
書名 Product　ID 出版社名
底本刊行

年月
フォーマット

同時

アクセス1

本体価

同時

アクセス2

本体価

同時

アクセス3

本体価

著者 ISBN

年輪で読む世界史 KP00047684 築地書館 202106 EPUBリフロー ¥5,940 - ¥8,910

バレリー・トロエ【著】佐野弘好【訳】 9784806716211

エビとカニの博物誌 KP00047685 築地書館 202106 EPUB固定 ¥4,400 - ¥6,600

大森信 9784806716228

先生、オサムシが研究室を掃

除しています！
KP00013067 築地書館 201805 PDF ¥3,520 - ¥5,280

小林朋道 9784806715597

先生、脳のなかで自然が叫ん

でいます！
KP00015317 築地書館 201808 PDF ¥3,520 - ¥5,280

小林朋道 9784806715665

先生、アオダイショウがモモン

ガ家族に迫っています！
KP00020498 築地書館 201904 PDF ¥3,520 - ¥5,280

小林朋道 9784806715825

先生、大蛇が図書館をうろつ

いています！
KP00029672 築地書館 202004 PDF ¥3,520 - ¥5,280

小林朋道 9784806715986

先生、頭突き中のヤギが尻尾

で笑っています！
KP00045738 築地書館 202104 EPUBリフロー ¥3,520 - ¥5,280

小林朋道 9784806716167

岩石と文明　上 KP00046461 築地書館 202105 EPUBリフロー ¥5,280 - ¥7,920

ドナルド・R・プロセロ【著】佐野弘好

【訳】
9784806716181

岩石と文明　下 KP00046462 築地書館 202105 EPUBリフロー ¥5,280 - ¥7,920

ドナルド・R・プロセロ【著】佐野弘好

【訳】
9784806716198

土と内臓 KP00045865 築地書館 201611 EPUBリフロー ¥5,940 - ¥8,910

デイビッド・モントゴメリー　アン・ビクレー

【著】片岡夏実【訳】
9784806715245

NO 書影

内容紹介

カワネズミは腹を出して爆睡し、モモジロコウモリはテンを怖がり、キャンパス・ヤギはアニマルセラピー効果を発揮する。自然豊かな大

学を舞台に起こる動物と人間をめぐる事件の数々を、人間動物行動学の視点で描く。小学生からシニアまで、幅広い読者層をも

つ人気の「先生！」シリーズ、怒涛の14冊目（番外編をのぞくと13冊目）。

9

地球が、この地面が、どのようにできてきたのか知りたい………… 富裕層の趣味から出発し、聖書の記述を否定し、 サイエンスとし

ての地球科学を築いた発見の数々と、 その発見をもたらした岩石や地質現象を25章にわたり描く。 恐竜時代、北アメリカ大陸に

次々とやってきた大陸地塊 白亜紀後期の温室気候の産物、チョーク 偶然から始まる恐竜絶滅の謎解き 地磁気異常と海洋底

拡大説、そしてついにプレートテクトニクスの登場 近代地震学が誕生した、1906年のサンフランシスコ大地震 断層上で1億4000

万年の間に560キロ移動した山塊 巨礫と岩石の引っかき傷と深海底のプランクトンが解いた氷期の謎 どんな岩石にも物語があ

り、 地球の歴史を読み解く貴重な証拠に満ちている。 岩石や地質現象が秘めている魅力的な歴史的・文化的背景、 それらが

人間の地球に対する考え方や暮らしをどう変えたのかを、 地質学の謎解きに魅入られ翻弄された人びとの逸話をまじえ、 主な岩

石・有名な露頭・重要な地質現象に焦点をあてて解説する。

10
肥満、アレルギー、コメ、ジャガイモ―― みんな微生物が作り出していた！ 植物の根と、人の内臓は、豊かな微生物生態圏の中

