
出   版   社 書           名 本体価格

ア ボ ッ ク 社

ア ボ ッ ク 社

ア ボ ッ ク 社

ア ボ ッ ク 社

ア ボ ッ ク 社 金井弘夫著作集　植物・探検・書評
ア ボ ッ ク 社 日本の帰化植物図譜
ア ボ ッ ク 社 植物分類表
ア ボ ッ ク 社 小笠原植物図譜
ア ボ ッ ク 社 日本の絶滅危惧植物図譜
ア ボ ッ ク 社 黒船が持ち帰った植物たち
ア ボ ッ ク 社 野田坂造園樹木事典
ア ボ ッ ク 社 幻の植物を追って
ア ボ ッ ク 社 小笠原は楽園
ア ボ ッ ク 社

ア ボ ッ ク 社

ア ボ ッ ク 社

ア ボ ッ ク 社

ア ボ ッ ク 社 アジサイ百科
大　空　社 写真図説　巨樹名木大事典　全４巻別冊１

学習研究社 日本産幼虫図鑑
学習研究社 日本の植生
学習研究社 植物の生態図鑑
学習研究社 動物の生態図鑑
学習研究社 昆虫の生態図鑑
学習研究社 鳥の生態図鑑
学習研究社 魚・貝の生態図鑑
学習研究社 恐竜の生態図鑑
学習研究社 色分け花図鑑　（バラ）
学習研究社
学習研究社 ４．増補改訂版  花木・庭木

学習研究社 ５．増補改訂版  日本の樹木

学習研究社 ６．増補改訂版  日本の淡水魚

学習研究社 ７．増補改訂版  日本の海水魚

学習研究社 ８．増補改訂版  日本の野鳥

学習研究社 ９．増補改訂版  高山植物

学習研究社
学習研究社
学習研究社
学習研究社
学習研究社
学習研究社
学習研究社
学習研究社
学習研究社
学習研究社
学習研究社 生きもの出会い図鑑　野山の花
学習研究社 生きもの出会い図鑑　日本の野鳥
学習研究社 危険・有毒生物
新井書院 種を記載する

アイヌの矢毒　トリカブト
ペカムペ日誌　　ヒシの実
野生動物 調査痕跡学図鑑
野生動物 痕跡学事典

平  凡  社 日本の野生植物  草本 全３巻

平  凡  社 日本の野生植物  木本 全２巻

平  凡  社 日本の野生植物  シダ 全１巻

平  凡  社 日本の野生植物  コ ケ 全１巻

平  凡  社 日本の帰化植物

平  凡  社 ﾌｨｰﾙﾄﾞ版   日本の野生植物 草本

平  凡  社 ﾌｨｰﾙﾄﾞ版   日本の野生植物 木本

平  凡  社 ﾌｨｰﾙﾄﾞ版　 日本の高山植物

平  凡  社 日 本 イ ネ 科 植 物 図 譜　　オンデマンド版

平  凡  社 日本草本植物根系図説

平  凡  社 決定版　日本の外来生物

平  凡  社 ワシ・タカ・ハヤブサ識別図鑑

平  凡  社 カヤツリグサ科植物図譜

平  凡  社 日本博物誌総合年表

北大出版会 新北海道の花

日本植物分類学文献目録1887～1993（全2巻） ￥95,238
ブラジル産薬用植物事典（初版第2刷） ￥68,571
日本で育つ熱帯花木植栽事典（初版第2刷） ￥59,000
国際栽培植物命名規約　第7版 ￥14,286

￥14,286
￥9,333
￥3,333
￥9,524
￥9,333
￥1,429

￥16,000
￥9,524
￥2,667

植物感傷学的H考 花の名前にご用心！ ￥1,238
楽しい花観察108選 不思議な花々のなりたち ￥1,238
日本花名鑑（2）（３） ￥2,838
日本花名鑑（4） ￥4,571

￥11,429
￥79,000
￥18,000
￥18,000
￥3,000
￥3,000
￥3,000
￥3,000
￥3,000
￥3,000
￥1,500

増補改訂版  日本の野草1（春）　2（"夏）　3（"秋） ￥1,800
￥1,800
￥1,800
￥1,800
￥1,800
￥1,800
￥1,800

10．増補改訂版  日本の桜 ￥1,800
11．増補改訂版  日本の哺乳類 ￥1,900
12．増補改訂版  日本の山菜 ￥1,800
13．増補改訂版  日本の毒きのこ ￥1,900
14．増補改訂版  日本の鉱物 ￥1,800
15．増補改訂版  日本の薬草 ￥1,800
16.日本の有毒植物 ￥2,000
日本産蛾類標準図鑑(Ⅰ) ￥25,000
日本産蛾類標準図鑑(Ⅱ) ￥25,000
日本産蛾類標準図鑑(Ⅲ) ￥25,000

