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KinoDenは、紀伊國屋書店がご提供する学術和書電子図書館サービスです。 
読みやすいビューア、未購入タイトルも含めた全文検索、試し読み・リクエスト
機能など、長年の経験を活かし「本当に使われる電子図書館」をご提供致します。 

図書館向け  

全9巻セット特価 
 

同時アクセス１本体価（税抜） 

1,188,000円 

 

同時アクセス２本体価（税抜） 

1,782,000円 

 

同時アクセス３本体価（税抜） 

2,376,000円 

 

※セット特価発売開始は2020年 
1月中旬を予定しております。 

※単品販売も承っております。単
品の販売価格は明細の通りです。 
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KinoDenなら 学外からスマホで読めるから 学習がはかどる 

自宅で 

移動中に 

すきま
時間に 

②無料アプリ 
bREADER Cloudをスマホに

ダウンロードしてログイン 

①学内でKinoDenの 
アカウントを作って読みたい本を 
My本棚に追加 
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待望の電子化！ 世界地名大事典 全9巻 

ー地名を通して世界を読む・世界を知るー 
比類の無い地名数/最新の情報 21世紀最大の世界地名事典 
 
◎世界各地の地名約48,000を厳選し，5つの大地域別・全９巻・五十音順に配列して解説． 
◎国・都市等の人文地名，山・川・海等の自然地名，国立公園・生物保護区等の観光地名， 
 遺跡・旧都市等 の歴史地名，世界遺産等の多彩な地名を収録. 
◎グローバル時代のニーズに応え，情報の少ない国や地域の地名も丁寧に採録． 
◎自然・地形から政治・経済・文化まで幅広い分野からとらえる充実した解説． 
◎人口・面積・経緯度・自然条件等，豊富なデータと情報をわかりやすく表示． 
◎旧称・通称等の別名を豊富に採録し，見よ項目や索引から検索可能な構成． 
◎国・最大行政区分・都市・自然地形等の地図，特色ある景観・風景の写真を多数盛り込み，各地名のヴィジュアルなイメージを効果的に喚起． 
◎地理・歴史・観光教育の参考書，公共・学校図書館の基本資料．研究者・専門家，企業，マスコミ・報道機関，官公庁・自治体の資料に必備の書． 
 
本コンテンツは全文検索、出版社許諾範囲内でプリントアウト・PDFダウンロードが可能です。 
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世界地名大事典 1