で、 同じ働き方をしている。 マイクロバイオーム研究で解き明かされた人体での驚くべき微生物の働きと、 土壌根圏での微生物相

の働きによる豊かな農業とガーデニング。 農地と私たちの内臓にすむ微生物への、医学、農学による無差別攻撃の正当性を疑

い、 地質学者と生物学者が微生物研究と人間の歴史を振り返る。 微生物理解によって、たべもの、医療、私達自身の体への

見方が変わる本。

最新タイトル

6
コウモリは洞窟の中で寝る位置をめぐって争い、ヤギ部のヤギ・クルミがリーダーシップを発揮し、森のアカハライモリは台風で行方不明

に！ 自然豊かな大学を舞台に起こる動物と人間をめぐる事件の数々を人間動物行動学の視点で描く。 シリーズ累計12万部超

え！大人気、先生！シリーズ。どの巻から読んでも楽しめます。

7
裸のヤドカリが殻をよこせと腹でピタピタ威嚇し、ヤマネはフクロウの声を怖がり、手塩にかけた３匹の子モモンガは無事に森に帰る―

― 自然豊かな大学を舞台に起こる動物と人間をめぐる事件の数々を人間動物行動学の視点で描く。

8

地球が、この地面が、どのようにできてきたのか知りたい………… 富裕層の趣味から出発し、聖書の記述を否定し、 サイエンスとし

ての地球科学を築いた発見の数々と、 その発見をもたらした岩石や地質現象を25章にわたり描く。 古代都市を滅ぼした火山灰

アルプスで発見された古代人アイスマンが語る銅の時代 ナポレオンが考案した錫の缶詰 岩石の水成論と火成論に決着をつけた

露頭 鉄隕石が示す惑星の核の組成 ジルコンの砂粒に含まれる初期海洋の証拠 無酸素の地球で形成された縞状鉄鉱層 どん

な岩石にも物語があり、 地球の歴史を読み解く貴重な証拠に満ちている。 岩石や地質現象が秘めている魅力的な歴史的・文

化的背景、 それらが人間の地球に対する考え方や暮らしをどう変えたのかを、 地質学の謎解きに魅入られ翻弄された人びとの逸

話をまじえ、 主な岩石・有名な露頭・重要な地質現象に焦点をあてて解説する。

1
年輪年代学の第一人者である著者が、世界各地で年輪試料を採取し、年輪からさまざまな時代の地球の気候を読み解いてい

く。 年輪には、気候が人類の文明に及ぼした痕跡が、はっきりと刻まれている。 年輪を通して地球環境と人類の関係に迫る、全く

新しい知見に触れる１冊。

オスからメスへと性転換するタラバエビ、 ウツボの掃除屋アカシマシラヒゲエビ、 イソギンチャクを連れ歩く甲殻類、 満月の夜に旅立

つオカガニの幼生たち、 シオマネキが招くのは潮ではなくメス…… 原始の時代から海や川や陸上にまで生息し、 生業や食料として

人びとの暮らしと密接に関わってきたエビやカニなどの甲殻類は、 その身近さから世界中で郵便切手に描かれて親しまれてきた。 そ

の生態や文化との関わりを、 60年にわたって海洋生物研究を続ける著者が豊富な知識と経験をもとに紹介する。

大人気シリーズ、第12巻！ コウモリはフクロウの声を聞いて石の下に隠れ、 ばかデカイ心臓をもつ“モモンガノミ”はアカネズミを嫌

い、 芦津のモモンガはついにテレビデビュー！ そして、コバヤシ教授は今日も全力疾走中！ 自然豊かな大学を舞台に起こる 動

物と人間をめぐる事件の数々を 人間動物行動学の視点で描く。

幼いホモ・サピエンスの一見残酷な虫遊びには意味があるのか、生物を擬人化することは、ヒトの生存・繁殖に有利なのか、生き物

の習性・生態に、ヒトが特に敏感に反応するのはなぜか、アカネズミとドングリの関係、ニホンモモンガの暮らし、大学キャンパスでの動

物との出合い、子どもたちとの自然教室での実験などをまじえて動物行動学と脳のクセから考え、「先生！シリーズ」の底を流れるヒ

トの精神と自然とのつながりを読み解く。

好評配信中
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食卓を変えた植物学者 KP00045740 築地書館 202104 EPUBリフロー ¥6,380 - ¥9,570

