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シリーズを含む新規追加タイトル！ 

生命の科学と神秘シリーズ 

進化には生体膜が必要
だった ―膜がもたらした生
物進化の奇跡―（シリーズ・
生命の神秘と不思議） 

同時 
1アクセス 
（本体） 

¥2,475 

同時 
3アクセス 
（本体） 

¥3,300 

冊子版ISBN 9784785351267  

著編者名 佐藤 健 発行年 2018年 
商品
コード 

1027690503 

地球上のすべての生物をつくっている「生体膜」は、どの生物もほぼ同じ分子構造（脂質二
重層）をしており、エネルギーの生産や物質の輸送、細胞の形態形成、情報の伝達など重
要なポイントには深く関わっています。前半では生体膜の構造と働きについて丁寧に解説
し、後半では原核細胞から真核細胞、多細胞生物へと進化する道筋の仮説を新たな視点
で紹介して、生物進化において生体膜の果たした役割の全体像をやさしく紐解きます。 

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 

お酒のはなし  
―お酒は料理を美味しくする― 

吉沢  淑 2017 9784785351229 ¥2,475 ¥3,300 1026546360 

メンデルの軌跡を訪ねる旅  長田 敏行 2017 9784785351236 ¥2,475 ¥3,300 1026546361 

海のクワガタ採集記  
―昆虫少年が海へ― 

太田 悠造 2017 9784785351243 ¥2,475 ¥3,300 1026546362 

プラナリアたちの巧みな生殖戦略  小林 一也 2017 9784785351250 ¥2,310 ¥3,080 1026546363 

5冊揃価格 同時1アクセス（本体） ¥12,210 
同時3アクセス（本体） ¥16,280 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160


● 表示価格は税抜きです。 2018年6月 

花の分子発生遺伝学 ―遺伝子の
はたらきによる花の形づくり― 

同時1アクセス 
（本体） 

¥5,445 

同時3アクセス 
（本体） 

¥7,260 

冊子版ISBN 9784785358686  
著編者名 平野 博之 発行年 2018年 商品コード 1027690502 

「花はどのようなメカニズムで咲くのか」という昔からの疑問に対して、最新の知見を豊富な写真とカラー図版で紹介した
本格的な入門書。シロイヌナズナやイネ、トウモロコシなどを例に挙げ、花の発生を制御する遺伝子のはたらきを、メリス
テム（分裂組織）の機能と密接に関連させながら丁寧に解説する．説明にあたっては、現在の理解がどのような研究に
よってもたらされてきたのか、研究内容や歴史にまで踏み込むように心がけた。 

微分積分リアル入門 ―イメージ
から理論へ― 

同時1アクセス 
（本体） 

¥4,455 

同時3アクセス 
（本体） 

¥5,940 

冊子版ISBN 9784785315726  
著編者名 高橋 秀慈 発行年 2017年 商品コード 1027690500 

本書では微分積分学について「どうしてそのようなことを考えるのか」という動機から始め、数式や定理のもつ意味合いや
具体例までを述べ、一方、今日完成された理論のなかでは必ずしも必要とならないような事柄も説明することによって、ひ
とつの数学理論が出来上がっていく過程や背景を追跡した。ε-δ論法のような難解とされる数学表現も「言葉」で解説し、
直観的イメージを伝えながら、数式や定理の意義，重要性を述べた。 

反応速度論 （物理化学入門シ
リーズ） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥4,290 

同時3アクセス 
（本体） 

¥5,720 

冊子版ISBN 9784785334208  
著編者名 真船 文隆 発行年 2017年 商品コード 1027690501 

反応速度論の基礎から反応速度の解析法、固体表面反応、液体反応、光化学反応など、幅広い話題を丁寧に解説した
反応速度論の新たなるスタンダード。付録では発展的内容も扱っており、初学者から大学院生まで、反応速度論を学ぶ
礎となる一冊。 

一般力学系と場の幾何学 

同時1アクセス 
（本体） 

¥8,250 

同時3アクセス 
（本体） 

¥11,000 

冊子版ISBN 9784785310691  
著編者名 大森英樹 発行年 1991年 商品コード 1027690507 

場の理論は理論物理学にとっての最重要課題としてだけでなく、数学・幾何学にも大きな変革をもたらしてきた。本書では，
数学と物理学のかかわり合いを幾何学の立場で考え、幾何学の変わりゆく姿を解説したものである。今まで絶対的存在
として考えられてきた「点」の概念の変革を考える。 