￥1,000
￥1,000
￥3,500
￥7,800

北海道出版企画S ￥2,300
北海道出版企画S ￥2,300
北海道出版企画S ￥5,000
北海道出版企画S ￥3,000

￥49,800
￥36,000
￥18,932
￥19,500
￥14,000
￥7,800
￥6,602
￥2,427

￥20,000
￥14,563
￥3,400
￥2,200

￥20,000
￥30,000
￥2,800



北大出版会 札幌の昆虫

北大出版会 北海道主要樹木図譜

北大出版会 バッタ・コオロギ・キリギリス生態図鑑

北大出版会 北海道の湿原と植物

北大出版会 日本産花粉図鑑

北大出版会 淡水魚類地理の自然史

北大出版会 鳥の自然史

北大出版会 カラスの自然史

北大出版会 植物地理の自然史

北大出版会 帰化植物の自然史

北大出版会 攪乱と遷移の自然史

北大出版会 麦の自然史

北大出版会 植物の自然史

北大出版会 森の自然史

北大出版会 高山植物の自然史

北大出版会 トゲウオの自然史

北大出版会 花の自然史

北大出版会 動物地理の自然史

北大出版会 日本サケ・マス増殖史

北大出版会 サケ学入門

北大出版会 Honoring the Life and Sprit of the Pacific Salmon

北大出版会 ヒグマ学入門

北大出版会 絶滅した日本のオオカミ

北大出版会 被子植物の起源と初期進化

北大出版会 書簡集からみた宮部金吾

北大出版会 カナダの植生と環境

北大出版会 エゾシカの保全と管理

北大出版会 ザリガニの生物学

北大出版会 増補版　日本産哺乳類頭骨図説

北大出版会 ブラキストン「標本」史

北大出版会 オホーツクの生態系とその保全

北大出版会 両生類の発生生物学

北大出版会 ブータンの花　新版

北大出版会 骨格標本作成法

北大出版会 有用植物和・英・学名便覧

北大出版会 北海道高山植生誌

北大出版会 北海道・緑の環境史

北大出版会 中國山岳地帯の森林環境と伝統社会

北大出版会 環境の価値と評価手法

北大出版会 生物多様性保全と環境政策

北大出版会 アメリカの国立公園法

北大出版会 イギリス国立公園の現状と未来

北大出版会 森林のはたらきを評価する

北大出版会 気候変動問題の国際協力に関する評価手法

北大出版会 地球と生命の進化学

北大出版会 地球の変動と生物進化

北大出版会

北大出版会 農業環境の経済評価

北大出版会 持続可能な低炭素社会

北大出版会 持続可能な低炭素社会Ⅱ

北大出版会 持続可能な低炭素社会Ⅲ
ト　ン　ボ　出　版 どんぐりの図鑑
ト　ン　ボ　出　版 ため池と水田の生き物図鑑植物編
ト　ン　ボ　出　版 ため池と水田の生き物図鑑動物編
ト　ン　ボ　出　版 写真でわかるｼﾀﾞ図鑑
ト　ン　ボ　出　版 身近な植物観察のポイント
ト　ン　ボ　出　版 ひっつきむしの図鑑
ト　ン　ボ　出　版 木の実のｶﾞｲﾄﾞ
ト　ン　ボ　出　版 薬用植物ガイド
ト　ン　ボ　出　版 知多半島の植物誌
ト　ン　ボ　出　版 伊豆須崎海岸草木列伝
ト　ン　ボ　出　版 木の実の恐竜たち
ト　ン　ボ　出　版 蝶･ｻﾅｷﾞの謎
ト　ン　ボ　出　版 アメンボのふしぎ
ト　ン　ボ　出　版 チョウのすべて

￥2,400
￥54,000
￥2,600
￥2,800

￥18,000
￥3,000
￥3,000
￥3,000
￥2,600
￥3,000
￥3,000
￥3,000
￥3,000
￥3,000
￥3,000
￥3,000
￥3,000
￥3,000
￥7,000
￥3,000
￥4,000
￥2,800
￥5,000
￥8,500
￥4,700

￥10,000
￥4,500

￥13,000
￥9,000
￥8,200

￥12,000
￥8,400
￥4,500
￥8,000
￥3,800

￥20,000
￥3,500

￥10,000
￥4,700
￥5,000
￥2,400
￥5,600
￥4,000
￥5,000
￥3,000
￥3,000

最大エントロピー法による時系列解析[第２版] ￥2,800
￥9,500
￥3,000
￥3,500
￥3,200
￥2,800
￥2,800
￥2,800
￥2,800
￥2,800
￥2,800
￥2,800
￥2,800
￥2,800
￥2,800
￥1,800
￥1,800
￥1,800
￥1,800



ト　ン　ボ　出　版 ナナフシのすべて
ト　ン　ボ　出　版 帰化植物を楽しむ
ト　ン　ボ　出　版 きのこの細道
ト　ン　ボ　出　版 奈良公園の植物
ト　ン　ボ　出　版 ミラクル植物記
ト　ン　ボ　出　版 ふんコロ昆虫記
ト　ン　ボ　出　版 赤トンボのすべて
ト　ン　ボ　出　版 大和吉野川の自然学
ト　ン　ボ　出　版 ラン科植物のクローン増殖
ト　ン　ボ　出　版 雲南の植物
ト　ン　ボ　出　版 中国天山の植物
ト　ン　ボ　出　版 中国の蝶
ト　ン　ボ　出　版 熱帯の有用果実
ト　ン　ボ　出　版 磯の生き物図鑑
ト　ン　ボ　出　版 京の伝統野菜と旬野菜
京都大学学術出版会 適応放散の生態学
京都大学学術出版会 温暖化の湖沼学
京都大学学術出版会

京都大学学術出版会

京都大学学術出版会

京都大学学術出版会

京都大学学術出版会

京都大学学術出版会

京都大学学術出版会

京都大学学術出版会

京都大学学術出版会

京都大学学術出版会

京都大学学術出版会 科学論文の英語用法百科　①
京都大学学術出版会

京都大学学術出版会

北　隆　館 日本維管束植物目録
北　隆　館 環境Ｅｃｏ選書①　日本の昆虫の衰亡と保護
北　隆　館 環境Ｅｃｏ選書②　河川環境の指標生物学
北　隆　館 環境Ｅｃｏ選書③　絵かき虫の生物学
北　隆　館 環境Ｅｃｏ選書④　地球温暖化と南方性害虫
北　隆　館
北　隆　館 環境Ｅｃｏ選書⑥ ミミズの雑学
北　隆　館 環境Ｅｃｏ選書⑦環境アセスメントと昆虫
北　隆　館 新訂　土壌動物学
北　隆　館 日本のテンナンショウ
北　隆　館 田園環境の益虫害虫生態図鑑
新　樹　社 鳥類学
新　樹　社 生命樹
新　樹　社 世界の森大図鑑
新　樹　社 吉良竜夫著作集①　日本の森林と文化
新　樹　社 吉良竜夫著作集②　消えゆく熱帯林
新　樹　社 吉良竜夫著作集③　世界の湖と琵琶湖
新　樹　社 吉良竜夫著作集④　植物の地理的分布
新　樹　社
新　樹　社 知の遊びコレクション　樹木

