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No.2018-043 

アストロバイオロジー 地球外生命の可能性 
同時1アクセス（本体） ¥9,240 

同時3アクセス（本体） ¥13,860 

冊子版ISBN 9784621300008  

著編者 山岸明彦著 発行年 2016年 商品コード 1021588087 

生命が存在する場として地球がどの程度普通の存在であるかの検討を試みる一冊。研究者たちは、何を考え、何をなそうとしているのか、
その一端を日本のアストロバイオロジーをけん引する著者がわかりやすく解説します。 

サイエンス・パレット 山岳（※） 
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 9784621301722  

著編者 Martin F. Price著 渡辺悌二訳 上野健一訳  発行年 2017年 商品コード 1025599596 

山岳は、主要な河川の源であり、人類の生存に欠かせない水供給の場で、地域の気象に大きな影響を与える。国際的にホットな内容が幅
広く扱われ、山岳に関して、私たちが知っておくべきことがコンパクトにまとめられている。 

●2017年～2018年 最新刊●  

地球環境学入門 

同時1アクセス（本体） ¥7,260 

同時3アクセス（本体） ¥10,890 

冊子版ISBN 9784621089354  

著編者 東樋口護著  発行年 2015年 商品コード 1018194143 

人を取り巻くものとしての環境を自然環境と社会環境、地域環境問題と地球環境問題、地圏・水圏・気圏などの基本的枠組
みを提示し具体的に解説。自然環境保全・循環型社会形成・環境マネジメントにも言及。 

低温科学便覧  
= Handbook of  

low temperature science（※） 

同時1アクセス（本体） ¥33,000 

同時3アクセス（本体） ¥49,500 

冊子版ISBN 9784621089644  

著編者 北海道大学低温科学研究所編 発行年 2015年 商品コード 1019533030 

低温科学は氷や雪のミクロな物理・化学的な性質の解明から、大陸や海洋などマクロな地球環境の考察、微生物、動物、植
物など生命圏の営みまでが対象。低温・寒冷環境における自然科学のダイナミズムを俯瞰できる便覧。 

乾燥地を救う知恵と技術  
―砂漠化・土地劣化・干ばつ問題への対処法― 

同時1アクセス（本体） ¥11,220 

同時3アクセス（本体） ¥16,830 

冊子版ISBN 9784621087534  

著編者 鳥取大学乾燥地研究センター監修  発行年 2014年 商品コード 1016973303 

世界の陸地の約41%を占める乾燥地には約20億人が暮らす。砂漠化・土地劣化・干ばつ問題への対処法を解説。技術の利
点と欠点，適用範囲をコンパクトにまとめ、乾燥地の現場で活躍する技術者・実務者には必須の一冊。 

黄砂 ―健康・生活環境への影響と対策― 

同時1アクセス（本体） ¥13,860 

同時3アクセス（本体） ¥20,790 

冊子版ISBN 9784621300299  

著編者 
鳥取大学乾燥地研究センター監修 黒崎泰
典・黒沢洋一・篠田雅人・山中典和編  

発行年 2016年 商品コード 1020782147 

黄砂とはモンゴルや中国といった乾燥地で舞い上がり、日本にまで到達する現象。本書では黄砂に関して今まで蓄積されて
きた知見に加え、近年明らかになった観測結果や黄砂に対して有効とされる対策に関しても解説。 

  ● タイトル末尾の(※)はダウンロード不可です。 
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深海と地球の事典 

同時1アクセス（本体） ¥24,750 

同時3アクセス（本体） ¥37,125 

冊子版ISBN 9784621088876  

著編者 深海と地球の事典編集委員会編  発行年 2014年 商品コード 1017819856 

「深海」は地球最大の生命圏であり、様々な生命のゆりかごだった。また活発な地殻活動が起こり、気候変動や地震・津波など地球規
模の問題の原因ともなり得る。深海の科学と研究を支える技術をカラー図版で解説。 

地球環境学 ―複眼的な見方と対応力を学ぶ― 
（京大人気講義シリーズ） 

同時1アクセス（本体） ¥5,280 

同時3アクセス（本体） ¥7,920 

冊子版ISBN 9784621088074  

著編者 京都大学地球環境学堂編  発行年 2014年 商品コード 1015731402 

地球上の様々な環境問題を解決するには環境変化を複眼的に捉え、多様な方策を創りだし社会に広める創造性と総合力が求められ
る。地球環境学に携わる教員、卒業生の実践活動から、環境問題に学際的にアプローチし、解決策を探る。 

日本の火山ウォーキングガイド （※） 

同時1アクセス（本体） ¥6,270 

同時3アクセス（本体） ¥9,405 

冊子版ISBN 9784621088487  

著編者 特定非営利活動法人火山防災推進機構編 発行年 2016年 商品コード 1024014976 

日本には110の火山があり、世界の火山（活火山）の約１割を占める有数の火山大国である。本書はウォーキング・登山をしながら、火
山によってもたらされた肥沃な大地の形成について知識を深めるガイドブック。 

気候（サイエンス・パレット）（※） 

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 9784621300459  

著編者 Mark Maslin著 森島 済監訳  発行年 2016年 商品コード 1022115165 

気候について、地球上の気候をコントロールする様々な要素について解説。また現在の気候、古気候、将来の気候という、長期的な観
点で簡潔に書かれている。気候を知るための入門書であり、文理関係なく読んでほしい一冊。 