アジア・オセアニア・極 1 〈ア－テ〉
KP00024382

朝倉書店 201711 PDF ¥158,400 ¥237,600 ¥316,800

竹内啓一【総編集】熊谷圭知、山本健

兒【編集幹事】秋山元秀、小野有五、中

村泰三、中山修一【編】

9784254168914

世界地名大事典 2

アジア・オセアニア・極 2 〈ト－ン〉
KP00024383

朝倉書店 201711 PDF ¥158,400 ¥237,600 ¥316,800

竹内啓一【総編集】熊谷圭知、山本健

兒【編集幹事】秋山元秀、小野有五、中

村泰三、中山修一【編】

9784254168921

世界地名大事典 3

中東・アフリカ
KP00024384

朝倉書店 201211 PDF ¥116,600 ¥174,900 ¥233,200

竹内啓一【総編集】

熊谷圭知、山本健兒【編集幹事】

加藤博、島田周平【編】

9784254168938

世界地名大事典 4

ヨーロッパ・ロシア 1 〈ア－コ〉
KP00024385

朝倉書店 201603 PDF ¥158,400 ¥237,600 ¥316,800

竹内啓一【総編集】

熊谷圭知 、山本健兒【編集幹事】

手塚章、中村泰三【編】

9784254168945

世界地名大事典 5

ヨーロッパ・ロシア 2 〈サ－ハ〉
KP00024386

朝倉書店 201603 PDF ¥158,400 ¥237,600 ¥316,800

竹内啓一【総編集】

熊谷圭知、山本健兒【編集幹事】

手塚章、中村泰三【編】

9784254168952

世界地名大事典 6

ヨーロッパ・ロシア 3 〈ヒ－ワ〉
KP00024387

朝倉書店 201603 PDF ¥158,400 ¥237,600 ¥316,800

竹内啓一【総編集】

熊谷圭知、山本健兒【編集幹事】

手塚章、中村泰三【編】

9784254168969

世界地名大事典 7

北アメリカ 1 〈ア－テ〉
KP00024388

朝倉書店 201311 PDF ¥117,700 ¥176,550 ¥235,400

竹内啓一【総編集】

熊谷圭知、山本健兒【編集幹事】

菅野峰明、久武哲也、正井泰夫【編】

9784254168976

世界地名大事典 8

北アメリカ 2 〈ト－ワ〉
KP00024389

朝倉書店 201311 PDF ¥117,700 ¥176,550 ¥235,400

竹内啓一【総編集】

熊谷圭知、山本健兒【編集幹事】

菅野峰明、久武哲也、正井泰夫【編】

9784254168983

世界地名大事典 9

中南アメリカ
KP00024390

朝倉書店 201411 PDF ¥176,000 ¥264,000 ¥352,000

竹内啓一【総編集】

熊谷圭知、山本健兒【編集幹事】

山田睦男、中川文雄、松本栄次【編】

9784254168990

オックスフォード　仏教辞典 KP00017884
朝倉書店 201602 PDF ¥29,700 ¥44,550 ¥59,400

D.キーオン【著】

末木文美士【監訳】

豊嶋悠吾【編訳】

9784254500196

災害情報学事典 KP00017836
朝倉書店 201603 PDF ¥28,050 ¥42,075 ¥56,100

日本災害情報学会【編】 9784254160642

日本民謡事典 Ｉ

北海道・東北
KP00019674

朝倉書店 201805 PDF ¥26,400 ¥39,600 ¥52,800

竹内勉【編著】 9784254500264

日本民謡事典 Ⅱ

関東・甲信越・北陸・東海
KP00019675

朝倉書店 201805 PDF ¥26,400 ¥39,600 ¥52,800

竹内勉【編著】 9784254500271

日本民謡事典 Ⅲ

関西・中国・四国・九州
KP00019676

朝倉書店 201805 PDF ¥26,400 ¥39,600 ¥52,800

竹内勉【編著】 9784254500288

13 〔例〕栃木（日光山唄／他）群馬（八木節／他）茨城（磯節／他）埼玉（秩父音頭／他）千葉（安房節

／他）東京（カッポレ／他）神奈川（三崎甚句／他）山梨（武田節／他）長野（木曾節／他）他に新潟、

