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あて材の科学

―樹木の重力応答と生存戦略―

著編者

日本木材学会組織と材質研究会

発行年

2016

同時1アクセス

¥8,400(本体)

同時3アクセス

¥12,600(本体)

ISBN

9784860992613

商品コード

1022366160

木材の性質に関する基礎的事項を解説するとともに、あて材の組織と構造、形成と成分分布、材質特
性などについて説明。植物の系統進化と化学成分の特徴を分子生物学的に記述するほか、あて材の
組織と成長応力などにも触れる。

Wood

and traditional woodworking in Japan 2nd ed

著編者

Mechtild Mertz

発行年

2016

同時1アクセス

¥12,800(本体)

同時3アクセス

¥19,200(本体)

ISBN

9784860993238

商品コード

1022366161

木工芸職人へのインタビューを元に、日本の伝統的木工芸における木材の利用法について、美的・文
化的観点から考察。日・英・独・仏4カ国語の樹種名一覧表と木工芸用語集も収録する。

よみがえる神戸

―危機と復興契機の地理的不均衡―

著編者

デビッド W. エジントン

発行年

2014

同時1アクセス

¥8,400(本体)

同時3アクセス

¥11,900(本体)

ISBN

9784860992934

商品コード

1022366147

フィールドワークと、都市計画家、活動家、役人などへのインタビュー調査によって、阪神・淡路大震災
からの復旧・復興にむけた10年間の歩みを記録し、危機と復興契機の地理的不均衡という視点から詳
細に検討する。
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Maruzen eBook Library は、学術・研究機関のための学術情報に特化した電子書籍をご提供する丸善雄松堂オリジナルのプラットフォームです

木材、自然環境関連の新規追加タイトル！
No.

1

書名
森林環境マネジメント
―司法・行政・企業の視点から―

著編者

発行年

ISBN/ISSN

同時
１アクセス
（本体）

同時
３アクセス
（本体）

商品コード

小林 紀之

2015 9784860993047

¥4,500

¥6,800 1018934528

2 森林教育

大石 康彦

2015 9784860992859

¥4,700

¥7,100 1018934529

3 クリと日本文明

元木 靖

2015 9784860993016

¥7,700 ¥11,600 1018934533

4 ロボ木ーと森 （木育絵本シリーズ 1）

横山 操

2015 9784860993108

¥2,800

¥4,200 1018934534

Akinori Yamashita

2015

¥2,800

¥4,200 1018934535

岡橋 秀典

2014 9784860992873

¥8,400 ¥12,600 1022366146

7 離島研究 5

平岡 昭利

2014 9784860992927

¥8,200 ¥12,300 1020475565

8 樹木医学の基礎講座

樹木医学会

2014 9784860992972

¥6,600

9 中国変容論 ―食の基盤と環境―

元木 靖

2013 9784860992958

¥8,400 ¥12,600 1022366140

10 木材加工用語辞典

日本木材学会
機械加工研究会

2013 9784860992293

¥5,300

¥7,100 1022366153

11 早生樹 ―産業植林とその利用―

岩崎 誠

2012 9784860992675

¥5,700

¥7,500 1022366154

北海道大学大学院
農学研究院

2012 9784860992835

¥4,000

¥5,300 1022366155

13 パンタナール ―南米大湿原の豊饒と脆弱―

丸山 浩明

2011 9784860992767

¥8,400 ¥12,600 1022366137

14 広葉樹資源の管理と活用

鳥取大学
広葉樹研究刊行会

2011 9784860992583

¥4,700

¥6,200 1022366156

15 ―森林美学の新体系構築に向けて―

湊 克之

2010 9784860992361

¥5,100

¥6,800 1022366157

16 木材接着の科学

作野 友康

2010 9784860992064

¥4,000

¥5,300 1022366159

17 観光集落の再生と創生 ―温泉・文化景観再考―

戸所 隆

2010 9784860992637

¥5,300

¥7,900 1022366143

18 行商研究 ―移動就業行動の地理学―

中村 周作

2009 9784860992231

¥7,500 ¥11,300 1022366141

19 離島に吹くあたらしい風

平岡 昭利

2009 9784860992408

¥3,700

石川 雄一

2008 9784860992477

¥7,500 ¥11,300 1022366138

Roboky and the forest （Picture book series for

5 education about wood utilization 1）
6

現代インドにおける地方の発展
―ウッタラーカンド州の挑戦―

Agricultural sciences for human sustainability

12 ―meeting the challenges of food safety and stable
food production―

森への働きかけ

郊外からみた都市圏空間

20 ―郊外化・多核化のゆくえ―
※ 表示価格は税抜きです。

―

¥9,900 1018934532

¥5,600 1022366142
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