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文一総合出版

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

系統地理学 池田啓/小泉逸郎 2013 9784829962039 ¥8,360 ¥12,540 1032529431

種間関係の生物学 川北篤/奥山雄大 2012 9784829962008 ¥8,800 ¥13,200 1032529430

ゲノムが拓く生態学 永野惇/森長真一 2011 9784829910870 ¥8,360 ¥12,540 1032529429

発芽生物学 吉岡俊人/清和研二 2009 9784829910726 ¥9,900 ¥14,850 1032529428

共進化の生態学 横山潤/堂囿いくみ 2008 9784829910696 ¥8,360 ¥12,540 1032529427

農業と雑草の生態学 浅井元朗/芝池博幸 2007 9784829910689 ¥7,920 ¥11,880 1032529426

森林の生態学 正木隆/田中浩/柴田銃江 2006 9784829910665 ¥8,360 ¥12,540 1032529425

草木を見つめる科学 堀良通/大原雅 2005 9784829910634 ¥7,040 ¥10,560 1032529424

光と水と植物のかたち 種生物学会 2003 9784829921760 ¥8,360 ¥12,540 1032529423

保全と復元の生物学 種生物学会 2002 9784829921708 ¥7,040 ¥10,560 1032529422

森の分子生態学 種生物学会 2001 9784829921500 ¥7,920 ¥11,880 1032529421

花生態学の最前線 種生物学会 2000 9784829921418 ¥6,600 ¥9,900 1032529420

12冊揃価格
同時1アクセス

(本体)
同時3アクセス

(本体)

¥97,020 ¥145,530

エコロジー講座 日本生態学会 編

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

森の不思議を解き明かす（1） 矢原徹一 2008 9784829901359 ¥3,960 ¥5,940 1032529416

生きものの数の不思議を解き明かす（2） 島田卓哉/齊藤隆 2009 9784829901410 ¥3,960 ¥5,940 1032529417

なぜ地球の生きものを守るのか（3） 宮下直/矢原徹一 2010 9784829901472 ¥3,520 ¥5,280 1032529418

地球環境問題に挑む生態学（4） 中岡雅裕 2011 9784829910191 ¥3,520 ¥5,280 1032529419

4冊揃価格
同時1アクセス

(本体)
同時3アクセス

(本体)

¥14,960 ¥22,440

種生物学シリーズ 種生物学会編

種生物学研究
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鳴き声から調べる昆虫図鑑 【音声付】
著編者名 高嶋清明 発行年 2018 冊子版ISBN 9784829988121 

同時1アクセス（本体） ¥6,600 同時3アクセス（本体） ¥9,900 商品コード 1032529442

スズムシやコオロギ，バッタ，セミなど，鳴く虫75種の声を端末上で再生！ 地域や時間帯，シーン別など，180以上の声を収
録。それぞれの声の解説と合わせて聞くことで，虫の生態にも興味が広がる。発音のしくみ，録音の方法なども紹介。

鳴き声から調べる野鳥図鑑 【音声付】
著編者名 松田道雄・菅原貴徳 発行年 2017 冊子版ISBN 9784829988091 

同時1アクセス（本体） ¥6,600 同時3アクセス（本体） ¥9,900 商品コード 1032529441

身近な野鳥85種の鳴き声を端末上で再生！ さえずりや地鳴き，警戒の声など，250以上の声を収録。特徴や役割など，鳴き
声を中心とした解説と合わせて声を聞くことで，楽しみながら野鳥の声を覚えられる。鳴き声にまつわるエピソードも紹介。

哺乳類の足型・足跡ハンドブック
著編者名 小宮輝之 発行年 2013 冊子版ISBN 9784829981153 

同時1アクセス（本体） ¥3,080 同時3アクセス（本体） ¥5,720 商品コード 1032529439

野生動物からペットまで，日本で見られる151の哺乳類の足跡・足型を収録。スケールつきで，実際のサイズが実感できます。ツシマヤマネコやイ
リオモテヤマネコと野良ネコの足跡の大きさの違い，ペルシャ，アメリカンショートヘアなどの品種による違いなどもわかります。ヒグマからヒメネズミ
まで，野外で見つけた足跡の主を調べるのに必携の図鑑。足の形から見えてくる動物の生活も紹介。

鳥の足型・足跡ハンドブック
著編者名 小宮輝之 発行年 2012 冊子版ISBN 9784829981054 

同時1アクセス（本体） ¥3,520 同時3アクセス（本体） ¥5,280 商品コード 1032529438

日本で見られる野鳥・愛玩鳥介。318種類の足跡・足型を収録。ウコッケイやシャモなどニワトリのなかまや，ワカケホンセイイン
コなどのかご抜け鳥の足型もあります。スケールつきで大きさが実感できます。野外で見つけた足跡の主を調べる際に参考に
なる特徴や，足跡を見つけるコツ，足の形からみえてくる鳥の生態なども解説しています。

新しい植物分類体系
著編者名 伊藤元己・井鷺裕司 発行年 2018 冊子版ISBN 9784829965306 

同時1アクセス（本体） ¥5,280 同時3アクセス（本体） ¥7,920 商品コード 1032529440

もうカエデはカエデ科ではない？ チゴユリ科って何？ DNAの塩基配列に基づいたAPG分類体系の登場により，被子植物の
分類体系が大幅に変更されました。なぜ，どのように変わったのか？ 日本産の植物を例に，APG分類体系の特徴と「ご利益」
を解説します。これまで主流だった新エングラー分類体系とAPG体系との対照表も収録。

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

ニセアカシアの生態学 崎尾均 2009 9784829910733 ¥8,360 ¥12,540 1032529435

森の芽生えの生態学 正木隆 2008 9784829910702 ¥7,040 ¥10,560 1032529433

ブナ林再生の応用生態学 寺沢和彦/小山浩正 2008 9784829910719 ¥7,920 ¥11,880 1032529434

植物群落モニタリングのすすめ 日本自然保護協会/大沢雅彦 2005 9784829910641 ¥9,240 ¥13,860 1032529432

保全生態学入門 鷲谷いづみ/矢原徹一 1996 9784829930397 ¥6,600 ¥9,900 1032529437

フィールドの観察から論文を書く方法 濱尾章二 2010 9784829911778 ¥2,640 ¥3,960 1032529436