富山、石川、福井、岐阜、静岡、三重

14 〔例〕滋賀（淡海節／他）和歌山（新宮節／他）島根（安来節／他）高知（ヨサコイ節／他）長崎（ぶらぶ

ら節／他）宮崎（稗搗き節／他）。他に京都、奈良、大阪、兵庫、広島、鳥取、山口、佐賀、愛媛、香川、徳

島、福岡、大分、熊本、鹿児島

11 災害情報学の基礎知識を見開き形式で解説。災害の備えや事後の対応・ケアに役立つ情報も網羅。行政・メディ

ア・企業等の防災担当者必携

12 各地の民謡の歌詞・来歴・分布、節回しの型まで解説。〔例〕北海道（ソーラン節／他）青森県（津軽じょんがら

節／他）秋田（秋田馬子唄／他）山形（花笠音頭／他）岩手（盛岡サンサ踊り／他）宮城（遠島甚句／

他）福島（会津磐梯山／他）

9 メキシコ以南の中央アメリカ、カリブ海地域、南アメリカ大陸の約4400地名を収録。欧文索引を掲載。〔収録国・地

域〕アルゼンチン、ウルグアイ、キューバ、コロンビア、ジャマイカ、パナマ、ブラジル、ボリビア、ホンジュラス、他

10

定評あるオックスフォード辞典シリーズの一冊、D.Keown著“Buddhism”の翻訳。項目は読者の便宜をはかり五十

音配列とし、約2000項目を収録。印中日のみならず、スリランカ、タイ、チベット、韓国等アジア各国に伝わり独自の

発展を遂げた仏教用語、さらに欧米における仏教についても解説。仏教文化に馴染みのない西欧の読者向けに編ま

れた本辞典は、日本の読者にとっては基本的な知識を新鮮な視点から説き起こす、平明かつ詳細な必携の書となっ

ている。

NO 書影

内容紹介

1

7 アメリカ合衆国（50州）、カナダ（10州と3準州）、グリーンランド（デンマーク領）の約9600地名を収録。〔収録

国・地域〕アメリカ：アイオワ州、アリゾナ州、イリノイ州、インディアナ州、ヴァージニア州、オレゴン州、他

8 欧文索引を掲載。〔収録国・地域（続き）〕アメリカ：カリフォルニア州、ケンタッキー州、ニューヨーク州、ワシントン州、

他。カナダ：アルバータ州、オンタリオ州、ケベック州、サスカチュワン州、マニトバ州、ユーコン準州、他

5 〔収録国・地域（続き）〕オーストリア、オランダ、ギリシャ、クロアチア、コソヴォ、サンマリノ、ジョージア（グルジア）、ス

イス、スウェーデン、スペイン、スロヴァキア、スロヴェニア、セルビア、チェコ、デンマーク、他

6 欧文索引を掲載。〔収録国・地域（続き）〕ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルー

シ、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、ポルトガル、マケドニア、マルタ、モナコ、他

欧文・漢字索引。〔収録国・地域の続き〕クルグズ（キルギス）、シンガポール、スリランカ、タイ、タジキスタン、中国、ト

ルクメニスタン、ニュージーランド、ネパール、フィリピン、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、モンゴル、他

パキスタン以東のアジア（旧ソ連領中央アジアを含む）、オセアニアおよび両極圏の約11800地名を収録。〔収録

国・地域〕インド、インドネシア、ウズベキスタン、オーストラリア、カザフスタン、カンボジア、韓国、北朝鮮、キリバス、他

2

3 アフガニスタン以西、トルコ以南のアジアとアフリカの約4800地名を収録。欧文索引を掲載。〔収録国・地域〕アルジェ

リア、イスラエル、イラン、エジプト、エチオピア、サウジアラビア、マダガスカル、リビア、南アフリカ共和国、他

4 ヨーロッパ諸国とロシア、コーカサス3国の約16800地名を収録。〔収録国・地域〕アイスランド、アイルランド、アゼルバイ

ジャン、アルバニア、アルメニア、アンドラ、イギリス、イタリア、ヴァチカン、ウクライナ、エストニア、他

https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00019674
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朝倉　数学辞典 KP00017707
朝倉書店 201606 PDF ¥59,400 ¥89,100 ¥118,800

