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第6の大絶滅は起こるのか ―生物大絶滅の科学と人類の未来― 
著編者名 ピーター・ブラネン 発行年 2019 冊子版ISBN 9784806715771  

同時1アクセス（本体） ¥7,040 同時3アクセス（本体） ¥10,560 商品コード 1030071696 

地球誕生以来、５回、地球上のほぼすべての生物が死滅した。なぜ生物大量絶滅は起きたのか？気鋭の科学ジャーナリストが、地質学・古生物学・
宇宙学・地球物理学などの科学者に直接会い、現地調査に加わり、化石を掘り起こし、大量絶滅時の地球環境の変化を生き生きと描く。そして今、気
候変動の引き金をひきつつあるわれわれ人類は、過去の大量絶滅から何が学べるのか。各紙誌大絶賛！ニューヨークタイムズ紙エディターズ・チョイ
ス受賞（2017年）フォーブスのベストブック・トップ10（2017年環境・気候・保全部門）。 

木々は歌う ―植物・微生物・人の関係性で解く森の生態学― 
著編者名 D.G.ハスケル 発行年 2019 冊子版ISBN 9784806715818  

同時1アクセス（本体） ¥5,940 同時3アクセス（本体） ¥8,910 商品コード 1030652902 

ジョン・バロウズ賞受賞作、待望の翻訳。１本の樹から微生物、鳥、ケモノ、森、人の暮らしへ、歴史・政治・経済・環境・生態学・進化
すべてが相互に関連している。失われつつある自然界の複雑で創造的な生命のネットワークを、時空を超えて、緻密で科学的な観
察で描き出す。 

草地と日本人 ―縄文人からつづく草地利用と生態系―増補版 
著編者名 須賀 丈 発行年 2019 冊子版ISBN 9784806715764  

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 1030071697 

半自然草地は生態系にとって、なぜ重要なのか――近年、進展し、新たな注目をあびている半自然草地・草原研究。縄文から、火
入れ・放牧・草刈りなどによって利用・管理・維持されてきた半自然草地・草原の生態系、日本列島の土壌の形成、自然景観の変
遷を、絵画・文書・考古学の最新知見、フィールド調査をもとに、草地研究の第一人者が明らかにする。７年ぶりの増補版。 

自然により近づく農空間づくり 
著編者名 田村 雄一 発行年 2019 冊子版ISBN 9784806715757  

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 1030071698 

その土地特有の気候、土壌、動植物、微生物。自分の畑の周りの環境に目をこらして、耳をすます。自然の力を活かして、環境へ
の負荷を極力減らし、低投入で安定した収量の農作物を得る。高知県佐川町で、農薬や化学肥料をなるべく用いない農業を実践
して２０年。土壌医で有畜複合農業を営む著者が提唱する、新しい農業。 

森林未来会議 ―森を活かす仕組みをつくる― 
著編者名 熊崎 実 発行年 2019 冊子版ISBN 9784806715832  

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 1030652903 

これからの林業をどう未来に繋げていくか。欧米海外の実情にも詳しい森林・林業研究者と林業家、自治体で活躍するフォレス
ターがそれぞれの現場で得た知見をもとに、林業の未来について３年間にわたり熱い議論を交わした成果から生まれた一冊。増田
寛也氏（元総務相・前岩手県知事）推薦。 

森と人間と林業 ―生産林を再定義する― 
著編者名 村尾 行一 発行年 2019 冊子版ISBN 9784806715849  

同時1アクセス（本体） ¥4,400 同時3アクセス（本体） ¥6,600 商品コード 1030884458 

豊かな森林資源が成熟期に入りつつある日本列島の森林管理とは、人間と森林生態系の相互作用としての林業を指す。素材産
業からエネルギーまで「木材復権の世紀」と言われる２１世紀の大きな成長余力を持った産業である日本林業近代化の道筋を、１０
０年以上に及ぶ長いスパンでの需要変化に柔軟に対応できる育林・出材の仕組みを解説しながら、明快に示す。 