文一総合出版 美味しい木の実ハンドブック
文一総合出版 美味しい山菜ハンドブック
文一総合出版 イネ科ハンドブック
文一総合出版 冬芽ハンドブック
文一総合出版 どんぐりハンドブック
文一総合出版 カエデ識別ハンドブック
文一総合出版 身近な草木の実とタネハンドブック
文一総合出版 スイレンハンドブック
文一総合出版 スミレハンドブック
文一総合出版 冬虫夏草ハンドブック
文一総合出版 昆虫の集まる花ハンドブック
文一総合出版 サクラハンドブック
文一総合出版 紅葉ハンドブック
文一総合出版 シダﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ
文一総合出版 野鳥と木の実ハンドブック
文一総合出版 樹皮ハンドブック
文一総合出版 ベリーハンドブック
文一総合出版 虫こぶハンドブック
文一総合出版 イモムシハンドブック２

￥1,800
￥1,800
￥1,800
￥1,800
￥1,800
￥2,000
￥3,600
￥3,600
￥8,000

￥10,000
￥24,272
￥25,000
￥2,800
￥2,800
￥2,000
￥4,000
￥3,600

生態学ライブラリー19　植物のかたち ￥2,415

生態学ライブラリー20　森のねずみの生態学 ￥2,415

生態学ライブラリー21　里のサルとつきあうには ￥2,415
ダムと環境の科学Ｉ　ダム下流生態系 ￥3,800
シリーズ群集生態学　第１巻 生物群集を理解する ￥2,900
シリーズ群集生態学　第２巻 進化生物学からせまる ￥2,900
シリーズ群集生態学　第３巻 生物間ネットワークを～ ￥2,900
シリーズ群集生態学　第４巻 生態系と群集をむすぶ ￥2,900
シリーズ群集生態学　第５巻 メタ群集と空間スケール ￥2,900
シリーズ群集生態学　第６巻 新たな保全と管理を～ ￥2,900

￥5,775
地域研究叢書22  都市を生きる人々 ￥4,000
生態学　原著第5版 ￥12,000

￥3,800
￥3,333
￥3,000
￥3,000
￥3,000

環境Ｅｃｏ選書⑤ 昆虫の発音によるコミュニケーション ￥3,100
￥2,857
￥3,000

￥20,000
￥16,000
￥14,286
￥5,000
￥9,500
￥9,500
￥3,200
￥3,200
￥3,200
￥3,200

吉良竜夫著作集⑤　地球生態系の危機-農と食の未来- ￥3,200
￥2,800
￥1,400
￥1,400
￥1,600
￥1,200
￥1,200
￥1,400
￥1,800
￥1,200
￥1,400
￥1,400
￥1,200
￥1,200
￥1,200
￥1,200
￥1,200
￥1,200
￥1,200
￥1,200
￥1,400



文一総合出版 新訂　水生生物ハンドブック
文一総合出版 イモムシハンドブック
文一総合出版 アリハンドブック
文一総合出版 樹液に集まる昆虫ハンドブック
文一総合出版 オトシブミハンドブック
文一総合出版 日本のカミキリムシハンドブック
文一総合出版 昆虫の食草・食樹ハンドブック
文一総合出版 土の中の小さな生き物ハンドブック
文一総合出版 野鳥の羽ハンドブック
文一総合出版 新訂　ワシタカ類飛翔ハンドブック
文一総合出版 海鳥識別ハンドブック
文一総合出版 シギ・チドリ類ハンドブック
文一総合出版 コウモリ識別ハンドブック  改訂版
文一総合出版 声が聞こえる！カエルハンドブック
文一総合出版 淡水産エビ・カニハンドブック
文一総合出版 タナゴハンドブック
文一総合出版 海辺で拾える貝ハンドブック
文一総合出版 酒米ハンドブック
文一総合出版 新訂　カモハンドブック
文一総合出版 外来鳥ハンドブック
文一総合出版 鳥の足型・足跡ハンドブック
文一総合出版 虫の卵ハンドブック
文一総合出版 身近な妖怪ハンドブック
文一総合出版 照葉樹ハンドブック
文一総合出版 野草のロゼットハンドブック
文一総合出版 身近な雑草の芽生えハンドブック
文一総合出版 サンゴ礁のエビハンドブック
文一総合出版 天売島の自然観察ハンドブック　
文一総合出版 図説 日本のユスリカ
文一総合出版 改訂版　図説　日本のゲンゴロウ
文一総合出版 日本ラン科植物図譜
文一総合出版 原寸大写真図鑑　羽
文一総合出版 改訂版　日本カエル図鑑
文一総合出版 日本水草図鑑
文一総合出版 日本のトンボ
文一総合出版 ネイチャーガイド　日本のクモ
文一総合出版 日本の高山植物４００
文一総合出版 日本の野草３００　夏・秋
文一総合出版 日本の野草３００　冬・春
文一総合出版 日本のキノコ２６２
文一総合出版 日本の鳥３００
文一総合出版 日本の海水魚４６６
文一総合出版 日本の淡水魚２５８
文一総合出版
文一総合出版 日本の地形・地質
文一総合出版 日本一の巨木
文一総合出版 日本の外来魚ガイド
文一総合出版 ミクロの自然探検
文一総合出版 世界のカメレオン
文一総合出版 世界のメダカガイド
文一総合出版 哺乳類のフィールドサイン観察ガイド
文一総合出版 身近な水生生物観察ガイド
文一総合出版 身近な野鳥観察ガイド
文一総合出版 新　庭に鳥を呼ぶ本
文一総合出版 絵解きで野鳥が識別できる本
文一総合出版 １年で１２０種類の野鳥と出会える本
文一総合出版 野鳥フィールドノート
文一総合出版 野鳥写真の撮り方
文一総合出版 野鳥フィールドスケッチ
文一総合出版 新“タマゴ式”鳥絵塾
文一総合出版 種間関係の生物学
文一総合出版 ゲノムが拓く生態学
文一総合出版 外来生物の生態学
文一総合出版 発芽生物学
文一総合出版 共進化の生態学
文一総合出版 農業と雑草の生態学
文一総合出版 森林の生態学
文一総合出版 草木を見つめる科学
文一総合出版 光と水と植物のかたち

￥1,400
￥1,400
￥1,400
￥1,400
￥1,200
￥1,400
￥1,200
￥1,400
￥1,400
￥1,400
￥1,400
￥1,200
￥1,500
￥1,400
￥1,200
￥1,400
￥1,400
￥1,400
￥1,400
￥1,400
￥1,600
￥1,600
￥1,200
￥1,200
￥1,200
￥1,400
￥1,600