川又雄二郎、坪井俊、楠岡成雄、新井

仁之【編】
9784254111255

解析学百科ＩＩ　可積分系の数理 KP00018537
朝倉書店 201803 PDF ¥24,750 ¥37,125 ¥49,500

中村佳正、高崎金久、辻本諭、尾角正

人、井ノ口順一
9784254117271

幾何学百科ＩＩ　幾何解析 KP00024338
朝倉書店 201811 PDF ¥24,090 ¥36,135 ¥48,180

酒井隆、小林治、芥川和雄、西川青

季、小林亮一
9784254116175

人物でよむ　物理法則の事典 KP00017820
朝倉書店 201511 PDF ¥29,040 ¥43,560 ¥58,080

米沢富美子【総編集】

辻和彦【編集幹事】
9784254131161

発光の事典 基礎からイメージングまで KP00017697
朝倉書店 201509 PDF ¥66,000 ¥99,000 ¥132,000

木下修一、太田信廣、永井健治、南不

二雄【編】
9784254102628

物性科学ハンドブック　概念・現象・物

質
KP00017819

朝倉書店 201605 PDF ¥85,800 ¥128,700 ¥171,600

東京大学物性研究所【編】 9784254131123

化学英語［精選］文例辞典 KP00017748
朝倉書店 201508 PDF ¥38,500 ¥57,750 ¥77,000

松永義夫【編著】 9784254141009

錯体化合物事典 KP00022492
朝倉書店 201909 PDF ¥95,700 ¥143,550 ¥191,400

錯体化学会【編】 9784254141054

放射化学の事典 KP00017827
朝倉書店 201509 PDF ¥30,360 ¥45,540 ¥60,720

日本放射化学会【編】 9784254140989

リンの事典 KP00017830
朝倉書店 201711 PDF ¥28,050 ¥42,075 ¥56,100

大竹久夫【編集委員長】 9784254141047

系外惑星の事典 KP00017915
朝倉書店 201609 PDF ¥26,400 ¥39,600 ¥52,800

井田茂、田村元秀、生駒大洋、関根康

人【編】
9784254150216

低温環境の科学事典 KP00017837
朝倉書店 201607 PDF ¥36,300 ¥54,450 ¥72,600

河村公隆【他編】 9784254161281

自然地理学事典 KP00017838
朝倉書店 201701 PDF ¥59,400 ¥89,100 ¥118,800

小池一之、山下脩二【他編】 9784254163537

地形の辞典 KP00017835
朝倉書店 201702 PDF ¥85,800 ¥128,700 ¥171,600

日本地形学連合【編】

鈴木隆介、砂村継夫、松倉公憲【責任

編集】

9784254160635

鉱物・宝石の科学事典 KP00024573
朝倉書店 201909 PDF ¥52,800 ¥79,200 ¥105,600

日本鉱物科学会【編】

宝石学会（日本）【編集協力】
9784254162769

29 鉱物は一定の化学組成を有する無機質結晶物質である。鉱物の分析により、地球深部や他の惑星を構成する物

質の理解、地質現象・環境問題の解明につながるほか、鉱物は工業材料、宝飾品など人間生活にも深く結び付いて

いる。

27
近年目覚ましく発達し、さらなる発展を志向している自然地理学は、自然を構成するすべての要素を総合的・有機

的に捉えることに本来的な特徴がある。すべてが複雑化する現代において、今後一層重要になるであろう状況を鑑

み、自然地理学・地球科学的観点から最新の知見を幅広く集成、見開き形式の約200項目を収載し、簡潔にまと

めた総合的・学際的な事典。

28 地形学の最新知識とその関連用語、またマスコミ等で使用される地形関連用語の正確な定義を小項目辞典の形で

総括する。地形学はもとより関連する科学技術分野の研究者、技術者、教員、学生のみならず、国土・都市計画、

防災事業、自然環境維持対策、観光開発などに携わる人々、さらには登山家など一般読者も広く対象とする。

25
