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ハンドブック

スミレハンド
ブック

山田隆彦／著
新書判　104頁　定価1,540円（本体1,400円＋税）
978-4-8299-1077-1

日本に自生するスミレ全種と，ほぼすべての亜
種・変種，見ておきたい品種など107種を紹介。
花の正面，横面，葉などの部分アップ約400点に
及ぶカラー写真と比べながら見分けられる。花
色別一覧，日本のスミレリストも掲載。

サクラハンド
ブック

大原隆明／著
新書判　88頁　定価1,320円（本体1,200円＋税）
978-4-8299-0181-6

数あるサクラの種類の中から身近に見られる野
生種11種と栽培品52種を厳選し，開花順に掲載。
各種類の花の正面，萼片，萼筒，小花柄，苞，葉
の裏面や葉縁，葉柄など，重要な識別ポイントを
アップ写真で紹介。

野草のロゼットハンド
ブック

亀田龍吉／著
新書判　88頁　定価1,320円（本体1,200円＋税）
978-4-8299-8109-2

野原や道端で普通に見られる野草のロゼット
（地面すれすれに葉を放射状に広げた状態）と，
それに似た背の低い野草77種を収録。ロゼット
の写真のほか，識別に役立つ葉や花の拡大，成
長した草姿も掲載。

身近な雑草の芽生えハンド
ブック ❷

浅井元朗／著
新書判　136頁　定価1,540円（本体1,400円＋税）
978-4-8299-8137-5

身近な雑草の成長過程を凝縮した写真図鑑。第
2巻では，畑地・裸地だけでなく土手や林縁など
人里の野草地で見られる種類約200種を収録。
絵合わせで見分ける「原寸大芽生え一覧」，索引
には第1巻収録の180種も掲載。

身近な雑草の芽生えハンド
ブック ❶

改訂版
浅井元朗／著
新書判　124頁　定価1,650円（本体1,500円＋税）
978-4-8299-8162-7

花が咲いていなくても，成長途中でも，約180種
の雑草の名前がわかる，好評のハンディ図鑑の
改訂版。1，2巻共通索引を収録，また花や実を中
心に70点ほどの写真を更新。雑草防除だけでな
く，身近な環境の調査にも便利。

ウ メハンド
ブック

大坪孝之／著　亀田龍吉／写真
新書判　96頁　定価1,540円（本体1,400円＋税）
978-4-8299-8142-9

長年にわたってウメを研究し続けている著者に
よる，初心者向け品種図鑑。梅園や庭先によく
植えられている代表的なウメ約120品種を紹介。
特徴を押さえた写真を使用しているので絵合わ
せで品種の識別を楽しめる。

タンポポハンド
ブック

保谷彰彦／著
新書判　88頁　定価1,375円（本体1,250円＋税）
978-4-8299-8143-6

日本で見られる約30種類（亜種や変種，品種も
含む）のタンポポの識別図鑑。花，総苞，つぼみ，
冠毛，種子，葉の写真に加え，育て方や雑種タン
ポポ，倍数性についてもイラストを使って解説。

「日本のタンポポ検索表」も収録。
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ハンドブック

美味しい山菜ハンド
ブック

おくやまひさし／著
新書判　168頁　定価1,540円（本体1,400円＋税）
978-4-8299-1184-6

数ある山菜の中でも美味とされる約80種と知っ
ておくべき毒草約20種を掲載。簡単に美味しく
味わえる豊富な調理例と，著者オリジナルの見
つけ方や見分け方を多数の写真と図版で紹介。

どんぐりハンド
ブック

いわさゆうこ／著　八田洋章／監修
新書判　80頁　定価1,320円（本体1,200円＋税）
978-4-8299-1176-1

日本産どんぐり（ブナ科の果実）22種を取り上げ，
どんぐりのイラストに加え，原寸大のどんぐりや
葉，芽生え，樹形，樹皮，花など，識別に役立つ写
真が満載。どんぐりを使った遊びや染め物作り
なども紹介。

