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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 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する中項目事典。厳選されたテー
マ＝約２００程度を取り上げ、見開き完結で、初学者から研究者にいたる幅広い読者のニーズに応える。 

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 中牧弘允 発行年 2017年 商品コード 1026810914 

各地の暦文化（記念日・お祭り）をその成り立ちから紹介。ユリウス暦、ヒンドゥー暦、グレゴリオ暦、数々の暦の共存を解き明か
すとともに、各地のトピックを取り上げる。 

エコツーリズム 
こころ躍る里山の旅-飯能エコツアーに学ぶ（※） 

同時1アクセス（本体） ¥6,600 

同時3アクセス（本体） ¥9,900 

冊子版ISBN 9784621301517  

著編者 犬井 正 発行年 2017年 商品コード 1024943402 

｢里地里山の持続可能な社会システムの研究｣の視点から、飯能のエコツーリズムの多数の実践の事例を紹介。今後エコツーリ
ズムが農山村振興にどのようなプラスの効果をもたらしうるかを明らかにした一冊。 

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 
西田正憲・飛田範夫・黒田乃生・ 
井原 縁  

発行年 2017年 商品コード 1025881783 

公園と庭園は、誰もが「土地そのもの」を楽しむことができる、身近な地域観光資源。全国各地の公園・庭園から、専門家の審美
眼で選び抜かれた約300事例を紹介。風土性あふれる美的・快適野外空間の楽しみ方がわかる一冊。 
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スペイン文化読本 （※） 
同時1アクセス（本体） ¥6,600 

同時3アクセス（本体） ¥9,900 

冊子版ISBN 9784621089958  

著編者 川成 洋 発行年 2016年 商品コード 1020598987 

長い歴史をもつスペイン文化の本質を読み物としてコンパクトに提供する。本書ではよく知られたスペインのアイコンを取り上げ、それを掘
り下げることでスペインの魅力とその特質を描き出す内容構成。 

イギリス文化事典 
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 9784621088647  

著編者 イギリス文化事典編集委員会・川成 洋 発行年 2014年 商品コード 1019315070 

イングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランドという、独自の文化を有する４つの国から成るイギリスの魅力を389の項目で伝え
るユニークな事典。見開き２ページ完結で、どこを開いても興味深く読める一冊。 

現代イギリス読本 
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 9784621085707  

著編者 川成 洋・長尾輝彦  発行年 2012年 商品コード 1011492091 

「イギリス人には常識でも、日本人にはあまり知られていない話題」に重点をおきながらイギリスの２０世紀から現在までを興味深く全体像
を提示する。 

イギリス人の国家観・自由観  
（丸善ライブラリー 366） 

同時1アクセス（本体） ¥1,584 

同時3アクセス（本体） ¥2,376 

冊子版ISBN 9784621053669  

著編者 名古忠行 発行年 2005年 商品コード 1008060853 

イギリスでは古くから国家のあるべき姿や、自由の実現と確保について議論されてきた。イギリス人の長い経験によって蓄積された国家
観と自由観を解説し、日本の国際社会における位置を考察する一冊。 

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 

ユニークな海洋生物たちが育む生態系を知るだけでなく、海がもたらす恵み、人間活動が海洋生態系に与える影響を知ることを通して、
これからの海との向き合い方を考えることのできる入門書。  

世界の文字事典 
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 9784621088944  

著編者 庄司博史 発行年 2015年 商品コード 1019023648 

この事典の目的は、世界の様々な言語を、その言語にほとんど予備知識のない人でも、文字を声に出して読み、カタカナで転写すること
ができることにある。旅行、ビジネスで大いに役立つ、今までなかったユニークな事典。 

MEL分野別カタログ 地理・地域学 
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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 

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。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。 

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 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、大気といった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。低温および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。 

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 発行年 2016年 商品コード 1022115164 

いまやダイエットや健康維持を目的として国民的ブームとなっているウォーキングを、楽しみながら、化石を観察・採集まで
してしまうガイドブック。化石の魅力に触れることができる一冊。 

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   発行年 2013年 商品コード 1013867155 

ウォーキングしながら化石発掘まで楽しめる、健康と魅力とロマンの詰まったガイド。関東甲信越地方で見られる特徴的な
スポットを紹介。 

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 発行年 2014年 商品コード 1018441515 

好評『鉱物ウォーキングガイド』の著者による、鉱物「採集」に焦点をあてたテクニック本。 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を長年の経験に基づきわかりやすく伝授します。 

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 発行年 2010年 商品コード 1010995016 

厳選した全国の鉱物スポット24カ所について、最寄り駅や道路からの道筋や目標物、そのポイントで発見できる鉱物の特
徴、そのほかの見所などを、わかりやすい説明と写真により紹介。 

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 発行年 2012年 商品コード 1010995018 

好評『鉱物ウォーキングガイド』の著者による、鉱物「採集」に焦点をあてたテクニック本。鉱物探しのコツや採集のテクニッ
クを長年の経験に基づきわかりやすく伝授します。 
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全国神社味詣 ―幸せをよぶ参道グルメガイド― 

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 9784621084311  

著編者 松本滋 発行年 2013年 商品コード 1014015979 

全国厳選63神社と、その神社と関係のある名物や美味しいものを紹介します。ご当地グルメも多数収録し、神社めぐりがより
楽しくなる、今までになかった神社と味のコラボレーションガイドブックです。 

人文地理学事典 
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 9784621086872  

著編者 人文地理学会 発行年 2013年 商品コード 1014446540 

人文地理学の基本概念･重要概念を網羅し、先端研究テーマも取り込み、最新全体像が把握できます。 GPS,GISなどの計量
方法や地理環境と密接な経済・都市構造・歴史などの話題も満載です。 

人の移動事典 
 ―日本からアジアへ・アジアから日本へ― 

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 9784621087190  

著編者 
吉原和男・蘭 信三・伊豫谷登士翁・塩
原良和・関根政美・山下晋司・吉原直樹 

発行年 2013年 商品コード 1014899597 

アジア太平洋地域の域内および域外から、日本およびアジアへの移民･移住など人の国際移動（マイグレーション）について、
歴史学・経済学・政治学・移民法制・多文化共生等の視点から、総合的に論じる中項目事典。 

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  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1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。 

食べられる生きものたち 
 ―世界の民族と食文化48― 

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 9784621085660  

著編者 『月刊みんぱく』編集部 発行年 2012年 商品コード 1011492081 

「地元の文化」としてしっかりと根づく生き物（食べ物）を、世界各地で実生活を観察する文化人類学者がいきいきと紹介する。
その生き物がもつ神秘性や重要性を価値観や風習を交えて説明。 

世界路地裏・食紀行 
 （商社マン、世界を駆けめぐる 続） 

同時1アクセス（本体） ¥3,080 

同時3アクセス（本体） ¥4,620 

冊子版ISBN 9784621070314  

著編者 財前宏 発行年 2002年 商品コード 1012995666 

食ビジネス（チーズ・ワイン・コーヒー）のネタを探しに世界の隅から隅まで歩き回ってみつけたとっておきのエピソードを、豊富
な写真もまじえてユーモアたっぷりに語り明かす。 

花火百華 （丸善ライブラリー 321） 

同時1アクセス（本体） ¥2,156 

同時3アクセス（本体） ¥3,234 

冊子版ISBN 9784621053218  

著編者 小野里 公成 発行年 2000年 商品コード 1008060844 

花火の楽しみ方から花火大会に行くときのポイント、花火の原理にいたるまで、とっておき情報をコンパクトにまとめ上げた。 

MEL分野別カタログ 地理・地域学 
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