ダニエル・ストーン【著】三木直子【訳】 9784806716204

日本のアンモナイト KP00045739 築地書館 202104 EPUB固定 ¥5,280 - ¥7,920

大八木和久 9784806716174

きのこと動物 KP00045737 築地書館 202105 EPUBリフロー ¥5,280 - ¥7,920

相良直彦 9784806716150

トラウマと共に生きる KP00045023 築地書館 202101 EPUBリフロー ¥5,280 - ¥7,920

森田ゆり【編著】 9784806716129

地球を滅ぼす炭酸飲料 KP00045022 築地書館 202012 EPUBリフロー ¥4,400 - ¥6,600

ホープ・ヤーレン【著】小坂恵理【訳】 9784806716105

東大式 癒しの森のつくり方 KP00045021 築地書館 202010 EPUBリフロー ¥4,400 - ¥6,600

東京大学富士癒しの森研究所【編】 9784806716082

時間軸で探る日本の鳥 KP00044683 築地書館 202102 EPUBリフロー ¥5,720 - ¥8,580

黒沢令子　江田真毅【編著】 9784806716143

小さな学校の時代がやってく

る
KP00044682 築地書館 202102 EPUBリフロー ¥3,520 - ¥5,280

辻正矩 9784806716136

人類と感染症、共存の世紀 KP00044681 築地書館 202101 EPUBリフロー ¥5,940 - ¥8,910

デイビッド・ウォルトナー＝テーブズ【著】

片岡夏実【訳】
9784806716112

コロナ後の食と農 KP00044680 築地書館 202010 EPUBリフロー ¥4,400 - ¥6,600

吉田太郎 9784806716099

20

ジャンクフード大国アメリカでは、肥満と免疫力低下が大量の感染患者を産み、 世界の密飼される工業型畜産が病原菌や、ウイ

ルスの潜在的な培養器となっている。 農業をオーガニックに全面転換すれば生産力が落ち、食肉の値段は跳ね上がり、 増加する

人口を養えないと言われてきた。 コロナ禍を契機に、カロリー過多の飽食が問い直され、 農業政策を多品種・地産地消とオーガ

ニック増産にシフトするEUが、 切り札として掲げる武器はハイテク農業ではなく、公共調達による有機給食だ。 栄養素と食物繊維

たっぷりの食は免疫力をたかめてコロナ予防にも役立つ。 学習意欲もアップする。 本書は、こうした世界の潮流に逆行する奇妙な

日本の農政や食品安全政策に対して、 パンデミックと自然生態系、腸活と食べ物との深いつながりから警鐘を鳴らす。 日本の有

機給食の優良事例から一人ひとりが日々実践できる問題解決への道筋を示す本。

大豆、アボカド、マンゴー、レモンから日本の桜まで。世界の農産物・食卓を変えたフルーツハンター伝。第一次世界大戦前のアメリ

カで、自国の農業と食文化発展のために、新たな農作物を求めて世界中を旅してまわった男、植物学者デヴィッド・フェアチャイル

ド。スパイと間違われたり、カニバリズムの残る地を訪れたり、苦労と驚きに満ちた旅を繰り広げ、エキゾチックな果物を世界に紹介し

た男の一代記。

12

17
鳥を巡るタイムマシンの旅に出よう。 海に囲まれた日本列島には、 どのような鳥類が暮らしてきたのか、そして人間にどう認識されて

きたのか。 化石や遺跡で出土した骨から土器や銅鐸、埴輪で描かれた鳥たち、 江戸時代の博物図譜や現代の野外調査、 人

の経済活動が鳥類に及ぼす影響まで、 時代と分野をつなぐ新しい切り口で築く――復元生態学――の礎。

18

「学びの意味」が激変する現在、 学習指導要領に則った画一的な教育から離れ、 学びの深さが変わる異年齢集団学習を取り

入れた、 生徒の主体的・対話的な学びができる、 民主的な小さな学校が、続々と出来ている。 世界の先進的な自由学校を取

材し、 自らも大阪でオルタナティブスクールの運営に携わる著者が、 生徒数200人以下の小さな学校を実現するための 立法、制

度作りから教育構想までを平易に解説する 「スモールスクール提言」。 [推薦のことば] ポスト・コロナ時代の教育はどんな教育にな

るのだろう？ 「元に戻さない」と多くの人は言うけれど、 「どのように？」と問われると、途方に暮れてしまう。 しかし本書には、新たな

時代に求められる教育の在り方と方向性が描かれている。 ユネスコ等がリードし、SDGsを実現するための教育でもある ESDの特

徴である「変容」「統合」「刷新」のすべてがここにある。 ―――永田佳之（聖心女子大学教授） 8つの読者層 1 子育て中の

親 2 小学校・中学校・高校の先生 3 教師になろうと思っている学生 4 自分たちで学校を創ろうと思っている人 5 過疎化や少

子化で学校閉鎖に直面している学校の保護者や管理者 6 大学生の教育に携わる教員、教育学研究者 7 文科省、自治体の

教育行政に携わる人 8 教育に関する立法に携わる政治家

11

北海道から沖縄まで全国各地で採集できる化石・アンモナイトの中でも特に北海道で採集された化石を中心に、分類・時代・産

地・サイズを明記してオールカラーで紹介した類書のない化石標本図鑑。化石一筋50年の著者の経験に基づくリアルな産地情

報、化石採集の注意事項やクリーニング、保管・管理方法も掲載。一冊読めば、大きな博物館を訪ねたかのような充足感を味わ

える。

13 動物と菌類の食う・食われる、動物の尿や肉のきのこへの変身、きのこから探るモグラの生態、鑑識菌学への先駆け、地べたを這う

研究の意外性、菌類のおもしろさを生命連鎖と物質循環から描き、共生観の変革を説く。放尿跡、モグラのトイレ、死体や巣の分

解跡に好んで生えるアンモニア菌を、地道な実験と観察によって、世界で初めて発見した菌類学者が、地中で繰り広げられる動物

と菌類のドラマを描いた幻の名著を改訂復刊する。

14
子ども時代の性暴力被害サバイバー達の赤裸々な証言と、トラウマと共に生きる豊かな知恵と躍動するいのち。この問題に先駆的

に取り組み続けてきた著者が、世界の最前線の視点と支援の具体的方法を提示する待望の書。

16
富士山麓山中湖畔に広がる、東京大学演習林「癒しの森」ここを舞台に人と森とをつなぐプロジェクトが始まった。楽しいから山に

入る、地域の森の手入れをする、薪をつくる、「癒し」を得ながら森に関わる、誰でも親しめる森をつくる………。みんなでできる森の

手入れが暮らしや地域を豊かにする。これまでの林業を乗り越えるきっかけとなる、森林と人をつなぐ画期的な第一歩。

15 全米図書賞に輝く女性科学者が、農業の集約化、食生活の変化、人口増加、過去半世紀のエネルギー使用量など、さまざまな

データを集めて地球の変化の数値化に取り組み、今、一人ひとりが行動を変えることの意義をわかりやすく伝える快書。データが示

す地球の現状と未来は明るいものでは決してないが、私たちひとりひとりが考え、今、ここから変えていけば、具体的な問題解決への

道筋がみえると著者は説く。

19 ヒトが免疫を獲得していない未知の病原体が、 突如として現れ人間社会を襲うようになった21世紀。 コロナウイルスに限らず、新

興感染症の波が次々と襲ってくるのはなぜなのか。 獣医師、疫学者として世界の人獣共通感染症の最前線に立ち続けた著者

が、 感染症の培養器となっている工場型畜産から、 感染症を運ぶエキゾチックなペット問題まで、 グローバル化した人間社会が

構造的に生み出す 新興感染症とその対応を平易・冷静に描く。
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人に話したくなる土壌微生物