￥933
￥12,000
￥8,000

￥25,000
￥18,000
￥25,000
￥15,000
￥5,500
￥4,200
￥1,000
￥1,000
￥1,200
￥1,200
￥1,200
￥1,200
￥1,000

都市の樹木433 ￥1,200
￥2,200
￥2,200
￥3,200
￥1,800
￥2,800
￥2,800
￥1,800
￥2,000
￥2,000
￥1,600
￥2,400
￥1,600
￥2,000
￥2,400
￥2,200
￥2,000
￥4,000
￥3,800
￥3,800
￥4,500
￥3,800
￥3,600
￥3,800
￥3,200
￥3,800



文一総合出版 保全と復元の生物学
文一総合出版 森の分子生態学
文一総合出版 花生態学の最前線
文一総合出版 世界遺産をシカが喰う
文一総合出版 マツ枯れは森の感染症
文一総合出版 フィールドの観察から論文を書く方法
文一総合出版 ニセアカシアの生態学
文一総合出版 保全生物学のすすめ 改訂版
文一総合出版 ブナ林再生の応用生態学
文一総合出版 森の芽生えの生態学
文一総合出版 保全遺伝学入門
文一総合出版 イヌワシの生態と保全
文一総合出版 植物群落モニタリングのすすめ
文一総合出版 景観生態学
文一総合出版 コンピュータで学ぶ応用個体群生態学
文一総合出版 保全生態学入門
文一総合出版 生物のつながりを見つめよう
文一総合出版 地球環境問題に挑む生態学
文一総合出版 なぜ地球の生きものを守るのか
文一総合出版 森の不思議を解き明かす
文一総合出版
文一総合出版
文一総合出版
文一総合出版
文一総合出版
文一総合出版
文一総合出版 世界のカメレオン

全  農  教 新装版原色図鑑芽ばえとたね
全  農  教 原　色　川虫図鑑
全  農  教 植物ダニ検索図鑑
全  農  教 日本帰化植物写真図鑑
全  農  教

全  農  教 似た草８０種の見分け方
全  農  教 写真で見る植物用語　
全  農  教 牧草・毒草・雑草図鑑
全  農  教 桑原義晴　日本イネ科植物図譜
全  農  教 草地学用語辞典
全  農  教 浅野貞夫日本植物生態図鑑
全  農  教 花からたねへ
全  農  教

全  農  教 新版　日 本 原 色 雑 草 図 鑑
全  農  教 原色図鑑　野外の毒虫と不快な虫
全  農  教 衛生害虫と衣食住の害虫
全  農  教 地球温暖化と昆虫

全  農  教 形とくらしの雑草図鑑

全  農  教 シダ植物
全  農  教 日本原色カメムシ図鑑

全  農  教 日本原色カメムシ図鑑　第２巻

全  農  教 サツマイモ事典

全  農  教 フザリウム－分類と生態・防除

全  農  教 カヤツリグサ科入門図鑑
全  農  教 原色図鑑夜蛾百種

全  農  教 形とくらしの雑草図鑑

共立出版 Ｒグラフィックス

共立出版 Ｒ　Ｃｏｍｍａｎｄｅｒによるデータ解析

共立出版 Ｒによるバイオインフォマティクスデータ解析第２版

共立出版 生き物の進化ゲーム―大改訂版―

共立出版 一般化線形モデル入門ー原著第２版

共立出版

共立出版 エコシステムマネジメント

共立出版 環境科学と生態学のためのＲ統計

共立出版 環境生態学序説

共立出版 乾燥地の自然と緑化　

共立出版 ゲノム進化学入門

共立出版 高山植物学

共立出版

共立出版 これからの進化生態学

￥3,200
￥3,600
￥3,000
￥2,400
￥2,500
￥1,200
￥3,800
￥3,800
￥3,600
￥3,200
￥7,200
￥4,400
￥4,200
￥3,800
￥3,800
￥3,000
￥1,800
￥1,600
￥1,600
￥1,800

第1巻　環境史とは何か ￥4,000
第2巻　野と原の環境史 ￥4,000
第3巻　里と林の環境史 ￥4,000
第4巻　島と海と森の環境史 ￥4,000
第5巻　山と森の環境史 ￥4,000
第6巻　環境史をとらえる技法 ￥4,000

￥2,800
￥9,000
￥3,800

￥10,000
￥4,300

日本帰化植物写真図鑑　第2巻 ￥5,000
￥1,000
￥2,200
￥1,905
￥6,800
￥4,000

￥13,000
￥2,500

CD‐ROM付　校庭の雑草 ￥2,400
￥9,800
￥3,800
￥4,000
￥4,500
￥2,400
￥1,905
￥9,030
￥9,500
￥4,800