変分法と調和写像 

同時1アクセス 
（本体） 

¥7,590 

同時3アクセス 
（本体） 

¥10,120 

冊子版ISBN 9784785310646  
著編者名 浦川肇 発行年 1990年 商品コード 1027690506 

理工系学生にとって重要な「変分法」と応用編である「調和写像」(場の理論）は近年、めざましい発展を遂げ、自然科学に
おいて必須の分野となりつつある。これらの理論の発展の様子を、その基礎から初学者向けに丁寧に解説したものが本
書である。４章以降の応用編のみを切り離しても読み進められるように配慮されている。 

数論序説 

同時1アクセス 
（本体） 

¥5,940 

同時3アクセス 
（本体） 

¥7,920 

冊子版ISBN 9784785310509  
著編者名 小野孝 発行年 1987年 商品コード 1027690505 

整数論の入門から研究論文までのかけ橋を望む読者のために、「序説」の立場で解説したものである。第１章は、初等整
数論に相当するところで、いたるところに群の方法を用い、従来の書にない特色ある内容となっている。また、第３章では、
広い意味での整数論における幾何学的ないし解析的方法を解説した興味ある話題になっている。 

代数学と幾何学 第22版 

同時1アクセス 
（本体） 

¥6,270 

同時3アクセス 
（本体） 

¥8,360 

冊子版ISBN 9784785310103  
著編者名 矢野 健太郎 発行年 1971年 商品コード 1027690504 

理工系の大学1年生に課せられている「線形代数」は、多くの大学で必修科目になっているが、今から40年以上前に「代
数と幾何」という科目の取り扱い範囲と名称が変わったものである。近年、幾何学的素養の欠如が問題視されており、中
等教育から幾何に対する見直しが図られているが、大学への影響はまだ判らない。このため、問題提起の一つとして、か
つて「代数と幾何」の標準的教科書として親しまれてきた本書を2012年に復刊した。 

理工学系タイトルも続々配信開始！ 



● 表示価格は税抜きです。 2018年6月 

ホルモンから見た生命現象と進化シリーズ 

比較内分泌学入門 ―序― 
（ホルモンから見た生命現象と進化
シリーズ 1） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥4,125 

同時3アクセス 
（本体） 

¥5,500 

冊子版ISBN 9784785351144  

著編者名 和田  勝 発行年 2017年 商品コード 1026546347 

本書は、「ホルモンから見た生命現象と進化シリーズ」全体の入り口となる巻で、教科書的な記述は避け、
全体にストーリー性をもたせて読み通せるように執筆した。ホルモンの代表例としてオキシトシンを取り
上げて解説した後、様々なホルモンの発見の経緯とそれらの細胞生物学的なメカニズムを紹介し、また
進化（系統発生）や個体発生の視点などから「ホルモンとは何か」をとらえ直した。 