の世界
KP00044679 築地書館 202009 EPUBリフロー ¥3,960 - ¥5,940

染谷孝【編著】 9784806716075

菌根の世界 KP00044678 築地書館 202009 EPUBリフロー ¥5,280 - ¥7,920

齋藤雅典【編著】 9784806716068

藻類　生命進化と地球環境

を支えてきた奇妙な生き物
KP00044677 築地書館 202008 EPUBリフロー ¥6,600 - ¥9,900

ルース・カッシンガー【著】井上勲【訳】 9784806716051

ミツバチの会議 KP00041268 築地書館 201310 EPUBリフロー ¥6,160 - ¥9,240

トーマス・シーリー【著】片岡夏実【訳】 9784806714620

オオカマキリと同伴出勤 KP00031467 築地書館 202007 PDF ¥3,520 - ¥5,280

森上信夫 9784806716044

地域林業のすすめ KP00031466 築地書館 202007 EPUBリフロー ¥4,400 - ¥6,600

青木健太郎　植木達人【編著】 9784806716037

海岸と人間の歴史 KP00031465 築地書館 202006 PDF ¥6,380 - ¥9,570

オーリン・H・ピルキー　J・アンドリュー・

G・クーパー【著】須田有輔【訳】
9784806716020

植栽による択伐林で日本の

森林改善
KP00031464 築地書館 202005 PDF ¥3,960 - ¥5,940

梶原幹弘 9784806716013

おひとりさまでも最期まで在宅

第3版
KP00031463 築地書館 202006 PDF ¥3,960 - ¥5,940

中澤まゆみ 9784806716006

海の極小！いきもの図鑑 KP00031462 築地書館 202005 PDF ¥4,400 - ¥6,600

星野修 9784806715993

26
大規模林業と小規模林業が共存して持続可能な森林経営を行なっているオーストリア。 そのカギは、徹底した林業専門教育、

地域密着のエネルギー供給をはじめとする 土地に根ざした地域主体の小規模林業・林産業と多様な支援体制にあった。 日本の

農山村が、地域の自然資源を活かして経済的に自立するための実践哲学を示す。 「森林豊かな長野県、そして日本。 そこに

は、林業の土台となる哲学が必要です。 学びと自治の力を育み、林業県を目指す長野県だけでなく、日本の森林・林業政策の

参考になる一冊です。 森林・林業や山村地域で活躍している多くの実務者、行政関係者、学生の皆さんに推薦します。 長野県

知事　阿部守一」

27

21
畑に食卓、さらには洞窟、宇宙まで!? 植物を育てたり病気を引き起こしたり、 巨大洞窟を作ったり光のない海底で暮らしていたり。

身近にいるのに意外と知らない土の中の微生物。 その働きや研究史、病原性から利用法まで、この一冊ですべてがわかる。 家庭

でできる、ダンボールを使った生ゴミ堆肥の作り方も掲載。

22
緑の地球を支えているのは菌根*だった。 陸上植物の８割以上が菌類と共生関係を築き、 菌根菌が養水分を根に渡し、植物

からは糖類を受けとっている。 植物は菌根菌なしでは生きられない。 *---菌類と植物の根の共生現象のこと 内生菌根・外生菌

根・ラン菌根など、 それぞれの菌根の特徴、観察手法、最新の研究成果、 菌根菌の農林業、荒廃地の植生回復への利用をま

じえ、 日本を代表する菌根研究者7名が 多様な菌根の世界を総合的に解説する。 菌を食べてしまう植物 光合成をやめた植

物と菌根菌 枯れ木を渡り歩くタカツルラン 森林土壌から放出されるCO2の鍵をにぎる外生菌根菌 成木と実生の根の間の菌糸

ネットワークが実生の成長を左右する などなど、知られざる土の中の不思議な世界へようこそ

23 プールの壁に生えている緑色のものから、 ワカメやコンブといった海藻、 植物の体内の葉緑体やシアノバクテリアまで、 知っているよ

うでよく知らない藻類。 だが、地球に酸素が発生して生物が進化できたのも、 人類が生き残り、脳を発達させることができたのも、

すべて、藻類のおかげだったのだ。 この1冊で、一見、とても地味な存在である藻類の、 地球と生命、ヒトとの壮大な関わりを知るこ

とができる。

24
新しい巣をどこにするか。群れにとって生死にかかわる選択を、ミツバチたちは民主的な意思決定プロセスを通して行ない、常に最良

の巣を選び出す。 その謎に迫るため、森や草原、海風吹きすさぶ岩だらけの島へと、ミツバチを追って、著者はどこまでも行く。 こうし

てミツバチから学んだ集団意思決定は、人間にも応用でき、既に著者が大学の教授会で実践し、その効果を実感している。

25
電車で通うアシナガバチの巣作り撮影、勤め先では虫取り網を担いで全力疾走、オオスカシバの華やかな旅立ち、ホタル撮影で声

をからして、オオカマキリの羽化を待つこと28時間……昆虫少年だった著者が、好きなことを仕事にするべく、兼業昆虫カメラマン

に。小さくて刺激的な昆虫の世界を、ファインダー越しに捉えるために奮闘する著者が起こす、数々の事件を描く30話。

28 森林が国土面積の3分の2を占める世界有数の森林国であるわが国では、森林は人間の生活にとって不可欠な存在で、木材生

産や環境保全のために利用されてきた。半世紀にわたり日本の森林の変化を調査・研究してきた著者が、皆伐林から択伐林への

転換の道筋を示す。天然更新によらず、植栽による択伐林づくりへの新たな理解を深め、木材生産と環境保全機能を両立させる

森林のあり方を解説する。

29
「退院難民」・「介護難民」にならないために、本人と家族がこれだけは知っておきたい在宅医療と在宅ケアと、そのお金。今回の改

訂第３版では、医療・介護保険費用を新料金に変更。さらに退院支援や認知症介護、治療・療養について患者・家族・医療従

事者が事前に話し合う「アドバンス・ケア・プランニング（ＡＣＰ）」について大幅に加筆した。

30
広大な海の中、岩礁上数センチ四方の空間に広がる生き物たちの世界を覗いてみよう。東京の海、1cm四方にひしめくコケムシや

ゴカイ、カラフルなウミウシにホヤ、雄が雌の体内に住み着くイノチヅナアミヤドリ、そして新種のヨコエビ類。捕食、子育て、共生・寄生

など、小さな生き物たちの知られざる生き様を、オールカラーの生態写真で紹介。世界で初めての海中《極小》生物図鑑。

人は砂浜とともに生きるのか？　砂浜を殺すのか？ 世界の砂浜にみられる浜の環境問題について具体例をあげて解説し、経済活

動を優先するのか、自然環境を優先するのか、理想と現実のはざまで問題を投げかける。日本の砂浜にも共通する問題であり、

海に囲まれた日本に暮らす人々にとって重要な視点を提起している。今、世界的に砂浜の価値を見直す機運が広がるなかで、こ

れからの浜のあり方を考えるうえでの指針となる。
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半農半林で暮らしを立てる KP00031461 築地書館 202003 PDF ¥3,960 - ¥5,940