￥30,000
￥2,800
￥5,340
￥2,400
￥4,300
￥2,700
￥4,600
￥2,600
￥3,700

一般線形モデル～生物科学のための現代統計学 ￥5,000
￥4,500
￥5,500
￥2,800
￥4,000
￥3,400
￥5,000

個体群生態学入門－生物の人口論 ￥3,800
￥4,200



共立出版 これから学会発表する若者のために

共立出版 これから論文を書く若者のために

共立出版 これからレポート・卒論を書く若者のために

共立出版 栽培漁業と統計モデル分析

共立出版 細胞の物理生物学

共立出版 進化学事典

共立出版 進化ゲームとその展開

共立出版 進化生態学入門

共立出版 進化のダイナミクス

共立出版

共立出版 数理生物学入門

共立出版 生物学のための計算統計学

共立出版 生物数学入門

共立出版 生物とは何か？‐ゲノムが語る生物の進化・多様性

共立出版 せめぎ合う遺伝子

共立出版 生態学のためのベイズ法

共立出版 生態学事典

共立出版 生態系再生の新しい視点

共立出版 生態リスク学入門

共立出版 生命の数理

共立出版 ゼロからわかる生態学

共立出版 ダーウィンとデザイン

共立出版 地球環境と生態系

共立出版 津波と海岸林

共立出版 ニッチ構築

共立出版 葉の寿命の生態学

共立出版

共立出版 分子系統学への統計的アプローチ

共立出版 分子昆虫学

共立出版 マネジメントの生態学

共立出版 行動生態学

共立出版 エコゲノミクス

共立出版 森林生態学

共立出版 淡水生態学のフロンティア

共立出版 微生物の生態学

北海道大学出版会 新北海道の花

北海道大学出版会 札幌の昆虫

北海道大学出版会 北海道主要樹木図譜

北海道大学出版会 バッタ・コオロギ・キリギリス生態図鑑

北海道大学出版会 北海道の湿原と植物

北海道大学出版会 日本産花粉図鑑

北海道大学出版会 淡水魚類地理の自然史

北海道大学出版会 鳥の自然史

北海道大学出版会 カラスの自然史

北海道大学出版会 植物地理の自然史

北海道大学出版会 帰化植物の自然史

北海道大学出版会 攪乱と遷移の自然史

北海道大学出版会 麦の自然史

北海道大学出版会 植物の自然史

北海道大学出版会 森の自然史

北海道大学出版会 高山植物の自然史

北海道大学出版会 トゲウオの自然史

北海道大学出版会 花の自然史

北海道大学出版会 動物地理の自然史

北海道大学出版会 日本サケ・マス増殖史

北海道大学出版会 サケ学入門

北海道大学出版会 Honoring the Life and Sprit of the Pacific Salmon

北海道大学出版会 ヒグマ学入門

北海道大学出版会 絶滅した日本のオオカミ

北海道大学出版会 被子植物の起源と初期進化

北海道大学出版会 書簡集からみた宮部金吾

北海道大学出版会 カナダの植生と環境

北海道大学出版会 エゾシカの保全と管理

北海道大学出版会 ザリガニの生物学

￥2,700
￥2,600
￥1,800
￥5,800

￥13,000
￥18,000
￥4,300
￥2,500
￥4,800

数理生物学－個体群動態の数理モデリング入門 ￥4,300
￥4,000
￥5,500
￥5,800
￥1,900
￥4,500
￥4,500

￥13,500
￥3,700
￥2,800
￥3,200
￥2,200
￥3,800
￥4,000
￥4,000
￥4,800
￥3,500

１００ページの文章術～わかりやすい文章の書き方 ￥1,000
￥5,800
￥7,500
￥3,300
￥3,400
￥3,400
￥3,400
￥3,400
￥3,000
￥2,800
￥2,400
￥4,800
￥2,600
￥2,800

￥18,000
￥3,000
￥3,000
￥3,000
￥2,600
￥3,000
￥3,000
￥3,000
￥3,000
￥3,000
￥3,000
￥3,000
￥3,000
￥3,000
￥7,000
￥3,000
￥4,000
￥2,800
￥5,000
￥8,500
￥4,700

￥10,000
￥4,500

￥13,000



北海道大学出版会 増補版　日本産哺乳類頭骨図説

北海道大学出版会 ブラキストン「標本」史

北海道大学出版会 オホーツクの生態系とその保全

北海道大学出版会 両生類の発生生物学

北海道大学出版会 ブータンの花　新版

北海道大学出版会 骨格標本作成法

北海道大学出版会 有用植物和・英・学名便覧

北海道大学出版会 北海道高山植生誌

北海道大学出版会 北海道・緑の環境史

北海道大学出版会 中國山岳地帯の森林環境と伝統社会

北海道大学出版会 環境の価値と評価手法

北海道大学出版会 生物多様性保全と環境政策

北海道大学出版会 アメリカの国立公園法

北海道大学出版会 イギリス国立公園の現状と未来

北海道大学出版会 森林のはたらきを評価する

北海道大学出版会 気候変動問題の国際協力に関する評価手法

北海道大学出版会 地球と生命の進化学

北海道大学出版会 地球の変動と生物進化

北海道大学出版会

北海道大学出版会 農業環境の経済評価

北海道大学出版会 持続可能な低炭素社会

北海道大学出版会 持続可能な低炭素社会Ⅱ

北海道大学出版会 持続可能な低炭素社会Ⅲ

北海道大学出版会 持続可能な未来のために

北海道大学出版会 流域学事典

東京化学同人

東京化学同人 生物学の基礎　生き物の不思議を探る

東京化学同人

東京化学同人 ケイン基礎生物学

東京化学同人 生物学辞典

東京化学同人 なぜなぜ生物学

東京化学同人

養　賢　堂 見直せ日本の食料環境

養　賢　堂 どうなる？どうする？日本の食卓

養　賢　堂 湿地環境と作物

養　賢　堂 作物の生理・生態学大要

養　賢　堂 インドシナ

養　賢　堂 外来生物のリスク管理と有効利用
昭　和　堂 生物多様性子どもたちにどう伝えるか

昭　和　堂 生物多様性どう生かすか

昭　和　堂 生態史から読み解く環境学

昭　和　堂 イギリスのカントリーサイド

昭　和　堂 生物多様性の経済学

昭　和　堂 安定同位体というメガネ

昭　和　堂 里山学のまなざし

昭　和　堂 里山学のすすめ

悠　書　館 植物ウイルス
悠　書　館 動物たちの地球大移動
悠　書　館 西洋博物学者列伝
悠　書　館 世界探検家列伝
悠　書　館 ビジュアル版　氷河時代
悠　書　館 ビジュアル版　人類進化大全
悠　書　館 品種改良の世界史・作物編
悠　書　館 品種改良の世界史・家畜編
悠　書　館 飢える大陸アフリカ
悠　書　館 船の歴史文化図鑑
悠　書　館 ビジュアル版　数の宇宙
悠　書　館 哲学オデュッセイ
悠　書　館 時間の図鑑
悠　書　館 排出する都市パリ
小　学　館 フィールドガイド　日本の樹木（上）
小　学　館 フィールドガイド　日本の樹木（下）
小　学　館
小　学　館
小　学　館 葉で見わける樹木　増補改訂版

