 ¥94,050 1025881784 

  ● タイトル末尾の(※)はダウンロード不可です。 
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Ｗｅｂ教材制作演習 
～デジタル教科書＆アニ ―デジタル教科書 
＆アニメーション― 

同時1アクセス（本体） ¥4,400 

同時3アクセス（本体） ¥6,600 

冊子版ISBN 9784863453548  

著編者名 黒澤 和人 発行年 2017年 商品コード 1026623170 

Web教材とはWebを使って提示される教材のこと。本書では、効果的なWeb教材を制作するた
めの基本技術を整理。前半では、HTML、CSSおよびJavaScriptの基本仕様と具体的な利用法
について整理。公判では、Web教材のうち代表的と思われる4つのタイプを紹介。いずれも最初
に例題を示し、まずは制作手順を確認し、次いでコンテンツを自分の担当科目の内容に置き換
え、プロトタイプの制作へと誘う。 

MIES ORDER  GOLDEN  
PROPORTION ―Tracing the Architectural Ideas 

of Mies van der Rohe― 

同時1アクセス（本体） ¥4,400 

同時3アクセス（本体） ¥6,600 

冊子版ISBN 9784863453555  

著編者名 佐野潤一 発行年 2017年 商品コード 1026546524 

This book is a unique essay on Mies van der Rohe’s unknown geometrical design method 
“golden proportion,” and his architectural idea “order,” neither of which have been 
argued for so far. Compared with the established image of Mies van der Rohe based on e 

人間?機械? 
 ―睡眠・ヒト型ロボット・無人操縦― 

同時1アクセス（本体） ¥2,640 

同時3アクセス（本体） ¥3,960 

冊子版ISBN 9784863453517  

著編者名 柳沢 正史 発行年 2017年 商品コード 1025863932 

人間とAIの関係を背景に『どこまでが人間なのか』と題した『武田シンポジウム2017』の内容を
もとに、睡眠、アンドロイド、人の代わりに機械を操縦する機械の３つのテーマに沿って、睡眠
の仕組み、人間としての意識、機械による代替え・関わりを扱っている。各先端領域の研究、
応用の状況、ビジネスへの展開などの将来の展望や、人間のより深い理解と洞察の多面的切
り口からのアプローチについて、お楽しみいただける一冊。 

鎌倉へのいざない 
 ―歴史と文化の「鎌倉学」入門― 

同時1アクセス（本体） ¥3,520 

同時3アクセス（本体） ¥5,280 

冊子版ISBN 9784863453616  

著編者名 大嶽真康 発行年 2017年 商品コード 1026546525 

鎌倉の歴史は、日本史全体の流れを踏まえないと正しく理解できないことが多い。必要に応じ
て日本史の説明を入れつつ、「武家の都」として花開く中世を中心に、鎌倉の歴史を解説する。 
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丸善出版のタイトルは毎月新刊が配信されております！ 
毎月の新刊ハイブリッドモデルカタログもぜひご覧ください！ 

※カタログのお問い合わせはMaruzen eBook Library担当まで！ 

2018年2月 

★学術書の最新刊を《冊子体》＋《電子書籍》のセットにし、年間を通じて                     
継続的にご提供する新サービスです。                        
★「機関向けの電子書籍は既刊書が多い」というこれまでの状況を打破す
るために、学術専門の出版社にご協力をいただき、2014年9月より最新刊     
の電子書籍提供サービスを開始しました。 

毎月新刊が
配信中‼ 