市井晴也 9784806715955

月の科学と人間の歴史 KP00029671 築地書館 202002 PDF ¥7,480 - ¥11,220

デイビッド・ホワイトハウス【著】西田美

緒子【訳】
9784806715979

人の暮らしを変えた植物の化

学戦略
KP00029670 築地書館 202002 PDF ¥5,280 - ¥7,920

黒栁正典 9784806715962

魚の自然誌 KP00029669 築地書館 202001 PDF ¥6,380 - ¥9,570

ヘレン・スケールズ【著】林裕美子【訳】 9784806715948

英国貴族、領地を野生に戻す KP00026203 築地書館 201912 PDF ¥5,940 - ¥8,910

イザベラ・トゥリー【著】三木直子【訳】 9784806715931

下級武士の田舎暮らし日記 KP00026202 築地書館 201911 PDF ¥5,280 - ¥7,920

支倉清　支倉紀代美 9784806715924

みんなで創るミライの学校 KP00026201 築地書館 201911 PDF ¥3,520 - ¥5,280

辻正矩　藤田美保　守安あゆみ　佐

野純
9784806715917

樹に聴く KP00025124 築地書館 201910 PDF ¥5,280 - ¥7,920

清和研二 9784806715900

大豆と人間の歴史 KP00025123 築地書館 201910 PDF ¥7,480 - ¥11,220

クリスティン・デュボワ【著】和田佐規子

【訳】
9784806715894

鳥・虫・草木と楽しむオーガ

ニック植木屋の剪定術
KP00025122 築地書館 201909 PDF ¥5,280 - ¥7,920

曳地トシ　曳地義治 9784806715887

人生１００年時代の医療・

介護サバイバル
KP00025121 築地書館 201909 PDF ¥4,840 - ¥7,260

中澤まゆみ 9784806715870

32
地球に最も近い天体である月は、古代エジプト、イスラム、ルネサンスから近現代の科学者まで、無数の人びとを魅了し、科学研

究を動機付けてきた。 天文学への造詣の深い著者が、先史時代から現代までの、神話から科学研究までの、人間と月との関係

を描いた異色の月大全。

36
下級武士の日記から読み解く、江戸時代中期の村の暮らし。 度重なる洪水に、武士たちはどのように対処したのか。 田畑を荒ら

す猪の対策に、農民は銃を持てるのか。 武士と百姓は一つの村の中でどのような関係にあったのか。 伊達藩御鳥見役（鷹狩の

世話役）として農村で暮らした下級武士が 40年以上にわたって記した貴重な記録を解説する。

31 28歳で新妻と貯金ゼロで東京から新潟・魚沼の山村へ移住して25年。顧客をガッチリ掴んだ米作り・みそづくりと林業で子ども3人

を育て上げ、自宅は地元材でセルフビルド。国土の7割が森林におおわれた日本列島で自然によりそって暮らすには、「半農半林」

が最も自然なのでは、と語る著者が、あなたにもできる『動物たちに囲まれて、大自然に抱かれて、ゆったり子育て、通勤ラッシュなし

（腰痛はあり）』の暮らしぶりを描く。

38 森をつくる樹は、さまざまな樹々に囲まれて、どのように暮らし、次世代を育てているのか。 芽生えや種子散布に見る多様な樹種の

共存、種ごとに異なる生育環境や菌類との協力、人の暮らしとの関わりまで、日本の森を代表する12種の樹それぞれの生き方を、

120点以上の緻密なイラストとともに紹介する。 長年にわたって北海道・東北の森で暮らし、研究を続けてきた著者が語る、身近

な樹木の知られざる生活史。

33 トウガラシはなぜ辛い？　日本三大民間薬とは？　植物由来の物質が、抗がん薬に使われる？　人間が有史以前から、生活のた

めに利用してきた植物由来の化学物質。それは植物が自身の生存のために作り出した二次代謝による産物であり、我々はその多

様な物質から、香り、味、色、そして薬効などさまざまな恩恵を受けてきた。人の暮らしを支える植物の恵みを、化学の視点で解き

明かす。

34 体の模様・色はなんのためにあるのか、浮袋が先か肺が先か、ナマズはハトの捕まえ方をどのように学ぶのか、大きな口で丸呑みする

捕食者からいかに逃れるのか、フグはなぜ自分の毒で中毒しないのか。 世界の海に潜って調査する気鋭の魚類学者が自らの体験

をまじえ、魚の進化・分類の歴史、紫外線ライトで見る不思議な海の世界、群れ、音、色、狩り、毒、魚の思考力など、魚にまつ

わるさまざまな疑問にこたえる。

35
中世から名が残る美しい南イングランドの農地1400ヘクタールを再野生化する―― 農薬と化学肥料を多投する農場経営を止

め、所有地に自然をとりもどすために、野ブタ、鹿、野牛、野生馬を放ったら、チョウ、野鳥、めずらしい植物まで、みるみるうちに復

活。その様子を驚きとともに農場主の妻が描いた全英ベストセラーのノンフィクション。 日本同様、農村人口が減り続ける英国での

壮大な実験の記録。 『この10年でエコロジー本の指標となる1冊』（サンデー・タイムズ紙） 『2018年、最もインスピレーションを

与えてくれた1冊』（デイリー・メール紙） 米国でも大反響！ スミソニアン誌１０ベストサイエンスブック2018 フォーブス誌１０ベ

スト環境ブック2018

37 小さな学校でこそできる主体的、対話的な学び。開校から16年。ユネスコスクールに選ばれ、市民が創ったオルタナティブスクールと

して注目を集める大阪の箕面こどもの森学園。子どもが学びの主人公になり、「学ぶと生きる」をデザインする学校を、どのように立ち

上げ、どのように創ってきたのかを、学校の立ち上げから関わったスタッフ４人が書き下ろした。学校選びに迷う親と、新しい学校づく

りを目指す人への究極の参考図書。

39
人類が初めて手にした戦略作物・大豆。 その始まりは、日本が支配した満州大豆帝国だった。 サラダ油から工業用インク、肥料・

飼料、食品・産業素材として広く使われ、 南北アメリカからアフリカまで、世界中で膨大な量が栽培・取引される大豆。 大豆が人

間社会に投げかける光と影、 グローバル・ビジネスと社会・環境被害の実態をあますところなく描く。

40