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 

発生・変態・リズム ―時― 天野 勝文 2016 9784785351151 ¥4,125 ¥5,500 1024724416 

成長・成熟・性決定 ―継― 伊藤 道彦 2016 9784785351168 ¥3,960 ¥5,280 1024724417 

求愛・性行動と脳の性分化 ―愛― 小林 牧人 2016 9784785351175 ¥3,465 ¥4,620 1024724418 

ホメオスタシスと適応 ―恒― 海谷 啓之 2016 9784785351182 ¥4,290 ¥5,720 1024724419 

回遊・渡り ―巡― 安東 宏徳 2016 9784785351199 ¥3,795 ¥5,060 1026546348 

生体防御・社会性 ―守― 水澤 寛太 2016 9784785351205 ¥4,785 ¥6,380 1026546349 

7冊揃価格 同時1アクセス（本体） ¥28,545 
同時3アクセス（本体） ¥38,060 



● 表示価格は税抜きです。 2018年6月 

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 

化学プロセス工学  小野木 克明 2007 9784785332198 ¥3,960 ¥5,280 1026546365 

生物有機化学 ―ケミカルバイオロジーへの展開― 宍戸 昌彦 2008 9784785332204 ¥3,795 ¥5,060 1026546366 

有機反応機構  加納 航治 2008 9784785332211 ¥4,290 ¥5,720 1026546367 

有機工業化学  井上 祥平 2008 9784785332228 ¥4,125 ¥5,500 1026546368 

分子構造解析 山口 健太郎 2008 9784785332235 ¥3,630 ¥4,840 1026546369 

錯体化学  佐々木 陽一 2009 9784785332242 ¥4,455 ¥5,940 1026546370 

量子化学 ―分子軌道法の理解のために― 中嶋 隆人 2009 9784785332259 ¥4,125 ¥5,500 1026546371 

超分子の化学 菅原 正 2013 9784785332266 ¥3,960 ¥5,280 1026546372 

高分子化学  西 敏夫 2016 9784785332273 ¥4,785 ¥6,380 1026546373 

化学環境学  
（化学の指針シリーズ） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥4,125 

同時3アクセス 
（本体） 

¥5,500 

冊子版ISBN 9784785332181  

著編者名 御園生  誠 発行年 2007年 商品コード 1026546364 

化学者、化学技術者の立場から地球環境の現状を科学的に認識し、環境問題を解決するた
めにはどのようなアプローチが有効なのか。有限な地球という制約条件のなかで、豊かな社
会をいかに維持発展できるか、多数のデータをもとに具体的な対策について解説し、将来の
姿を展望する。 

化学の指針シリーズ 

10冊揃価格 同時1アクセス（本体） ¥41,250 
同時3アクセス（本体） ¥55,000 



● 表示価格は税抜きです。 2018年6月 

遺伝子操作の基本原
理  
（新・生命科学シリー
ズ） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥4,290 

同時3アクセス 
（本体） 

¥5,720 

冊子版ISBN 9784785358563  

著編者名 赤坂  甲治 発行年 2013年 商品コード 1018720316 

遺伝子操作の黎明期から現在に至るまで、日進月歩の遺伝子操作技術の進歩とともに、自ら
技術を開拓し、研究を発展させてきた著者らが、その実体験をもとに、遺伝子操作技術の基本
原理を述べる。 

新・生命科学シリーズ 

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 

植物の成長 西谷 和彦 2011 9784785358457 ¥4,125 ¥5,500 1018720317 

動物の系統分類と進化 藤田 敏彦 2010 9784785358426 ¥4,125 ¥5,500 1018720318 

動物の発生と分化 浅島 誠 2011 9784785358495 ¥3,795 ¥5,060 1018720319 

動物行動の分子生物学 久保 健雄 2014 9784785358587 ¥3,960 ¥5,280 1018720320 

脳 ―分子・遺伝子・生理― 石浦 章一 2011 9784785358501 ¥3,300 ¥4,400 1018720321 

6冊揃価格 同時1アクセス（本体） ¥23,595 
同時3アクセス（本体） ¥31,460 



● 表示価格は税抜きです。 2018年6月 

化学結合論  
（物理化学入門シリーズ） 

同時1アクセス（本体） ¥3,465 

同時3アクセス（本体） ¥4,620 

冊子版ISBN 9784785334178  

著編者名 中田  宗隆 発行年 2012年 商品コード 1024724413 

物理化学のみならず、無機化学・有機化学等すべての化学分野の基礎知識である化学結合を、量子論の基礎をふま
えつつ、包括的かつ系統的に楽しく学べる快著。化学結合の全体像の美しさを知ることによって、化学の真髄にふれ
ることができる。無機化合物・有機化合物の具体的な分子構造も系統的に扱っており、構造化学の教科書としても使
える。 

化学熱力学  
（物理化学入門シリーズ） 

同時1アクセス（本体） ¥3,630 

同時3アクセス（本体） ¥4,840 

冊子版ISBN 9784785334185  

著編者名 原田  義也 発行年 2012年 商品コード 1024724414 

初学者を対象に、化学熱力学の基礎を、原子・分子の概念も援用してわかりやすく丁寧に解説。また、数式の導出過
程も省略することなく詳しく記してあるので、式を一歩一歩たどることで、とかくわかりづらい化学熱力学の諸概念を、
論理的に正確に理解することができる。数学を苦手とする読者のために、付録として数学および力学の初歩も収録し
た。 

