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虫・コレ  
―自然がつくりだした色とデザイン― 

同時1アクセス（本体） ¥3,960 

同時3アクセス（本体） ¥5,940 

冊子版ISBN 9784621083703  

著編者 海野和男 発行年 2011年 商品コード 1014156244 

憂いを秘めたオオルリオビアゲハの青。 色鮮やかな彫金を体に施したアシナガミドリツヤコガネの緑。 虫の王様とよばれた光沢を持
つヤマトタマムシの虹色。 海野氏の多くの著書の中でも、細部の構造や色そのものをテーマとしたのは、これが初めての作品となり
ます。昆虫ファンならずとも、その繊細な色彩に神秘を感じずにはいられません。さあ、みなさま、パリ・コレ顔負けの超華麗なファッ
ションショー、「虫・コレ」を存分にお楽しみください。 
  

ホタル学  
―里山が育むいのち― 

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 9784621083895  

著編者 古河義仁 発行年 2013年 商品コード 1014015985 

私たちが真に癒され、また、ホタルがいつまでもホタルであるためには、ホタルの本来の姿、生き方を知り、ホタルの舞う風景に感動
し、背後にある自然環境に対して理解を深めることが、何よりも大切です。 本書は、南西諸島を除く日本国内で見ることができるホタ
ル9種類の解説をはじめ、ホタルを取り巻く現状の問題点などにも言及しています。特に掲載カラー写真はどんな詳細な解説よりも多
くのことを伝えてくれる迫力があります。 
  

トンボの不思議 
同時1アクセス（本体） ¥3,960 

同時3アクセス（本体） ¥5,940 

冊子版ISBN 9784621087893  

著編者 新井 裕 発行年 2013年 商品コード 1014899599 

本書は、40年以上も趣味でトンボを追い続けてきた著者がトンボの魅力を余すところなく語ります。 トンボは、幼虫時代は水中にすみ、
成虫になると大空を飛び交いながら地上で暮らす生きものです。本書でも水中時代、空中時代に分け、空中編では空飛ぶトンボの不
思議な生態を、水中編ではヤゴのほとんど知られていない奇妙な生態を、それぞれやさしく解説。誰でもわかる身近なトンボ30種類
の見分け方もイラストつきで紹介します。＜どうぶつ社復刻＞ 

日本のタンポポとセイヨウタンポポ 
同時1アクセス（本体） ¥3,960 

同時3アクセス（本体） ¥5,940 

冊子版ISBN 9784621087909  

著編者 小川 潔 発行年 2013年 商品コード 1014899600 

植物学者の牧野富太郎は1904年の植物学雑誌に、札幌で外来種のセイヨウタンポポが見つかったことを紹介し、将来日本中にこの
タンポポが広がっていくだろうと予言しています。そして今日、確かに都市部を中心として、タンポポといえば外来種ばかりという情況
になりました。それはあたかも、日本のタンポポが外来のタンポポに「駆逐」されたように見えますが…… 本書ではこの外来種と在来
種の交代現象の実態を明らかにし、その原因をタンポポという植物自体の特性と、生育環境、とりわけ人間の関与した生育地特性と
の関係からとらえています。＜どうぶつ社復刻＞ 

いきもの特集  
–動植物、昆虫、微生物、化石- 
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北に生きるシカたち  
―シカ、ササそして雪をめぐる生態学― 

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 9784621087947  
著編者 高槻 成紀 発行年 2013年 商品コード 1015076048 

春の出産、夏の育子、秋の繁殖、そして冬の雪との闘い。シカは、四季折々に、それぞれの土地で、それぞれの自然と深く
かかわって生きています。調査地は、岩手県五葉山。その地は、ホンシュウジカの北限といわれています。10年余の山歩き
をとおして、生態研究の基礎をひとつひとつ解き明かしていくとともに、増えやすく減りやすい彼らの保護のための具体的な
指針も示す好著です。＜どうぶつ社復刻＞ 
  

クマを追う 
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 9784621087930  
著編者 米田一彦 発行年 2013年 商品コード 1014899594 

秋田県の鳥獣保護センターの職員であった著者が、わが国最強の猛獣であるクマに出会い、その魅力に取りつかれ、夏山
に冬山に、命がけでクマを追う。 マタギのクマ狩りへの同行、電波発信機での追跡など、圧倒的なスケールで野生のクマの
生態を活写している。日本で初めての本格的なツキノワグマ観察記録。＜どうぶつ社復刻＞ 
  