すぐできる、庭木92種の手入れ方法 無農薬・無化学肥料・除草剤なし！ 生き物のにぎわいのある庭をつくる、オーガニック植木

屋ならではの、 これまでになかった、庭木との新しいつきあい方教えます！ ◎樹を切るプラスアルファがオーガニック剪定です！ 樹木

の特徴をいかしつつ、 病虫害にかかりにくい手入れ法を、多数の写真とともに解説します。 暮らしの中で身近な樹木を楽しみ、活

用する方法をていねいに紹介した本です。 ◎庭木の剪定前・後の写真を多数掲載 剪定上達への道は、よい剪定例をたくさん見

ること。 実際に著者がお客さんの庭で行った剪定作業の写真です。

41 2年ごとに変わる介護保険制度。老後の医療費と介護費への不安。将来、5人に1人はなるという認知症。 人生100年時代、

介護は必ずやってくる。 介護する側もされる側も、生き方やケアのあり方を自分自身で決めるには、まずは制度やサービスの内容を

知ることから。 団塊世代、介護まっただなかの著者が、自らの実践と取材を通して得られた豊富な実例と情報の数々を通してアド

バイスする、今日から役立つ本。
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街の水路は大自然 KP00025120 築地書館 201909 PDF ¥4,400 - ¥6,600

野上宏 9784806715863

森と人間と林業 KP00025119 築地書館 201907 PDF ¥4,400 - ¥6,600

村尾行一 9784806715849

昆虫食と文明 KP00021499 築地書館 201906 PDF ¥5,940 - ¥8,910

デイビッド・ウォルトナー＝テーブズ【著】

片岡夏実【訳】
9784806715856

森林未来会議 KP00021498 築地書館 201905 PDF ¥5,280 - ¥7,920

熊崎実　速水亨　石崎涼子【編著】 9784806715832

木々は歌う KP00021497 築地書館 201905 PDF ¥5,940 - ¥8,910

デヴィッド・ジョージ・ハスケル【著】屋代

通子【訳】
9784806715818

ネコ・かわいい殺し屋 KP00020497 築地書館 201904 PDF ¥5,280 - ¥7,920

ピーター・P・マラ　クリス・サンテラ【著】

岡奈理子　山田文雄　塩野﨑和美

石井信夫【訳】

9784806715801

自然により近づく農空間づくり KP00019290 築地書館 201901 PDF ¥5,280 - ¥7,920

田村雄一 9784806715757

草地と日本人【増補版】 KP00019289 築地書館 201902 PDF ¥5,280 - ¥7,920

須賀丈　岡本透　丑丸敦史 9784806715764

第６の大絶滅は起こるのか KP00019288 築地書館 201902 PDF ¥7,040 - ¥10,560

ピーター・ブラネン【著】西田美緒子

【訳】
9784806715771

狼の群れはなぜ真剣に遊ぶの

か
KP00019287 築地書館 201902 PDF ¥5,500 - ¥8,250

エリ・H・ラディンガー【著】　シドラ房子

【訳】
9784806715788

日本列島の自然と日本人 KP00019286 築地書館 201903 PDF ¥3,960 - ¥5,940

西野順也 9784806715795

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。

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。

48

49

50

51

52

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。

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） 地球の未来について多くのことを教

えてくれる、遠い過去への、驚くべき旅 ――ガーディアン紙 洞察力、緊迫感、説得力にあふれている。 重要な教えを説き、過去に

起きたことをよりよく理解すれば、 われわれがこれから進むべき道を決めるのに、どれだけ役立つかという論拠を示している。 ――ボ

ストン・グローブ紙 思わず引きこまれてしまう。 ブラネンは失われた世界を生き生きと描き出すのが得意だ。 ――ザ・ニューヨーカー

意義深い本だ――過去と現在を効果的に結びつけ、未来を予測し、 気候変動に直面しながら何もしない現状に警告を発する。

――パブリッシャーズ・ウィークリー ブラネンは、オウムガイが支配したオルドビス紀の世界をよみがえらせる名手であり、 学術論文の

化石のように硬い文章に生命を吹きこんで、わかりやすく説明する名手でもある。 ――ニューヨーク・タイムズ紙

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。

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。 そしてそれは、どのような文化を生み出して

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。

45

46

47

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。

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。

42
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。

43
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、１００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。

44 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。
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気仙大工が教える木を楽しむ