量子化学  
（物理化学入門シリーズ） 

同時1アクセス（本体） ¥4,455 

同時3アクセス（本体） ¥5,940 

冊子版ISBN 9784785334192  

著編者名 大野  公一 発行年 2012年 商品コード 1024724415 

量子論の誕生から最新の量子化学までを概観し、量子化学の基礎となる考え方や技法を、初学者を対象に丁寧に解
説。根本的に重要でありながらあまり説明されてこなかった事項や、応用分野に役立つ事項を含めつつも題材を精選
し、量子化学の最重要事項を学べるよう工夫されている。数学が苦手な読者のため、付録として数学・物理学の初歩
も収録。 

バイオ研究の舞台裏  
―細胞バンクと研究倫理― 
（ポピュラーサイエンス 282） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥2,640 

同時3アクセス 
（本体） 

¥3,520 

冊子版ISBN 9784785387822  

著編者名 水澤  博 発行年 2007年 商品コード 1015462163 

JCRB細胞バンクでは、日本のバイオ研究の発展を支えるために重要な品質管理法開発や、細胞特性解析法開発な
どの研究活動を行っています。設立の背景には国際社会への貢献や、培養細胞に起こりがちな微生物による汚染や、
他の細胞と混じってしまうことを防止する必要があったからでした。培養細胞の歴史や苦労話などを通して、細胞バン
クの現状と将来の姿を探ります。 

放射線の遺伝影響  
（ポピュラーサイエンス 287） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥2,805 

同時3アクセス 
（本体） 

¥3,740 

冊子版ISBN 9784785387877  

著編者名 安田  徳一 発行年 2009年 商品コード 1015462164 

放射線の被ばくによって体細胞に起きた突然変異は，被ばく者本人が白血病やがんなどの疾患になることがあります
（遺伝的影響）．一方，放射線によって突然変異が生殖細胞に生じるとすると，子どもや未来の人類への影響が懸念
されますが（遺伝性影響），現在のところ，それを示す確実な証拠は見つかっていません．本書では，放射線の遺伝
性影響のリスクを，その基礎から詳しく考察します． 