太陽系外の惑星は、1995年の発見後その数が増え続けている。さらに地球型惑星の発見によって生命という新たな

軸での展開も見せている。本書は太陽系天体における生命存在可能性、系外惑星の理論や観測について約160

項目を頁単位で平易に解説。シームレスかつ大局的視点で学べる事典として、研究者・大学生だけでなく、天文ファ

ンにも刺激あふれる読む事典。

26 人間生活における低温（雪・氷など）から、南極・北極、宇宙空間の低温域の現象まで、約180項目を環境との関

係に配慮しながら解説。物理学、化学、生物学、地理学、生態学、地質学など学際的にまとめた低温科学の読む

事典。

23 放射性元素や核種は我々の身の周りに普遍的に存在するばかりか、近代の科学や技術の進歩と密接に関わる。最

近の医療は放射性核種の存在なしには実現しないし、生命科学、地球科学、宇宙科学等の基礎科学にとって放射

化学は最も基本的な概念である。本書はキーワード約180項目を1～4頁で解説した読む事典。

24 リンは生命に必須であり、古くから肥料として産業上も重要であった。工業製品や食品、医薬品など、その用途は拡大

の一途をたどる一方、その供給は地下資源に依存しており、安価な材料として使い続けることは限界を迎えようとして

いる。基礎的な性質から人間活動への影響まで、リンに関する情報を網羅した本邦初の総合事典。

21
化学系の英語論文の執筆・理解に役立つ良質な文例を、学会で英文校閲を務めてきた編集者が精選。化学諸領

域の主要ジャーナルや定番教科書などを参考に「よい例文」を収集・作成した。文例は主要語ごと（ABC順）に掲

載。各用語には論文執筆に際して注意すべき事項や英語の知識を加えた他、言葉の選択に便利な同義語・類義

語情報も付した。巻末には和英対照索引を付し検索に配慮。（付録のCD-ROMは電子書籍版には収録していま

せん）

22
ＥＬ材料、太陽電池、ポリエチレン合成の触媒、光合成、制癌剤など、錯体化合物の活用は他領域にわたり、学問

としての発展には目覚ましいものがある。錯体化学は物性物理、ナノ材料、生物など幅広い分野を包含する基礎学

問として重要性がますます高まっている。初心者から専門家まで幅広い関心に堪えるよう注目される重要な化合物を

約700取り上げ、物質ごとに１頁で簡潔に名称・合成法・構造・性質・機能・例・関連物質などをまとめた。

19 発光現象が関連する分野は物理・化学・生物・医学・地球科学・工学と実に広範である。本書は光の基礎的な知

識、発光の仕組みなど、発光現象の基礎的な解説を充実させることを特徴にした事典で、工学応用への一端も最後

に紹介した。各分野において最先端で活躍している執筆者が集まり実現した、世界に類のない発光のレファレンス。

20 物性科学研究の諸領域（物性理論、物性実験、新物質開発）におけるこれまでの重要な成果から最先端の話題

までを、世界トップレベルの研究機関である東大物性研究所のスタッフが解説。物性科学の全体像を丁寧に俯瞰する

最新リファレンス。

17 偏微分方程式と密接な関係をもつ微分幾何学の諸相を、基礎編の「リーマン幾何速成コース」および4章からなる発

展編によって概観。

18
味気ない暗記事項のように教育・利用される物理学の法則や現象について、発見等に貢献した「人物」を軸に構成・

解説することにより、簡潔な数式表現の背景に潜む物理学者の息遣いまで描き出す、他に類のない事典。個々の法

則や現象の理論的な解説を中心に、研究者達の個性や関係性、時代的・技術的条件等を含め重層的に紹介。古

代から現代まで約360の物理学者を取り上げ、詳細な人名索引も整備。

15 大学学部学生から大学院生を対象に、調べたい項目を読めば理解できるよう配慮したわかりやすい中項目の数学辞

典。高校程度の事柄から専門分野の内容までの数学諸分野から327項目を厳選して五十音順に配列し、各項目

は2～3ページ程度の、読み切れる量でページ単位にまとめ、可能な限り平易に解説する。

16 ソリトン、戸田格子、逆散乱法などの数理物理に端を発し、幾何学・代数学・数論など多くの分野に広がる可積分系

の世界を総覧する。
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光と生命の事典 KP00017844
朝倉書店 201602 PDF ¥36,300 ¥54,450 ¥72,600