冬虫夏草の謎 
同時1アクセス（本体） ¥3,960 
同時3アクセス（本体） ¥5,940 

冊子版ISBN 9784621087916  
著編者 盛口 満 発行年 2013年 商品コード 1014899595 

虫に取りつき、虫を殺し、虫から生える怪しいキノコ。 古来、中国では漢方薬として用いられ、万病に効くとされる不思議な
キノコ。 暗い林の日陰を好み、ひっそり生きる謎のキノコ。 さて、冬虫夏草とは何者か？ 鹿児島県屋久島の調査を中心に、
日本の冬虫夏草約50種を詳細・美麗なカラーイラストで紹介しながら、謎につつまれた不思議なキノコの正体を徹底究明。
＜どうぶつ社復刻＞ 
  

兵隊を持ったアブラムシ 
同時1アクセス（本体） ¥4,840 
同時3アクセス（本体） ¥7,260 

冊子版ISBN 9784621087923  
著編者 青木 重幸  発行年 2013年 商品コード 1014899596 

アブラムシの小さな“社会”には、親に似ていない奇妙な幼虫が現われる。カニムシのようなもの、ツノを持つもの、人を刺す
もの、そしてさまよえる幼虫。 彼らの存在理由は何だろうか？ 大胆な仮説が意外な事実の発見へと導いていく。 講談社出
版文化賞第1回科学出版賞受賞作。 
  

シーラカンスは語る  
―化石とDNAから探る生命の進化― （※） 

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 9784621089323  
著編者 大石道夫 発行年 2015年 商品コード 1018683948 

３億年以上のあいだ、その姿をほとんど変えていない「生ける化石」シーラカンス。陸上生物の手足のように太いひれを持つ
この魚は、生物の陸上進出の謎を解くヒントになるのではないかと注目されてきました。2013年、そんなシーラカンスの全ゲ
ノムが解読されます。日本のDNA研究の指導的立場にあり、古生物学や進化にも造詣の深い著者が、シーラカンスのゲノ
ム解読の結果をはじめとする最近の生物進化研究の成果をわかりやすく紹介し、進化の要因について論考します。 

いきもの特集  
–動植物、昆虫、微生物、化石- 
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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 

『化石ウォーキングガイド 関東甲信越版』に続く全国版です。化石を採集したり観察したりしながらウォーキングを楽しもうと
いう趣旨で作られています。化石の専門書ではないので、難しい学名や解説は省略されています。最近では博物館などが
化石採集会を主催し、安全な場所で化石採集を出来るようになってきており、そのような化石採集が出来る場所を博物館関
係の執筆者が紹介しています。 

絶滅した哺乳類たち 
同時1アクセス（本体） ¥5,060 

同時3アクセス（本体） ¥7,590 

冊子版ISBN 9784621070765  
著編者 冨田幸光著 伊藤丙雄・岡本泰子画 発行年 2002年 商品コード 1008060856 

鼻の上に巨大なツノをもつブロントテリウムや、骨のヨロイをつけたグリプトドン、長い毛のはえたマンモスなど、絶滅した哺
乳類は恐竜におとらず人気が高い。多様な哺乳類のうち、すでに絶滅し見ることのできない100種類あまりの進化の歴史を、
精密な復元画や解説文で紹介する図鑑。 

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 

世界の人々は何を食べているのか？羊たちのいるイタリアの風景、トウモロコシから生まれたマヤ文明、イヌイットの暮らし
を支えるアザラシ、フィージーのタロイモ料理など、その地域にしっかりと根づいている食べ物は、その土地の人びとの暮ら
しと密接にかかわっています。 本書では世界各地の食文化を、文化人類学者が体験しながら、いきいきと紹介します。一つ
のテーマを２ページ見開きフルカラーで、写真も多数収録しています。 

新・霊長類学のすすめ  
（京大人気講義シリーズ） 

同時1アクセス（本体） ¥4,620 

同時3アクセス（本体） ¥6,930 

冊子版ISBN 9784621085332  
著編者 京都大学霊長類研究所 発行年 2012年 商品コード 1010718920 

ヒトは、紛れもなく霊長類の一種です。霊長類を調べることは“人間とは何か”という問いに迫ることでもあります。「霊長類
学」とは簡単に言ってしまえばこのような研究を行うことを目的としています。 本書では、行動生態学・脳生理学・比較認知
科学・高次脳機能など、それぞれの分野からアプローチしている京大霊長類学研究所の研究者たちが、最新の研究成果を、
具体事例（実験・フィールドワーク）を盛り込みながら興味深く紹介します。 

