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電子出版アワード2016 デジタル・インフラ賞 受賞！ 

動物微生物学 
同時1アクセス(本体) ¥29,040 同時3アクセス(本体) ¥58,080 

著編者 明石 博臣 冊子版ISBN 9784254460285 

発行年 2008 商品コード 1025102610 

獣医・畜産系の微生物学テキストの決定版。基礎的な事項から最新の知見まで，平易かつ丁寧に解説。〔内容〕総論
（細菌／リケッチア／クラミジア／マイコプラズマ／真菌／ウイルス／感染と免疫／化学療法／環境衛生／他），各論
（科・属） 

ヒツジの科学 （シリーズ<家畜の科学>） 

同時1アクセス(本体) ¥12,540 同時3アクセス(本体) ¥25,080 

著編者 田中, 智夫 冊子版ISBN 9784254455052 

発行年 2015 商品コード 1023668626 

ヒツジは世界の各地で飼われ、家畜としてその総頭数は10億頭を超えている。ヒツジの起源と改良の歴史から、飼育
の現状、育種・繁殖・栄養・管理、生産物の利用、疾病、アニマルセラピーなどの多面的利用までを解説する。 

ニワトリの科学 （シリーズ<家畜の科学>） 

同時1アクセス(本体) ¥13,200 同時3アクセス(本体) ¥26,400 

著編者 古瀬 充宏 冊子版ISBN 9784254455045 

発行年 2014 商品コード 1025102613 

世界中で飼われている代表的な家禽・ニワトリをさまざまな分野から総合的に解説。〔目次〕ニワトリの起源と改良の
歴史／日本のニワトリの生産システムの特徴／肉用鶏／採卵鶏／ニワトリの栄養／飼料／繁殖／ストレス対応／キ
メラ／他 

ヤギの科学 （シリーズ<家畜の科学>） 

同時1アクセス(本体) ¥12,540 同時3アクセス(本体) ¥25,080 

著編者 中西 良孝 冊子版ISBN 9784254455038 

発行年 2014 商品コード 1025102612 

最古の家畜の一つであり，近年その価値が見直されつつあるヤギをさまざまな分野から総合的に解説。〔内容〕ヤギ
の起源と品種／世界と日本のヤギの生産システム／除草家畜としての利用／乳生産／肉生産／毛・皮生産／育種
と改良／他 

ブタの科学 （シリーズ<家畜の科学>） 

同時1アクセス(本体) ¥13,200 同時3アクセス(本体) ¥26,400 

著編者 鈴木 啓一 冊子版ISBN 9784254455021 

発行年 2014 商品コード 1025102611 

世界で8億頭が飼育されているブタをさまざまな分野から総合的に解説。〔内容〕ブタの起源と改良の歴史／世界と日
本のブタの生産システム／ブタの栄養／ブタの飼料／ブタ肉生産，枝肉規格，肉質／ブタの育種改良／糞尿処理と
環境問題／他 
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◆シリーズ 家畜の科学ほか新規追加タイトル！ 
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No. 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 

1 植物保護 （新農学シリーズ） 一谷, 多喜郎 2000 9784254405101 ¥7,590 ¥15,180 1013955828 

2 害虫防除 （新農学シリーズ） 中筋, 房夫 1997 9784254405088 ¥8,470 ¥16,940 1013955826 

3 植物の遺伝と育種 （新農学シリーズ） 米澤, 勝衛 1997 9784254405095 ¥8,470 ¥16,940 1013955827 

4 家畜繁殖 （新農学シリーズ） 加藤, 征史郎 1994 9784254405064 ¥10,230 ¥20,460 1013955825 

5 畜産加工 （新農学シリーズ） 細野, 明義 1989 9784254405033 ¥8,030 ¥16,060 1013955824 

6 トウモロコシの科学 （シリーズ《食品の科学》） 貝沼, 圭二 2009 9784254430745 ¥9,570 ¥19,140 1013955840 

7 塩の科学 （シリーズ《食品の科学》） 橋本, 寿夫 2003 9784254430721 ¥10,010 ¥20,020 1013955839 

8 卵の科学 （シリーズ《食品の科学》） 中村, 良 1998 9784254430714 ¥10,010 ¥20,020 1013955838 

9 乳の科学 （シリーズ《食品の科学》） 上野川, 修一 1996 9784254430400 ¥10,010 ¥20,020 1013955836 

10 肉の科学 （シリーズ《食品の科学》） 沖谷, 明紘 1996 9784254430417 ¥10,010 ¥20,020 1013955837 

11 酒の科学 （シリーズ《食品の科学》） 吉沢, 淑 1995 9784254430370 ¥10,010 ¥20,020 1013955833 

12 小麦の科学 （シリーズ《食品の科学》） 長尾, 精一 1995 9784254430387 ¥10,010 ¥20,020 1013955834 

13 米の科学 （シリーズ《食品の科学》） 石谷, 孝佑 1995 9784254430394 ¥10,010 ¥20,020 1013955835 

14 魚の科学 （シリーズ《食品の科学》） 阿部, 宏喜 1994 9784254430363 ¥9,570 ¥19,140 1013955832 

15 大豆の科学 （シリーズ《食品の科学》） 山内, 文男 1992 9784254430332 ¥10,010 ¥20,020 1013955831 

16 茶の科学 （シリーズ《食品の科学》） 村松, 敬一郎 1991 9784254430318 ¥10,010 ¥20,020 1013955830 

17 ゴマの科学 （シリーズ《食品の科学》） 並木, 満夫 1989 9784254430295 ¥10,010 ¥20,020 1013955829 

18 肉の機能と科学 （食物と健康の科学シリーズ） 松石, 昌典 2015 9784254435504 ¥12,540 ¥25,080 1018858911 

19 乳の科学 （食物と健康の科学シリーズ） 上野川, 修一 2015 9784254435535 ¥11,880 ¥23,760 1023668623 

20 ゴマの機能と科学 （食物と健康の科学シリーズ） 並木, 満夫 2015 9784254435467 ¥12,210 ¥24,420 1023668624 

21 油脂の科学 （食物と健康の科学シリーズ） 戸谷, 洋一郎 2015 9784254435528 ¥11,550 ¥23,100 1023668627 

22 獣医生化学 改訂 横田, 博 2016 9784254460353 ¥26,400 ¥52,800 1024118019 

23 畜産食品の事典 細野, 明義 2002 9784254430790 ¥55,000 ¥110,000 1011798977 

◆そのほかシリーズなど農業･畜産業･食品関連タイトル！ 