海洋生物学 ―地球を取りまく豊かな海と生態系― 
（サイエンス・パレット 022） （※） 

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 9784621088937  

著編者 Philip V. Mladenov著 窪川かおる訳  発行年 2015年 商品コード 1018194145 

海の生物たちが繰り広げる共生や競争、環境への適応を通して海洋生態系の美しさと不思議さを解説。海洋が人類社会に与える資源
や食料の恵み、一方で人間活動が海と生態系に与える影響を理解し、海との向き合い方を考えるのに最適の書。 

東洋天文学史 （サイエンス・パレット 020） 

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 9784621088623  

著編者 中村士著  発行年 2014年 商品コード 1018441519 

アジアの天文学史という文脈の中に日本天文学の歴史を位置づけることを目指し、全体を２部構成とした。第Ⅰ部は、古代オリエントと
ギリシア、インド、中国、朝鮮および東南アジアの天文学史を概観し、第Ⅱ部の日本天文学史へと展開。 

温泉の百科事典 

同時1アクセス（本体） ¥44,000 

同時3アクセス（本体） ¥66,000 

冊子版ISBN 9784621085066  

著編者 阿岸祐幸編  発行年 2012年 商品コード 1012269190 

科学、医学はもちろん歴史、芸術、経済にいたるまで温泉に関するあらゆる知識を一冊に網羅することにより、これからの温泉のあり方
を考えていくための一助となることをめざした中項目事典。 

天文学・地球科学 
丸善出版   

MeL分野別カタログ 

  ● タイトル末尾の(※)はダウンロード不可です。 
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巨大ブラックホールと宇宙 

同時1アクセス（本体） ¥7,480 

同時3アクセス（本体） ¥11,220 

冊子版ISBN 9784621085073  

著編者 谷口義明 ・和田桂一著  発行年 2012年 商品コード 1013867171 

宇宙は銀河であふれており、銀河には巨大ブラックホールがある。つまり、宇宙は巨大ブラックホールであふれているのだ。宇宙
にすむ隣人として、まずはブラックホールの全体像を理解することからはじめる。 

宇宙の「一番星」を探して  
―宇宙最初の星はいつどのように誕生したのか― 

同時1アクセス（本体） ¥4,180 

同時3アクセス（本体） ¥6,270 

冊子版ISBN 9784621084762  

著編者 谷口義明著  発行年 2011年 商品コード 1013867170 

宇宙137億年の歴史の中で、「一番星」つまり宇宙最初の星は、いつ、どうやって誕生を迎えたのだろうか。本書は、夜空の星か
ら天の川へ、銀河系へ、宇宙へ、そして一番星へと、時間と空間をさかのぼって一番星誕生の謎に迫る。 

化石ウォーキングガイド関東甲信越版  
―太古のロマンを求めて化石発掘28地点― 

同時1アクセス（本体） ¥4,180 

同時3アクセス（本体） ¥6,270 

冊子版ISBN 9784621086636  

著編者 相場博明編著   発行年 2013年 商品コード 1013867155 

ウォーキングを楽しみながら、化石を観察・採集するガイドブック。手軽にウォーキングしながら、化石の魅力に触れることができ
る構成。現役地学教員グループが関東甲信越地方で見られる特徴的な化石スポットを紹介する。 

化石ウォーキングガイド 全国版 
—日本各地に眠る古生物の痕跡探し27地点 

同時1アクセス（本体） ¥6,270 

同時3アクセス（本体） ¥9,405 

冊子版ISBN 9784621089576  

著編者 相場博明編著 発行年 2016年 商品コード 1022115164 

全国各地で見られる特徴的な化石スポットを、専門家が実際に歩いて調査し厳選、一般の方も気軽にウォーキングしながら、化
石の魅力に触れることができる一冊。 

鉱物ハンティングガイド  
―知れば知るほど奥深い!鉱物採集の世界― （※） 

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 9784621087121  

著編者 松原聰著  発行年 2014年 商品コード 1018441515 

鉱物学の権威である著者が、鉱物探しのコツや採集のテクニックなどを長年の経験に基づきわかりやすく伝授する。コラムやこ
ぼれ話なども掲載し、採集しなくても読むだけで十分に楽しむことができる。 

鉱物ウォーキングガイド関東甲信越版  
―歩いて楽しい!鉱物めぐり26地点― 

同時1アクセス（本体） ¥4,180 

同時3アクセス（本体） ¥6,270 

冊子版ISBN 9784621085301  

著編者 松原 聰著  発行年 2012年 商品コード 1010995018 

近年のウォーキング・ブームの中、山歩きの定番である草花や野鳥を観察するのではなく鉱物（石）を見る（採集する）ことを目的
としたフィールドガイドブック。関東甲信越地方の厳選した26地点を収載。 

鉱物ウォーキングガイド全国版  
―北海道から九州まで厳選の24地点― 

同時1アクセス（本体） ¥4,180 

同時3アクセス（本体） ¥6,270 

冊子版ISBN 9784621082676  

著編者 松原 聰著  発行年 2010年 商品コード 1010995016 

『鉱物ウォーキングガイド』（2005年９月刊）に続く、鉱物産地を全国各地に拡大した第２弾。自然の再認識とトレジャーハント（宝
探し）の楽しさを味わう。 

天文学・地球科学 
丸善出版   

MeL分野別カタログ 

  ● タイトル末尾の(※)はダウンロード不可です。 
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丸善出版株式会社のタイトルは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1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‼ 


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4

