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新規搭載 

明治から現代までめくるめく俗語の世界 

改まった場では使えない（使いにくい）俗語の豊かな世
界をテーマごとに楽しむ事典。言語学から見た俗語の定
義・位置づけから，知っているとちょっと自慢できることばの
知識まで，多彩な内容を収録．著者長年の俗語研究
の集大成となる一冊。 

 

著者: 米川明彦  

出版社: 朝倉書店 

出版年月: 2021/07 

ISBN: 9784254510683 

NDC: 814.9 

ProductID: KP00051245 

アクセス数1: 14,850円（本体） 

形式: PDF 

 

この秋KinoDen搭載の 

 朝倉書店のレファレンス 

著者: 小田 亮【編】 
    橋彌 和秀【編】 
    大坪 庸介【編】 
    平石 界【編】  

出版社: 朝倉書店 

出版年月: 2021/06 

ISBN: 9784254523058 

NDC: 140.18 

ProductID: KP00051246 

アクセス数1: 16,500円（本体） 

形式: PDF 

 

本書で取り上げるのは、「食べる」や 「考える」などの、ごく
日常的なヒトの行動です。私たちが当たり前のように日々
やっていることなのですが、これらも進化の結果としての行
動ですから、そこには自然淘汰によって形成されてきた機
能と、これまでの進化の歴史が反映されています。私たち
はなぜ食べるのでしょうか？なぜ考えるのでしょうか？ 

人間行動進化学 は、これら の行動について進化的視
点から明らかにしようとしています。日常的な行動を手が
かりに、人間行動進化学がヒトを観る視点を知っていただ
ければと思います。 

 

俗語百科事典 

進化でわかる人間行動の事典 

 

読者対象：俗語・新語・流行語に興味のある方。日本語学専攻の学生・研究者 
 

 

読者対象：生物や心理に興味を持つ学生・研究者・高校図書館・公共図書館 
 

*上記はカタログ作成時の情報です。価格等は予告なく変更となる場合がございます。 

内容紹介 

内容紹介 

配信開始 

配信開始 
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著者: 日本睡眠学会【編】 
出版社: 朝倉書店 

出版年月: 2020/11 

ISBN: 9784254301205 

NDC: 491.371 

ProductID: KP00049419 

アクセス数1: 92,400円（本体） 

形式: PDF 

 

睡眠科学としての分子生物学の分野においては睡眠・
覚醒のしくみに関する多くの研究成果が報告されている。
また睡眠心理社会学においては現代社会に生活する子
どもから大人まで睡眠の不足とその負債（蓄積）が大き
な問題として取り上げられるようになった。居眠り事故、保
育・教育環境、それぞれの睡眠について多くの研究成果
が紹介され、現代社会の睡眠問題についてさらに理解が
深まっている。医療界では神経画像診断技術をはじめと
する医療診断、治療技術の飛躍的進歩が睡眠医療に
も大きな変化を引き起こしている。本書は日本睡眠学会
の教育事業としても重要な役割をもち、執筆はそれぞれ
の第一線の専門家が担当している。 

睡眠学（第2版） 

 

読者対象：医学一般、健康科学、人間科学の分野を学ぶ研究者 
 

内容紹介 

配信開始 

定評ある“Basic Transport Phenomena in 

Biomedical Engineering”第4版の翻訳。医工学で重
要な生体内での移動現象を、具体例を用いて基礎から
丁寧に解説。 

日本語版限定の付録として、章末問題の解答を掲載。
独習にもお勧め。 

著者: Fournier,  R. L.【著】  

    酒井 清孝【監訳】  

出版社: 朝倉書店 

出版年月: 2021/08 

ISBN: 9784254250435 

NDC: 492.8 

ProductID: KP00049418 

アクセス数1: 49,500円（本体） 

形式: PDF 

 

生体内移動論 

 

読者対象：化学工学、医工学などの学部上級生・大学院生・研究者 
 

内容紹介 

配信開始 

著者: 日本ビタミン学会【編】  

出版社: 朝倉書店 

出版年月: 2021/07 

ISBN: 9784254102925 

NDC: 491.45 

ProductID: KP00049414 

アクセス数1: 66,000円（本体） 

形式: PDF 

 

ビタミン・バイオファクター総合事典 

 

読者対象：栄養学・農学・薬学・医学分野の大学・研究機関の図書館、公共図書館 
 

本書は、ビタミンやバイオファクターに関する基礎となる重
要な項目だけでなく臨床応用や最先端のトピックスも多く
含まれ、ビタミンやバイオファクターの研究を始めようとする
学生や若手研究者やビタミンやバイオファクターの生理作
用を活かした機能性食品やサプリメントの開発をしたいと
考えている他分野の研究者にも役立つ内容となっていま
す。本書が広く活用され、人々の健康とその増進、更に
は疾病予防に大きく寄与することを期待します。 

■最新の食事摂取基準 (2020 年版) に対応 

内容紹介 

配信開始 
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著者: 北本 勝ひこ      

    大矢 禎一  

    後藤 奈美  

    五味 勝也  

    高木 博史【編】 
出版社: 朝倉書店 

出版年月: 2021/06 

ISBN: 9784254431254 

NDC: 588.51 

ProductID: KP00049420 

アクセス数1: 39,600円（本体） 

形式: PDF 

 