日本光生物学協会、光と生命の事典編

集委員会【編】
9784254171617

生き物と音の事典 KP00024575
朝倉書店 201911 PDF ¥49,500 ¥74,250 ¥99,000

生物音響学会【編】 9784254171679

日本産アリ類図鑑 KP00017751
朝倉書店 201407 PDF ¥25,300 ¥37,950 ¥50,600

寺山守、久保田敏、江口克之 9784254171563

新版　医学統計学ハンドブック KP00018085
朝倉書店 201807 PDF ¥66,000 ¥99,000 ¥132,000

丹後俊郎、松井茂之【編】 9784254122299

内科学　第11版 KP00022497
朝倉書店 201703 PDF ¥88,440 ¥132,660 ¥176,880

矢﨑義雄【総編集】 9784254322705

大気環境の事典 KP00024574
朝倉書店 201909 PDF ¥42,900 ¥64,350 ¥85,800

大気環境学会【編】 9784254180541

機械力学ハンドブック

動力学・振動・制御・解析
KP00017849

朝倉書店 201511 PDF ¥46,200 ¥69,300 ¥92,400

金子成彦、大熊政明【編】 9784254231403

電気回路ハンドブック KP00017848
朝倉書店 201611 PDF ¥59,400 ¥89,100 ¥118,800

奥村浩士、西哲生、松瀬貢規、横山明

彦【編】
9784254220612

制御の事典 KP00017850
朝倉書店 201507 PDF ¥59,400 ¥89,100 ¥118,800

野波健蔵、水野毅【編者代表】 9784254231410

植物ウイルス大事典 KP00017869
朝倉書店 201511 PDF ¥105,600 ¥158,400 ¥211,200

日比忠明、大木理【監修】 9784254420401

茶の事典 KP00017870
朝倉書店 201709 PDF ¥33,000 ¥49,500 ¥66,000

大森正司、阿南豊正、伊勢村護、加藤

みゆき、滝口明子、中村羊一郎【編】
9784254431209

最新　理論言語学用語事典 KP00017891
朝倉書店 201708 PDF ¥24,420 ¥36,630 ¥48,840

畠山雄二【編】 9784254510553

日本語大事典 【上・下巻】 KP00017690
朝倉書店 201411 PDF ¥115,500 ¥173,250 ¥231,000

佐藤武義、前田富祺【編集代表】 9784254510348

41 「言語学は、いったいどこに向かっているのか」80-90年代のような言語学の大きな潮流・方向性が見えない時代と世

界。それでも、言語学が「行くべき道」は見えなくもない。その道を知るために必要となる言語学の最先端全200項目

をそれぞれ2ページで解説する。言語学の巨大な森を見渡す事典。

42

現在の日本語をとりまく環境の変化を敏感にとらえ、孤立した日本語、あるいは等質的な日本語というとらえ方ではな

く、可能な限りグローバルで複合的な視点に基づいた新しい日本語学の事典。言語学の関連用語や人物、資料、研

究文献なども広く取り入れた約3500項目をわかりやすく丁寧に解説。読者対象は、大学学部生・大学院生、日本

語学の研究者、中学・高校の日本語学関連の教師、日本語教育・国語教育関係の人々、日本語学に関心を持つ

一般読者などである。

39

現代の植物ウイルス学の発展は目覚ましく、主要な植物ウイルスはほぼすべてでゲノムの全塩基配列が明らかにされ、

分子系統学的な分類体系が確立されている。本書はこうした状況を受け、わが国に発生する植物ウイルスについてま

とめた待望の大事典である。第一線の研究者の編纂・執筆により、国際ウイルス分類委員会によるウイルス分類に基

づいた最新の情報を盛り込んだ、実際の診断・同定はもとより今後のウイルス研究の発展のために必須の知識を得ら

れる基礎資料。

40
中国では4000年、日本では800年といわれる茶の歴史。茶は米とともに日本人の身体・健康を育み、かつ茶の文化

も創造し、生活に必需の飲料となった。茶の歴史から、世界的な流通・消費、文化、茶の生産技術、科学と医学・

健康、茶の審査・評価・おいしい淹れ方、茶の料理への利用や生活への応用まで幅広くとりあげる。読者はお茶の製

造から流通にかかわる実務者から、インストラクター、農学・家政学の学生・研究者、茶に興味のある一般読者まで。

38

制御技術は現代社会を支えており、あらゆる分野で応用されているが、ハードルの高い技術でもある。また、これから低

炭素社会を実現し、持続型社会を支えるためにもますます重要になる技術であろう。本書は、制御の基礎理論と現

場で制御技術を応用している実際例を豊富に紹介した実践的な事典である。企業の制御技術者・計装エンジニア

が、高度な制御理論を実システムに適用できるように編集、解説した。

電気回路は、ますます電化の進む社会基盤を構築する重要な技術である。しかし、システムが複雑化するなか、基本

的な技術が疎かになり、思わぬ事故が発生したり、また回路のブラックボックス化で若い技術者・研究者がその背景や

経緯を知らずに扱うことは、さらなる発展への障害となるおそれがある。本ハンドブックは、人類の技術遺産ともいうべき

「電気回路」の歴史的回路から最新の電気回路、省エネが期待される電力システムまでを網羅、回路解析に用いら

れる数学も詳述。

35 PM2.5や対流圏オゾンによる汚染など、大気環境問題は都市、国、大陸を超える。また、ヒトや農作物への影響だけ

でなく、気候変動、生態系影響など多くの様々な問題に複雑に関連する。この実態を把握、現象を理解し、有効な

対策を考える上で必要な科学知を、総合的に基礎からわかりやすく解説。

36 機械力学の歴史、基礎知識から最新情報を含めた応用に至るまで、他の分野との関わりを捉えながら丁寧に解説。

33 全体像を俯瞰し、学べる実務家必携の書

34

「朝倉内科」の改訂11版。オールカラーの写真や図表と本文との対応が読みやすい決定版。国家試験出題基準を

網羅する内容。近年の研究の進展や発見を各章冒頭の「新しい展開」にまとめる。高齢社会の進展など時代の変化

を踏まえて「心身医学」「老年医学」を独立した章に。これからの内科医に要求される守備範囲の広さに応えた。本文

の理解を深め広げる図表やコラム・文献、さらに動画など豊富なデジタル付録がウェブ上で閲覧可能（本文500頁相

当）。携帯に便利な分冊版（5分冊）あり。

37

31 各項目1～4頁の読み切り形式で解説する中項目事典。コウモリやイルカのエコーロケーション（音の反響で周囲の状

況を把握）、動物の鳴き声によるコミュニケーションなど、生物は様々な場面で音を活用している。個々の生物種の発

声・聴覚のメカニズムから生態・進化的背景まで、生物と音のかかわりを幅広く取り上げる。

32

もっとも身近な昆虫であると同時に、きわめて興味深い生態を持つ社会昆虫であるアリ類。本書は日本産アリ類10亜

科59属295種すべてを、多数の標本写真と生態写真をもとに詳細に解説したアリ図鑑の決定版である。前半にカ

ラー写真（全属の標本写真、および大部分の生態写真）を掲載、後半でそれぞれの分類、生態、分布、研究法、

飼育法などを解説。また、同定のための検索表も付属する。昆虫、とりわけアリに関心を持つ学生、研究者、一般読

者必携の書。

30
生命を維持していくために、光はエネルギー源、情報源として必要不可欠である。本書は、光と生命に関連する事項

や現象を化学、生物学、医学など様々な分野から捉え、約200項目のキーワードを見開き2頁で読み切り解説。正

しい基礎知識だけでなく、応用・実用的な面からも項目を取り上げることにより、光と生命の関係の重要性や面白さを

伝える。
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