￥9,000
￥8,200

￥12,000
￥8,400
￥4,500
￥8,000
￥3,800

￥20,000
￥3,500

￥10,000
￥4,700
￥5,000
￥2,400
￥5,600
￥4,000
￥5,000
￥3,000
￥3,000

最大エントロピー法による時系列解析[第２版] ￥2,800
￥9,500
￥3,000
￥3,500
￥3,200
￥3,200
￥6,000

生態学入門（第2版） ￥2,800
￥2,500

2.生物学入門（第2版） ￥2,200
￥6,100

￥12,000
￥1,400

とびら53.細胞　基礎から細胞治療まで ￥1,300
￥2,400
￥2,000
￥2,800
￥3,400
￥2,000
￥2,190
￥2,200
￥2,200
￥2,600
￥7,500
￥4,200
￥2,200
￥2,200
￥2,200

￥12,000
￥8,000
￥9,500
￥9,500
￥5,800

￥12,000
￥4,500
￥3,800
￥3,200

￥16,000
￥5,800
￥2,400
￥5,800
￥2,200
￥1,750
￥1,750

フィ－ルド・ガイドシリーズ18 野草のおぼえ方 上 ￥1,750
フィ－ルド・ガイドシリーズ19 野草のおぼえ方 下 ￥1,750

￥1,900



小　学　館 花と葉で見分ける野草
小　学　館 いきもの探検大図鑑
小　学　館 野遊びを楽しむ里山百年図鑑
小　学　館 図鑑ＮＥＯ　両生類・はちゅう類
小　学　館 図鑑ＮＥＯ　水の生物
小　学　館 図鑑ＮＥＯ　大むかしの生物
小　学　館 図鑑ＮＥＯ　人間・いのちの歴史
小　学　館 ポケットＮＥＯ　昆虫
小　学　館 ポケットＮＥＯ　植物
小　学　館 ポケットＮＥＯ　魚
小　学　館 ポケットＮＥＯ　恐竜
小　学　館 ポケットＮＥＯ　動物
小　学　館 ポケットＮＥＯ　海の生物
小　学　館 ポケットＮＥＯ　鳥
小　学　館 植物名の英語辞典
東京堂出版 植物の漢字語源辞典
東京堂出版 動物の漢字語源辞典
東京堂出版 絶滅危惧の昆虫事典
東京堂出版 絶滅危惧の動物事典
東京堂出版 生物を科学する事典
東京堂出版 気象予報士のための　天気予報用語集
東京堂出版
東京堂出版
東京堂出版
東京堂出版 ハーブ学名語源辞典
東京堂出版 メディカルハーブの事典
東京堂出版 メディカルハーブ安全性ハンドブック
東京堂出版 森林の江戸学
東京堂出版
東京堂出版 赤とんぼはなぜ竿の先にとまるのか？
東京堂出版 庭のイモムシ・ケムシ
東京堂出版 メディカルハーブレシピ
東京堂出版 ハーブウォター・ハンドブック
東京堂出版 植物オイル・ハンドブック
学芸出版社 北欧モダンハウス

学芸出版社 はじめて歩くパリＧＵＩＤＢＯＯＫ

学芸出版社 過疎地域の戦略

学芸出版社 風景の思想

学芸出版社 土木計画学

学芸出版社 マイファーム　荒地からの挑戦

学芸出版社 なぜイタリアの村は美しく元気なのか

学芸出版社 欧州のエネルギー自立地域

学芸出版社 生物多様性をめざすまちづくり

学芸出版社 地域生態学からのまちづくり

保  育  社

保  育  社

保  育  社

保  育  社

保  育  社

保  育  社 原色日本樹木図鑑

保  育  社 原色日本鳥類図鑑

保  育  社 原色日本蛾類図鑑　上

保  育  社 原色日本蛾類図鑑　下

保  育  社 原色日本大型甲殻類図鑑１

保  育  社 原色日本大型甲殻類図鑑２

保  育  社

保  育  社 原色日本甲虫図鑑 ３

保  育  社 生きものお宅拝見！

保  育  社 ウオヅラコレクション

保  育  社 野草図鑑１　つる植物の巻

保  育  社 野草図鑑２　ゆりの巻

保  育  社 野草図鑑３　すすきの巻

保  育  社 野草図鑑４　たんぽぽの巻

保  育  社 野草図鑑５　すみれの巻

保  育  社 野草図鑑７　さくらそうの巻

￥1,900
￥3,790
￥2,200
￥2,000
￥2,000
￥2,000
￥2,000

￥950
￥950
￥950
￥950
￥950
￥950
￥950

￥3,000
￥3,800
￥3,800
￥2,900
￥2,900
￥2,600
￥2,200

気象予報のための天気図のみかた　CD-ROM付き ￥5,200
気象予報士試験　模範解答と解説　第19回 ￥2,200
最新 天気予報の技術 気象予報士をめざす人に　改訂版 ￥2,800

￥2,400
￥3,200
￥6,500
￥2,800

天気予報のいま 1 ￥2,400
￥1,900
￥1,600
￥2,500
￥2,800
￥2,800
￥2,400
￥1,200
￥2,300
￥2,500
￥3,000
￥1,600
￥2,100
￥2,200
￥2,000
￥3,000

原色日本植物図鑑 草本編 1 ￥5,800
原色日本植物図鑑 草本編 2 ￥6,000
原色日本植物図鑑 草本編 3 ￥6,400
原色日本植物図鑑 木本編 1 ￥5,000
原色日本植物図鑑 木本編 2 ￥6,200