人類は，微生物の存在を認識するよりはるか以前からそ
の働きを食品加工・保存に活用してきた。われわれの食
文化は醸造抜きには語れないといっても過言ではない。ま
た，近年のゲノム解析技術や情報科学の発展により，
醸造は未来を拓く技術としても注目されている。醸造の
歴史と文化，微生物の役割，成分やその健康効果，
各種醸造製品の製造法など約200項目を見開き形式で
解説。醸造・発酵の研究に携わる研究者・技術者はも
ちろん，醸造や食文化に関心のある一般読者にも。 

醸造の事典 

 

読者対象：醸造・発酵に携わる研究者・技術者 醸造や食文化に関心のある一般読者 
 

内容紹介 

配信開始 

著者: 末光隆志【総編集】 
出版社: 朝倉書店 

出版年月: 2020/11 

ISBN: 9784254171662 

NDC: 480.3 

ProductID: KP00049415 

アクセス数1: 75,900円（本体） 

形式: PDF 

 

動物の事典 

 

読者対象：生物学を学ぶ学生・研究者、一般読者 大学図書館、研究室、公共図書館 
 

生理学、生態学、行動学、分類学、遺伝学、分子生
物学、細胞生物学、発生学、免疫学、文化人類学など
様々な視点からの知見を総合した、動物学の全容を俯
瞰することができるハンドブック形式の事典。生物学を学
ぶ学生・研究者をはじめ、動物学に関心を寄せる方々の
必携書。 

内容紹介 

配信開始 

水環境に関する約230の重要事項を各項目2-4頁で簡
潔に解説。感染症、公害・環境問題という近代以降に
人類が経験した事実を理解し、水環境保全に関する歴
史を知ることができる。毒物性物質や金属など微量汚染
物質やマイクロプラスチック、それらを含む分析技術、そし
て推資源保全、食糧・産業への利用、水処理技術とシ
ステムなど、技術の深化と展望など、「水環境の歴史」
「技術の進化と展望」「広がる水環境の地と技術」と3部
構成で学ぶことが出来る 

著者: 日本水環境学会【編】 
出版社: 朝倉書店 

出版年月: 2021/04 

ISBN: 9784254180565 

NDC: 519.4 

ProductID: KP00049416 

アクセス数1: 52,800円（本体） 

形式: PDF 

 

水環境の事典 

 

読者対象：水環境の研究者、関連企業、自治体関係者、公共図書館、学校図書館 
 

内容紹介 

配信開始 
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著者: 日本地図学会 【監修】 
    森田喬 編集代表 

出版社: 朝倉書店 

出版年月: 2021/10 

ISBN: 9784254163582 

NDC:  

ProductID: KP00051247 

アクセス数1:  59,400円（本体） 

形式: PDF 

 

地図の事典 

 

読者対象：地理学専攻の学生・研究者、地図・測量・GPS関連企業、 

        地形・気象・防災・情報科学などの関連分野の研究者・実務者・教員、 

                  一般読者、様々な学校・公共図書館 
 

原始の絵画的空間表現から21世紀のデジタルマップまで、
情報のデジタル化によってますます多様化する「地図」の
概念を新しく捉え直し、その全体像を提示するオールカ
ラー「知る」「作る」「使う」を軸にした総合事典。あらゆる
ものが地図的表現の対象となりうる今日，地図リテラ
シーの基幹部分を示すべく，専門家に限らずすべての利
用者に向け編集。 

12月下旬発売予定 

内容紹介 

著者: 村上 賢二 

         彦野 弘一【編】 
出版社: 朝倉書店 

出版年月: 2020/11 

ISBN:9784254460384 

NDC: 649.5 

ProductID: KP00049421 

アクセス数1: 21,450円（本体） 

形式: PDF 

 

家畜伝染病予防法で指定された26の法定伝染病，71

の届出伝染病について，その病態，原因，予防法から
発見・発生の歴史，過去の大発生事件やエピソードま
でを詳細に解説。「病気の全体像」がつかめる，家畜防
疫関係者必読の一冊。本書は， 獣医学に携わる研究
者， 獣医師ならびに家畜衛生にかかわる行政 ， 家畜
保健衛生所， 食肉衛生検査所などの関係者， 更に
は獣医学・畜産学専攻の学生にとって必ずや好適な参
考書となるはずである。 

家畜伝染病ハンドブック 

 

読者対象：獣医師、家畜衛生の関係者・期間、畜産に関わる学生・研究者・実務者 
 

内容紹介 

配信開始 

表面分析は化学・物理などの基礎研究のみならず，産
業界でも研究開発・品質管理などに利用されている。本
書では約120の表面分析手法を取り上げ，見開き形式
で解説。原理だけでなく実際の適用例を複数紹介し，
また各項目の冒頭にはその手法の特徴や主な適用先な
どをまとめ，一目で概要がわかるよう工夫。試料の種類
や性質，目的により適切な手法を選択するためのリファ
レンス。 

著者: 日本表面真空学会【編】 
出版社: 朝倉書店 

出版年月: 2021/06 

ISBN: 9784254201703 

NDC: 428.4 

ProductID:KP00049417 

アクセス数1: 59,400円（本体） 

形式: PDF 

 

図説 表面分析ハンドブック 

内容紹介 

配信開始 

 

読者対象：物理、化学、材料科学などを中心に固体表面を扱う理工学系分野の 

       研究者・技術者 大学図書館、研究室、関連企業 
 