家づくり
KP00019285 築地書館 201903 PDF ¥3,960 - ¥5,940

横須賀和江 9784806715689

タネと内臓 KP00018450 築地書館 201812 PDF ¥3,520 - ¥5,280

吉田太郎 9784806715740

帰ってきた！　日本全国化石

採集の旅
KP00018449 築地書館 201812 PDF ¥4,840 - ¥7,260

大八木和久 9784806715733

謎のカラスを追う KP00018448 築地書館 201812 PDF ¥5,280 - ¥7,920

中村純夫 9784806715726

追跡！辺境微生物 KP00018447 築地書館 201811 PDF ¥3,960 - ¥5,940

中井亮佑 9784806715719

日本人はどのように自然と関

わってきたのか
KP00018445 築地書館 201811 PDF ¥7,920 - ¥11,880

コンラッド・タットマン【著】　黒沢令子

【訳】
9784806715696

土・牛・微生物 KP00015318 築地書館 201808 PDF ¥5,940 - ¥8,910

デイビッド・モントゴメリー　片岡夏実

【訳】
9784806715672

植物と叡智の守り人 KP00013660 築地書館 201807 PDF ¥7,040 - ¥10,560

ロビン・ウォール・キマラー【著】　三木

直子【訳】
9784806715641

虫から死亡推定時刻はわかる

のか？
KP00013641 築地書館 201807 PDF ¥3,300 - ¥4,950

三枝聖 9784806715634

鹿と日本人 KP00013404 築地書館 201806 PDF ¥3,960 - ¥5,940

田中淳夫 9784806715658

自然は豊かで、私たちにさまざまな物を与えてくれる。 だが、現代の私たちは自然や地球から奪う一方である。 このまま地球が疲

弊してしまう前に、できることはないのか。 ネイティブアメリカンの教え「良識ある収穫」 ――差し出されたものだけを受け取る、それを

上手に使う、贈りものに感謝する、与えられたものには相応のお返しをする――、 畏敬の念をもって自然を活用し手入れする、人と

自然の「相互依存性」を取り戻すことが必要なのである。 植物学者であり、北アメリカ先住民である著者が、 心と自然、夢、ビジョ

ン、ユーモア、癒しの方法を心に響く言葉で綴った。 ネイティブアメリカンの叡智に触れながら、今、ここから始められる環境保護の道

筋を示す。 ジョン・バロウズ賞受賞作『コケの自然誌』に続く、待望の第２作。

虫は死体の第一発見者だ。 いつ、どこで、事件が起きたのか、 いつから、そこに、死体があったのか。 死体についている虫の種類、

成長段階、個体数―― 昆虫たちの証言に耳を傾け、声なき死体の情報にたどりつく。 法昆虫学者が活躍する人気海外ドラマ

「CSI:科学捜査班」をはじめ、注目が集まる法昆虫学。 日本初の書き下ろし。

神の遣い？　畑や森の迷惑者？　赤信号は止まって待つ？ 鹿せんべいをもらうとお辞儀する？ シカは人間の暮らしや信仰にどう

関わり、どのような距離感でお互いに暮らしてきたのか。 1000年を超えるヒトとシカの関わりの歴史を紐解き、 神鹿とあがめられた

時代から、奈良公園をはじめ全国各地で見られるシカとの共存、 頻発する林業や農業への獣害とその対策、ジビエや漢方薬とし

ての利用など、 野生動物との共生をユニークな視点で解説する。

足元の土と微生物をどのように扱えば、世界中の農業が持続可能で農民が富み、温暖化対策になるのか。アフリカやアメリカで行

なわれている不耕起栽培や輪作・混作、有畜農業から、アジアの保全型農業、日本のボカシまで、篤農家や研究者の先進的な

取り組みを世界各地で取材。古代ローマに始まる農耕の歴史をひもときながら、世界から飢饉をなくせる、輝かしい未来を語る。ベ

ストセラー『土と内臓』『土の文明史』に続く土の再生論。

ヒトコブラクダの機嫌をそこねても、ホッキョクグマが出没していたって、微生物を探し求めて僕は行く！　厳しい環境で生きる辺境微

生物の虜になった若き研究者。微生物のためなら、ライフル銃の使い方を習い、ボートの操縦の特訓を重ね、どんな努力も怠らな

い。憧れていた調査地に自分の足で立った時の喜びや、世界的に有名な研究者との謎の微生物をめぐる熱い議論。研究者の情

熱とフィールドワークの醍醐味、研究の最前線もわかる充実の一冊。

日本人は、生物学、気候、地理、地質学などのさまざまな要因の中で、どのように自然を利用してきたのか。地質時代の列島の形

成、狩猟採集時代から、農業の発達と大陸の政治体制の導入、律令時代から幕藩体制への政治的変革と民衆の森林管理、

そして欧米列強の影響を受けて迎えた産業社会の中で、常に変化し続けた日本人の環境観。数万年に及ぶその変遷を、詳細な

資料をもとに欧米で日本研究を長年リードしてきた著者が描く。

世界の潮流に逆行する奇妙な日本の農政や食品安全政策に対して、タネと内臓の深いつながりへの気づきから、警鐘を鳴らす。

一人ひとりが日々実践できる問題解決への道筋を示す本。金子美登氏（有機農家　埼玉県小川町 霜里農場）、色平哲郎

氏（佐久総合病院医師）、島村菜津氏（ノンフィクション作家・『スローフードな人生！』著者）が推薦。

充実の産地紹介50カ所をオールカラーで！　北海道から九州まで、化石採集箇所のべ2,800カ所、標本数は8,000点以上。

50周年を迎えた化石採集の旅の中で出合った、とっておきの採集地や化石探しの極意、化石仲間との交流を、たくさんの写真とと

もに化石採集の達人が語りつくす。読めば化石を探しに行きたくなる、充実の化石ガイド・エッセイ。

59

58

55

東京の歌舞伎座、寺社仏閣から住宅まで、 日本の伝統的な木組の建築文化を支えた気仙大工。 その技を受け継いだひとりの

棟梁と彼をとりまく人びとの家づくりと、 家に表われる、森の恵み、木のいのち、家づくりの思想。 あなたにもできる、年を経るごとに

味わいが増す国産無垢材での家づくりをリポート。

ハシブトガラスには、ジャポネンシスとマンジュリカスの二亜種がいる。この二種が交雑した、第三のカラスの存在を確かめるため、フ

リーランスの鳥類学者が単身、サハリンに乗り込む。ロシア人ハンターとともに島の南北1000キロを往復し、さらにはロシア本国の山

中へ分け入ることに。謎のカラスの正体をつきとめるまでの、苦難と執念の道のり。鳥類学者がフィールドで真実を探求する醍醐味と

厳しさを余すところなく描く。

62
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57

53
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虐待・親にもケアを KP00013070 築地書館 201806 PDF ¥5,280 - ¥7,920