￥6,700
￥5,600
￥5,300
￥5,000
￥4,600
￥4,800

原色日本甲虫図鑑 1 ￥5,400
￥6,200
￥1,800
￥1,800
￥1,800
￥1,800
￥1,800
￥1,800
￥1,800
￥1,800



保  育  社 野草図鑑８　はこべの巻

保  育  社 きのこ図鑑

保  育  社 しだの図鑑

保  育  社 魚の図鑑１

保  育  社 魚の図鑑２

保  育  社 高原と高山の植物１

保  育  社 高原と高山の植物３

保  育  社 高原と高山の植物４

保  育  社 樹木１

保  育  社 樹木２

保  育  社 日本の絶滅危惧生物

保  育  社 日本の帰化生物

保  育  社 ウェットランドの自然

保  育  社 花と昆虫がつくる自然

古　今　書　院 森と草原の歴史

古　今　書　院 植生環境学

古　今　書　院 北方植生の生態学

古　今　書　院 日本の気候景観

古　今　書　院 森をはかる

古　今　書　院 森の生態史

古　今　書　院 海岸地帯の環境科学

古　今　書　院 日本のシシ垣

古　今　書　院 イノシシと人間

古　今　書　院 観光地の自然学

古　今　書　院 百名山の自然学　東日本編

古　今　書　院 百名山の自然学　西日本編

古　今　書　院 小笠原の自然

古　今　書　院 熱い自然

古　今　書　院 土壌学入門

古　今　書　院 土をどう教えるか　上巻

古　今　書　院 土をどう教えるか　下巻

古　今　書　院 アフリカ自然学

古　今　書　院 地域分析のための熱・水収支水文学

古　今　書　院 防災に役立つ地域の調べ方講座

古　今　書　院 地下水と水循環の科学

古　今　書　院 流域環境を科学する

古　今　書　院 沖積低地の地形環境学

古　今　書　院 日本の河口

古　今　書　院 遺跡の環境復原

古　今　書　院 火山学

古　今　書　院 緑と地域計画　Ⅰ

古　今　書　院 緑と地域計画　Ⅱ

古　今　書　院 緑と地域計画　Ⅲ

古　今　書　院

古　今　書　院

古　今　書　院

古　今　書　院

古　今　書　院 登山道の保全と管理

古　今　書　院 利用者の行動と体験

古　今　書　院 国立公園の法と制度

古　今　書　院

古　今　書　院 乾燥地の自然

古　今　書　院 乾燥地の土地劣化とその対策

古　今　書　院 乾燥地の資源とその利用・保全

古　今　書　院 黄土高原の砂漠化とその対策

古　今　書　院

古　今　書　院

古　今　書　院

古　今　書　院

古　今　書　院

古　今　書　院

古　今　書　院

古　今　書　院 ﾌﾘｰｿﾌﾄを用いた衛星画像解析入門

古　今　書　院 東日本大震災津波詳細地図　上巻

￥1,800
￥1,800
￥1,800
￥1,600
￥1,600
￥1,400
￥1,400
￥1,400
￥1,800
￥1,800
￥1,942
￥1,942
￥2,233
￥2,400
￥5,200
￥3,200
￥3,200
￥2,800
￥3,500
￥3,500
￥4,200
￥5,500
￥4,800
￥2,600
￥2,800
￥2,800
￥1,800
￥4,800
￥3,600
￥2,900
￥2,900
￥3,800
￥5,000
￥2,200
￥4,500
￥4,000
￥4,000

￥12,000
￥6,000

￥18,000
￥6,800
￥7,200
￥8,400

地形図読図入門1　読図の基礎 ￥4,200
地形図読図入門2　低地 ￥5,200
地形図読図入門3　段丘･丘陵・山地 ￥5,700
地形図読図入門4　改訂版　火山・変動地形と応用読図 ￥6,200

￥3,500
￥3,800
￥4,300

21世紀の乾燥地科学 ￥3,800
￥3,800
￥3,800
￥3,800
￥3,800

GISと地理空間情報　増補版 ￥2,400
MANDARAパーフェクトマスター ￥3,600
市民のためのGIS講座 ￥2,600
図解ArcGIS10　PART1 ￥2,600
図解ArcGIS　　 PART2 ￥2,600
図解ArcGIS　　 PART3 ￥3,200
GIS自習室 ￥3,000

￥3,600
￥4,500



古　今　書　院 東日本大震災津波詳細地図　下巻

地　人　書　館 自然再生ハンドブック

地　人　書　館 生物多様性緑化ハンドブック

地　人　書　館 きのこを利用する

地　人　書　館 外来種ハンドブック

地　人　書　館 ほんとの植物観察１

地　人　書　館 ほんとの植物観察２

地　人　書　館 ルポ・日本の生物多様性

地　人　書　館 ちょっと待ってケナフ！

地　人　書　館 サクラソウの目　第２版

地　人　書　館 キノコを科学する

地　人　書　館 ようこそ自然保護の舞台へ

地　人　書　館 図解植物観察事典

地　人　書　館 図解動物観察事典

地　人　書　館 図解生物観察事典

地　人　書　館 顕微鏡観察の基本

地　人　書　館 植物の顕微鏡観察

地　人　書　館 動物の顕微鏡観察

地　人　書　館 岩石・化石の顕微鏡観察

地　人　書　館

地　人　書　館 森林

地　人　書　館 四季の森林

地　人　書　館 トゲウオ、出会いのエソロジー

地　人　書　館 「クマの畑」をつくりました

地　人　書　館 野生動物問題

地　人　書　館 ミジンコ先生の水環境ゼミ

地　人　書　館 ムササビの里親ひきうけます

地　人　書　館 自然保護

地　人　書　館 コウノトリの贈り物

地　人　書　館

地　人　書　館 狂犬病再侵入

地　人　書　館 クマムシを飼うには

地　人　書　館 帰ってきたカワセミ

地　人　書　館 カワセミの子育て

地　人　書　館 樹木葬和尚の自然再生

地　人　書　館

地　人　書　館 微生物増殖学の現在・未来

地　人　書　館 川と湖を見る・知る・探る

地　人　書　館 描いて見よう身近な植物

地　人　書　館 ミジンコ先生の諏訪湖学

地　人　書　館 海はめぐる

地　人　書　館 野生との共存

地　人　書　館 世界自然遺産と生物多様性保全

地　人　書　館 ダム湖の中で起こること

東海大学出版 海洋ベントスの生態学

東海大学出版 森のスケッチ

東海大学出版 休眠の昆虫学

東海大学出版 獣たちの森

東海大学出版 鳥たちの森

東海大学出版 昆虫たちの森

東海大学出版 鯨類学

東海大学出版 樹の中の虫の不思議な生活

東海大学出版 森と水辺の甲虫誌

東海大学出版 土壌動物学への招待

東海大学出版 土壌生態学入門

東海大学出版 熱帯雨林の自然史

東海大学出版

東海大学出版 干潟を考える　干潟を遊ぶ

東海大学出版 寄生と共生

東海大学出版 耐性の昆虫学

東海大学出版 日本産クモ学

東海大学出版 東北フィールド魚類図鑑

東海大学出版 サンゴ礁のちむやみ

東海大学出版 海の外来生物

￥3,800
￥4,000
￥3,800
￥1,200
￥4,000
￥1,800
￥1,800
￥1,800
￥1,800
￥2,000
￥2,400
￥1,800
￥6,800
￥5,200
￥5,600
￥3,000
￥3,000
￥3,000
￥3,000