日本列島の自然と日本人 
著編者名 西野 順也 発行年 2019 冊子版ISBN 9784806715795  

同時1アクセス（本体） ¥3,960 同時3アクセス（本体） ¥5,940 商品コード 1030071694 

緑豊かな国で、縄文の時代から現代まで、人々はさまざまに自然の恵みを活用し、時には痛めつけ、一方でその大いなる存在を敬い、畏れ、
愛でてきた。万葉集に登場する数々の草花、戦や築城による森林破壊、江戸時代の園芸ブーム、信仰と自然の深いつながりが息づく年中
行事など。日本人の自然観はどのように育まれていったのか。日本人と自然の深い関わりを見つめ、これからの私たちが自然とどう向き合っ
ていくべきかを問いかける。 
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気仙大工が教える木を楽しむ家づくり 横須賀 和江 2019 9784806715689 ¥3,960  ¥5,940  1030071693 

先生、アオダイショウがモモンガ家族に迫っています!  
（「鳥取環境大学」の森の人間動物行動学） 

小林 朋道 2019 9784806715825 ¥3,520  ¥5,280  1030447092 

日本人はどのように自然と関わってきたのか 
 ―日本列島誕生から現代まで― 

コンラッド・タットマン 2018 9784806715696 ¥7,920  ¥11,880  1029489931 

謎のカラスを追う ―頭骨とDNAが語るカラス10万年史― 中村 純夫 2018 9784806715726 ¥5,280  ¥7,920  1029489933 

帰ってきた!日本全国化石採集の旅 ―化石が僕をはなさない― 大八木 和久 2018 9784806715733 ¥4,840  ¥7,260  1029489934 

追跡!辺境微生物 ―砂漠・温泉から北極・南極まで― 中井 亮佑 2018 9784806715719 ¥3,960  ¥5,940  1029489932 

タネと内臓 ―有機野菜と腸内細菌が日本を変える― 吉田 太郎 2018 9784806715740 ¥3,520  ¥5,280  1029489935 

ネコ・かわいい殺し屋 ―生態系への影響を科学する― 

著編者名 ピーター・P・マラ 発行年 2019 冊子版ISBN 9784806715801  

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 1030447091 

約9500年前に家畜化され、文明の伝播とともに世界中に広がったネコ。人を魅了してやまない彼らの存在は、鳥類や哺乳類を
はじめとする生物群にどのような影響をもたらすのか。捕食による希少種の絶滅や、人や海棲哺乳類への病気の媒介、TNR
（捕獲・不妊去勢・再放逐）の有効性など、野放しネコと環境との関わりを科学的に検証するとともに、各国で行われている対応
策とその効果を紹介。ジャレド・ダイアモンド氏他大絶賛。 

昆虫食と文明 ―昆虫の新たな役割を考える― 

著編者名 
デイビッド・ウォルトナー=

テーブズ 
発行年 2019 冊子版ISBN 9784806715856  

同時1アクセス（本体） ¥5,940 同時3アクセス（本体） ¥8,910 商品コード 1030652904 

昆虫を食べることは、人類の将来をよりよい方向に変えうるか？ バッタ、コオロギ、ハチ、カイコ――。昆虫食は、人口が増え続ける現代において、
われわれ人類が安全な食料供給を確保するための重要な手段である。本書は、人類の昆虫利用の歴史から、環境負荷の軽減、世界各地で行わ
れている人の食料や飼料としての昆虫生産の現状と持続可能性を深く探求する。実行可能でユーモラスな昆虫食のための、文化的で生態学的な
物語。 

狼の群れはなぜ真剣に遊ぶのか 

著編者名 エリ・H・ラディンガー 発行年 2019 冊子版ISBN 9784806715788  

同時1アクセス（本体） ¥5,500 同時3アクセス（本体） ¥8,250 商品コード 1030071695 

14カ国で翻訳されたベストセラー！オオカミの知恵――それは、家族を愛し、託されたものたちの世話をすること。遊びをけっし
て忘れないこと。人類が狩猟採集の社会スキルを学んだ、高度な社会性を誇る野生オオカミ。彼らはどうやって群れのあり方を
学び、世代をつなぐのか。野生オオカミ社会を数十年にわたって観察してきたドイツを代表するウルフ・ウォッチャーが、現代の
ヒトの生活にも役立つオオカミの知恵を生き生きと描く。 

街の水路は大自然 ―1.8kmの川で出会った野生動物たち― 

著編者名 野上 宏 発行年 2019 冊子版ISBN 9784806715863  

同時1アクセス（本体） ¥4,400 同時3アクセス（本体） ¥6,600 商品コード 1030884459 

都市の住宅街に水害予防のために設置された送水路で出会う、水辺の小鳥から、カメ、イタチまで、55種の動物たちを美しく繊
細なカラー写真で紹介。動物たちの姿からうかびあがる意外に豊かな野生動物の世界。 
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