森田ゆり【編著】 9784806715627

手話の歴史　上 KP00013068 築地書館 201805 PDF ¥5,500 - ¥8,250

ハーラン・レイン　斉藤渡【訳】　前田

浩【監修・解説】
9784806715603

手話の歴史　下 KP00013069 築地書館 201805 PDF ¥5,500 - ¥8,250

ハーラン・レイン　斉藤渡【訳】　前田

浩【監修・解説】
9784806715610

６つの化石・人類への道［新

生代］
KP00013063 築地書館 201805 PDF ¥3,960 - ¥5,940

ドナルド・R・プロセロ　江口あとか【訳】 9784806715580

８つの化石・進化の謎を解く

［中生代］
KP00013062 築地書館 201805 PDF ¥4,400 - ¥6,600

ドナルド・R・プロセロ　江口あとか【訳】 9784806715573

１１の化石・生命誕生を語る

［古生代］
KP00013061 築地書館 201805 PDF ¥4,840 - ¥7,260

ドナルド・R・プロセロ　江口あとか【訳】 9784806715566

遊びが学びに欠かせないわけ KP00013060 築地書館 201804 PDF ¥5,280 - ¥7,920

ピーター・グレイ　吉田新一郎【訳】 9784806715559

子ども虐待問題の解決に不可欠な親の回復。 「MY TREEプログラム」は過去17年間の実践を通して各地の児童相談所などで

すでに1048名の回復者を出し、大きな成果を挙げてきた。 日本で開発された、マインドフルネスを使う、効果の高いプログラムとし

て注目されるその内容を、開発者自らが思想と技法からファシリテーター人財育成まで詳細に語る。 ひとり悩み苦しんできた親たち

が、生きる力をとりもどした自分を語る言葉と絵が感動を呼ぶ。 ――子ども虐待とはこれまで人として尊重されなかった痛みや悲し

みを怒りの形で子どもに爆発させている行動です。MY TREEはその感情、身体、理性、魂のすべてに働きかけるプログラムです。木

や太陽や風や雲からも生命力の源をもらうという人間本来のごく自然な感覚を取り戻します。さらに自分の苦しみに涙してくれる仲

間がいるという、人とつながれることの喜びは、本来誰でもが内に持つ健康に生きる力を輝かせるのです――（本書より抜粋）

17世紀革命前夜のパリから出発し、手話を育みながら公的なろう教育の礎を作り、国を超え、 ヨーロッパ・アメリカの2大陸をまた

いで、手話コミュニティのネットワークを築いたろう者たち。 19世紀後半から、電話の発明者ベルを筆頭に「善意」の聴者たちが、 ろ

う者の手話とその歴史を否定していく。 逆境の中で、自らの人間的尊厳をかけて、 手話言語とろう者社会を守ってきたろう者たち

の闘い。 これまで知られていなかった手話言語とろう教育の真の歴史を生き生きと描きだしながら、 言語・文化の意味を問いかけ

る名著。 フランス革命やナポレオンの台頭と没落など、歴史の大きなうねりの中、 フランスで生まれ育ったろう少年ローラン・クレー

ル。 クレールが世界初のろう学校で教育を受け、自らも教師となり、 トーマス・ギャローデットの招きを受け、 ろう教育を広めるべくア

メリカの地を踏むまでを、 フランスとアメリカのろう教育の変遷とともに語る。

17世紀革命前夜のパリから出発し、手話を育みながら公的なろう教育の礎を作り、国を超え、 ヨーロッパ・アメリカの2大陸をまた

いで、手話コミュニティのネットワークを築いたろう者たち。 19世紀後半から、電話の発明者ベルを筆頭に「善意」の聴者たちが、 ろ

う者の手話とその歴史を否定していく。 逆境の中で、自らの人間的尊厳をかけて、 手話言語とろう者社会を守ってきたろう者たち

の闘い。 これまで知られていなかった手話言語とろう教育の真の歴史を生き生きと描きだしながら、 言語・文化の意味を問いかけ

る名著。 「ろう者は聴者の社会に合わせて生きるべきであり、その妨げとなる手話は認めてはならない」 手話の否定をはじめ、ろう

者へのさまざまな抑圧がグラハム・ベルらによって強められていく。 ろう者が、自らの言語である手話を取り戻すための、長く熾烈な闘

いの歴史。

この化石の発見が世界を変えた。科学界にもおよんでいた人種差別、固定観念を乗り越え発見された化石から浮かび上がる人類

進化の道。この化石の発見が、世界を変えた

古生物学を支えた民間人の化石採集、さまざまな発掘・研究秘話とともに生物の陸上進出から哺乳類の登場までを進化を語る

化石で解説。この化石の発見が、環境への適応を明かす

この化石の発見で、発生がわかった。

68

66

67

63

64

学びは苦役ではない。自由な遊びこそ、子どもの学びの大きな翼になることを、人類史に遡って解き明かす。

69
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ICT営業本部　電子書籍営業部　TEL：03-5719-2501　FAX：03-5436-6921

〒153-8504　東京都目黒区下目黒　3-7-10    ict_ebook@kinokuniya.co.jp

＊上記はカタログ作成時の情報です(2021年6月末現在） 

価格等は予告なく変更となる場合がございます。 