● 表示価格は税抜きです。 2018年6月 

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 

量子化学 上巻 原田 義也 2007 9784785330736 ¥8,250 ¥11,000 1026546355 

量子化学 下巻 原田 義也 2007 9784785330743 ¥8,250 ¥11,000 1026546356 

量子力学入門 ―その誕生と発展に沿って
―（物理学講義） 

松下 貢 2017 9784785322540 ¥4,785 ¥6,380 1026546357 

物理と工学のベーシック数学 ―大学初年
級でマスターしたい― 

河辺 哲次 2014 9784785315627 ¥4,455 ¥5,940 1018720328 

相対論の世界 橋本 正章 2014 9784785322458 ¥4,290 ¥5,720 1018720329 

大学生のための力学入門 小宮山 進 2013 9784785322434 ¥3,630 ¥4,840 1018720330 

基礎からの量子力学 上村 洸 2013 9784785322427 ¥6,270 ¥8,360 1018720331 

力学 （物理学講義） 松下 貢 2012 9784785322397 ¥3,795 ¥5,060 1024724406 

電磁気学 （物理学講義） 松下 貢 2014 9784785322465 ¥4,125 ¥5,500 1024724407 

熱力学 （物理学講義） 松下 貢 2009 9784785322328 ¥3,960 ¥5,280 1024724408 

マクスウェル方程式から始める電磁気学 小宮山 進 2015 9784785322496 ¥4,455 ¥5,940 1024724410 

人類進化論 ―霊長類学からの展開― 山極 寿一 2008 9784785352172 ¥3,135 ¥4,180 1018720315 

曲線と曲面 ―微分幾何的アプローチ―改
訂版 

梅原 雅顕 2015 9784785315634 ¥4,785 ¥6,380 1018720323 

数値計算 （理工系の数理） 柳田 英二 2014 9784785315603 ¥4,455 ¥5,940 1018720322 

複素関数論の基礎 山本 直樹 2015 9784785315658 ¥3,960 ¥5,280 1024724405 

力学・電磁気学・熱力学のための基礎数学 松下 貢 2016 9784785322502 ¥3,960 ¥5,280 1024724409 

イチョウの自然誌と文化史 長田 敏行 2014 9784785358570 ¥3,960 ¥5,280 1018720301 

現代の化学環境学 ―環境の理解と改善の
ために― 

御園生 誠 2017 9784785335137 ¥3,795 ¥5,060 1026546354 

経済・経営のための数学教室 ―経済数学
入門― 

小林 道正 2014 9784785315610 ¥4,290 ¥5,720 1026546358 

経済・経営のための統計教室 ―データサイ
エンス入門― 

小林 道正 2016 9784785315672 ¥3,465 ¥4,620 1026546359 

窒素固定の科学 ―化学と生物学からの挑
戦― 

干鯛 眞信 2014 9784785335021 ¥4,125 ¥5,500 1018720332 

しくみからわかる生命工学 田村 隆明 2013 9784785352271 ¥5,115 ¥6,820 1018720307 

化学はこんなに役に立つ ―やさしい化学入
門― 

山崎 昶 2013 9784785330965 ¥3,630 ¥4,840 1018720324 

新・元素と周期律 井口 洋夫 2013 9784785330941 ¥5,610 ¥7,480 1018720325 

各分野のタイトル好評配信中！ 
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最新の有機化学演習 ―有機化学の復習と
大学院合格に向けて― 

東郷 秀雄 2014 9784785331009 ¥4,950 ¥6,600 1018720326 

演習で学ぶ化学熱力学 ―基本の理解から
大学院入試まで― 

中田 宗隆 2015 9784785335083 ¥3,300 ¥4,400 1024724411 

有機分子構造とその決定法 齋藤 勝裕 2010 9784785330842 ¥4,290 ¥5,720 1024724412 

化学のミニマムエッセンス ―化学ギライにさ
さげる― 

車田 研一 2016 9784785335106 ¥3,465 ¥4,620 1026546353 

ヒトを理解するための生物学 八杉 貞雄 2013 9784785352264 ¥3,630 ¥4,840 1018720327 

理工系のための生物学 改訂版 坂本 順司 2015 9784785352318 ¥4,455 ¥5,940 1018720333 

ゲノム編集入門 ―ZFN・TALEN・CRISPR-
Cas9― 

山本 卓 2016 9784785358662 ¥5,445 ¥7,260 1026546346 

医療・看護系のための生物学 = Biology, for 
paramedical and nursing courses 改訂版 

田村 隆明 2016 9784785352332 ¥4,455 ¥5,940 1026546350 

新しい教養のための生物学 赤坂 甲治 2017 9784785352349 ¥3,960 ¥5,280 1026546351 

フリーソフトで作るバーチャルスライドと3Dモ
デルの作成法 

駒崎 伸二 2014 9784785358600 ¥3,795 ¥5,060 1018720308 

エントロピーから読み解く生物学 ―めぐりめ
ぐむわきあがる生命― 

佐藤 直樹 2012 9784785358532 ¥4,455 ¥5,940 1018720302 

コア講義分子遺伝学 田村 隆明 2014 9784785352301 ¥3,960 ¥5,280 1018720303 

コア講義分子生物学 田村 隆明 2007 9784785352134 ¥2,475 ¥3,300 1018720304 

コア講義生物学 田村 隆明 2008 9784785352189 ¥3,795 ¥5,060 1018720305 

コア講義生化学 田村 隆明 2009 9784785352196 ¥4,125 ¥5,500 1018720306 

ワークブックヒトの生物学 八杉 貞雄 2014 9784785358617 ¥2,970 ¥3,960 1018720309 

ワークブックで学ぶヒトの生化学 ―構造・酵
素・代謝― 

坂本 順司 2014 9784785358594 ¥2,640 ¥3,520 1018720310 

イラスト基礎からわかる生化学 ―構造・酵
素・代謝― 

坂本 順司 2012 9784785358549 ¥5,280 ¥7,040 1018720311 

医療・看護系のための生物学 田村 隆明 2010 9784785352226 ¥4,455 ¥5,940 1018720313 

図解分子細胞生物学 浅島 誠 2010 9784785358419 ¥8,580 ¥11,440 1018720314 

健康寿命を延ばそう!機能性脂肪酸入門 ―
アルツハイマー症、がん、糖尿病、記憶力回
復への効果― 

彼谷 邦光 2017 9784785335120 ¥3,795 ¥5,060 1026546352 

医薬系のための生物学 丸山 敬 2013 9784785352240 ¥4,950 ¥6,600 1018720312 

各分野のタイトル好評配信中！ 