これだけは知っておきたい
人獣共通感染症 ￥1,800

￥3,000
￥1,700
￥2,300
￥1,600
￥2,200
￥2,000
￥1,200
￥2,000
￥1,800

これだけは知っておきたい
日本の家ねずみ問題 ￥1,800

￥2,200
￥1,400
￥1,800
￥2,600
￥1,800

残しておきたいふるさとの野草 ￥1,800
￥5,000
￥2,400
￥1,800
￥2,000
￥3,200
￥1,800
￥2,800
￥1,800
￥5,800
￥3,400
￥3,200
￥3,200
￥3,200
￥3,600
￥6,800
￥2,800
￥3,200
￥3,200
￥2,800
￥3,800

藻類30億年の自然史　第2版 ￥3,800
￥2,500
￥3,800
￥4,200

￥32,000
￥4,500
￥2,800
￥3,200



東海大学出版 大台ケ原の自然誌

東海大学出版 温度と生命システムの相関学

東海大学出版 マダガスカル島

東海大学出版 琉球の蝶

東海大学出版 熱帯アジア動物記

東海大学出版 果物学

東海大学出版 新鮮イカ学

東海大学出版 ウミウシ学

東海大学出版 ヒトデ学

東海大学出版 飛ぶ昆虫、飛ばない昆虫の謎

東海大学出版 生と死の自然史

東海大学出版 カイアシ類学入門

東海大学出版 珊　　瑚

東海大学出版 マングローブ環境物理学

東海大学出版 脱皮と変態の生物学

東海大学出版 共生細菌の世界

東海大学出版 ネイチャーツアー西表島

東海大学出版 イルカ・クジラ

東海大学出版 旅するウナギ

東海大学出版 日本　鳥の巣図鑑

東海大学出版 むし学

東海大学出版 サンゴ礁学

東海大学出版 博物館でまなぶ

東海大学出版 カジカ類の多様性

東海大学出版 日本の固有植物

東海大学出版 絶体絶命の淡水魚イタセンパラ

東海大学出版 海のプロフェッショナル

東海大学出版 標本の世界

東海大学出版 新版　水族館学

東海大学出版 標本学

東海大学出版 日本列島の自然史

東海大学出版

東海大学出版 生態系の暮らし方

東海大学出版 品種論

東海大学出版 右利きのヘビ仮説

東海大学出版 エネルギー入門

東海大学出版 テングザル

東海大学出版 日本の昆虫館

東海大学出版 生態進化発生学

東海大学出版

東海大学出版

東海大学出版 カジカ類の多様性

東海大学出版 インカ帝国

誠文堂新光社 ビオトープ実践帳

誠文堂新光社 樹木医が教える　緑化樹木事典

誠文堂新光社

誠文堂新光社

誠文堂新光社 日本産セミ科図鑑

誠文堂新光社 化石図鑑

誠文堂新光社 庭仕事のロープテクニック

誠文堂新光社 ギボウシ図鑑

誠文堂新光社 世界のプリムラ

誠文堂新光社 世界のアイリス

誠文堂新光社 世界の食虫植物

誠文堂新光社 ウメの品種図鑑

誠文堂新光社 ベゴニア百科

誠文堂新光社 ベゴニア百科

誠文堂新光社 世界薬用植物百科事典

誠文堂新光社 淡水微生物図鑑

誠文堂新光社 海野和男　世界の珍虫１０１選

厚生社恒星閣 微量人工化学物質の生物モニタリング

厚生社恒星閣 閉鎖性海域の環境再生

￥3,500
￥3,800
￥3,800
￥2,800
￥2,000
￥4,800
￥2,800
￥2,500
￥2,800
￥2,800
￥3,800
￥3,200

￥2,000
￥5,200
￥4,800
￥2,000
￥2,900
￥1,200
￥3,800
￥2,800
￥2,800
￥3,800
￥2,900
￥5,200

￥3,800
￥2,800
￥1,200
￥2,500
￥6,300
￥2,800
￥2,800

新訂2版　学術論文のための著作権Ｑ＆Ａ ￥1,400
￥2,800
￥6,900
￥2,000
￥1,200
￥2,000
￥1,800
￥5,800

ケトスの知恵- イルカとクジラのサイエンス ￥2,800
高度1万メートルから見たオーロラ ￥2,000

￥5,200
￥3,500
￥2,800

￥3,800
A‐Z園芸植物百科事典 ￥38,000
最新　樹木根系図説　(全2巻) ￥80,000

￥4,600
￥2,600

￥2,800

￥4,600

￥4,200

￥4,200

￥3,800

￥3,400

￥4,200

￥4,200

￥19,000

￥3,400

￥1,700

￥2,800

￥2,800



厚生社恒星閣 森川海のつながりと河口・沿岸域の生物生産

厚生社恒星閣 安定同位体スコープで覗く海洋生物の生態

厚生社恒星閣 アサリと流域圏環境

厚生社恒星閣 市民参加による浅場の順応的管理

厚生社恒星閣 浅海域の生態系サービス

厚生社恒星閣 魚類生態学の基礎

厚生社恒星閣

厚生社恒星閣 水圏の生物生産と光合成

厚生社恒星閣 水圏生態系の物質循環

厚生社恒星閣 Marine Phytoplanktpn

厚生社恒星閣 増補改訂版 海の環境微生物学

厚生社恒星閣 増補改訂版 微生物実験法

厚生社恒星閣 干潟造成法

厚生社恒星閣 環境アセスメント学の基礎

厚生社恒星閣 東京湾

厚生社恒星閣 里海創生論

厚生社恒星閣 ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ版沿岸環境調査マニュアルⅠ

厚生社恒星閣 ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ版沿岸環境調査マニュアルⅡ

￥2,900

￥2,900

￥2,900

￥2,900

￥3,600

￥4,500
海のブラックバスサキグロタマツメタ ￥2,300

￥6,500

￥5,800

￥3,000

￥2,800

￥2,300

￥3,000

￥3,000

￥10,000

￥2,400

￥6,000

￥8,500


	価格表