植物学の百科事典 
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 9784621300381  
著編者 日本植物学会・日本育種学会 発行年 2016年 商品コード 1022698667 

本書は、植物学のあらゆる分野を包括している点で際立った事典といえます。その理由は、植物学関連のありとあらゆるも
のが項目として網羅され、本草学を含む植物学の歴史、細胞、根、茎、葉などの植物のからだ、分類・系統学、生態学、生
理学、形態・構造、遺伝・分子生物学の重要な項目、最先端テクノロジーを含む研究手法、応用編として農業や社会との関
わりにおける植物学の重要項目を掲載しているからです。 遺伝資源や生態系サービスといった高校教科書でも取り上げら
れるようになった新しい概念も解説されています。 

いきもの特集  
–動植物、昆虫、微生物、化石- 
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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 
私たちは資源や食料の多くを海に頼っており、同時に乱獲や沿岸開発、温暖化や海洋酸性化などを通して海の環境やそこに生きる
生物にダメージを与えてきました。人間社会や地球環境に海がもたらす恵み、そして人間活動が海洋生態系に与える影響とは？ 
地球の将来のカギを握る海との向き合い方を考えるのにも、最適の入門書です。 
  

ウイルス ―ミクロの賢い寄生体― 

（サイエンス・パレット 016） （※） 

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 9784621088166  
著編者 Dorothy H. Crawford著 永田恭介訳  発行年 2014年 商品コード 1017819864 

私たちの歴史はウイルスとともにあるといっても過言ではありません。天然痘、黄熱病、SARS、AIDSなどの感染症の流行は、人類
社会に大きな影響を及ぼしてきました。本書では、人類のウイルス観の変遷、感染のしくみ、さまざまな感染症の起源と現状、治療
技術の進歩、ウイルスの地球生命圏における役割、そして私たちとウイルスとのこれからの付き合い方に関する提言まで、ウイルス
の全体像を描き出します。この小さな賢い寄生体がどこから来て、本当は何がしたくて、どこへ向かうのか。それを考えることのでき
る一冊です。 

形態学  
―形づくりにみる動物進化のシナリオ― 
（サイエンス・パレット 024） 

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 9784621089309  

著編者 倉谷 滋 発行年 2015年 商品コード 1018858779 
本書では、「形が進化するとはどういうことか」という古くからの問題に取り組んだ学者たちの歴史を振り返りながら、進化生物学と発
生生物学を取り込むことによって動物形態学が現在どのような理解の体系になりつつあるのかを描いていきます。そして発生プログ
ラムの背景にある遺伝子に関する現在の知見を手掛かりに、最終的に動物がたどってきた進化のシナリオをひもとき、動物の祖先
がもっていたであろう太古の姿を考察していきます。 

微生物（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 9784621300527  
著編者 Nicholas P. Money著 花田智訳  発行年 2016年 商品コード 1022698666 

「微生物」とは、肉眼で捉えることのできない小さな生物のことを指します。大腸菌などの細菌、カビ・キノコなどの真菌類、植物プラ
ンクトンの微細藻類、アメーバやゾウリムシなどの原生生物、さらにはウイルス粒子までを含む多種多様な生物群の総称です。本書
は、バクテリアやアーキア（かつては古細菌と呼ばれた分類群）、カビ、酵母、キノコ、微細藻類、原生生物、ウイルスにいたるまで、
多くの微生物を網羅し、かつ簡潔に解説しています。肉眼では見えないものを可視化する「顕微鏡」のような役割を果たす一冊とい
えるでしょう。  
  

人類の進化 ―拡散と絶滅の歴史を探る― 

（サイエンス・パレット 013） （※） 

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 9784621088043  
著編者 Bernard Wood著 馬場悠男訳  発行年 2014年 商品コード 1018441518 

私たち人類はどこから来たのか?古代ギリシャの時代から、人間は、この問いに向き合い続けてきました。そして今日、化石の形態
的証拠に加え、元素分析やDNA分析などの手法の発展により、人類進化の足跡が徐々に明らかになってきています。 しかし、私た
ちの起源を探る営みは簡単なものではありません。研究者はいかにして人類進化の謎を解き明かすのか、そして、その謎はどこま
で分かったのか、 ―そんな私たち自身の起源に迫る謎解きの世界にご案内します。 

いきもの特集  
–動植物、昆虫、微生物、化石- 
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