身近な草木の実とタネハンド
ブック

多田多恵子／著
新書判　168頁　定価1,980円（本体1,800円+税）
978-4-8299-1075-7

身近な環境で観察できる草木226種を取り上げ，
実やタネ，散布の生態写真とともに，タネが散布
される仕組み（風に乗る，はじける，動物や人に
くっつく，鳥に食べられ糞で出るなど）を詳しく
解説。

照葉樹ハンド
ブック

林 将之／著
新書判　80頁　定価1,320円（本体1,200円＋税）
978-4-8299-8108-5

一年中葉をつけている「照葉樹」約130種を葉で
見分けるフィールド図鑑。多数の葉の表裏スキャ
ン画像や部分拡大写真を掲載し，種類を形別に
配列することで，見分けづらいとされる照葉樹の
葉が初心者でも楽しく識別できる。

冬 芽ハンド
ブック

広沢 毅／解説　林 将之／写真
新書判　88頁　定価1,320円（本体1,200円＋税）
978-4-8299-1174-7

秋から春に木の枝で見られる「葉やつぼみのカ
プセル」冬芽200種類が見分けられる。スキャ
ナーで取り込んだ画像を原寸大で掲載，もちろ
ん重要部分はアップに。色や形，質感など，スキャ
ン写真ならではのリアルな表現で各種紹介。

紅 葉ハンド
ブック

林 将之／著
新書判　80頁　定価1,320円（本体1,200円＋税）
978-4-8299-0187-8

カエデ24種をはじめ，高山から紅葉名所，身近な
野山や公園で見られる紅葉の美しい樹木121種
を紹介。紅葉した葉を直接スキャナーで撮影し
たリアルな画像を用い，どの木が何色に紅葉す
るかがわかる。

樹 皮ハンド
ブック

林 将之／著
新書判　80頁　定価1,320円（本体1,200円＋税）
978-4-8299-0022-2

樹皮で見分ける樹木図鑑。身近な樹木と有用樹，
合わせて158種の樹皮3態（若木・成木・老木）を
集成。樹種ごとの樹皮の違いや特徴が一目でわ
かる。樹木ウォッチングのほか造園・林業などの
実務にも役立つ。
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ハンドブック

日本で見られる熱帯の花ハンド
ブック

土橋 豊／著
新書判　176頁　定価1,760円（本体1,600円＋税）
978-4-8299-8113-9

日本で見られる花の美しい熱帯植物約600種類
がわかるハンディ図鑑。植物園の温室での観察
や自宅での栽培に有益な情報が満載。巻頭には
花色別一覧，巻末には熱帯植物が見られる植物
園リスト付き。

ベリーハンド
ブック

野いちご，木いちご，草いちご
木原 浩／写真・監修
新書判　64頁　定価1,320円（本体1,200円+税）
978-4-8299-0173-1

初夏にみのる木いちご・草いちご類（バラ科）と
晩夏から秋にかけて楽しめるコケモモなど，ツ
ツジ科のベリー類約40種を収録。生える場所
や特徴，おいしい食べ方を解説。

スイレンハンド
ブック

川島淳平／著
新書判　64頁　定価1,320円（本体1,200円＋税）
978-4-8299-0149-6

野池や湿地を代表する植物としてお馴染みのス
イレンは，園芸品種やアクアリウム向けの品種も
数多い。国内に自生するスイレン科の植物を中
心に識別点や開花時期，園芸品種の育て方を紹
介する。

海 藻ハンド
ブック

横浜康継／著
新書判　100頁　定価1,540円（本体1,400円＋税）
978-4-8299-8116-0

浜辺を歩いているときに出合うことの多い海藻
の名前がわかる。美しい押し葉標本と生態写真
による約150種を生育エリア別に紹介，多様な
海藻の世界を概観できる。食用にできる種類も
マークでわかり初心者に最適。

日本のランハンド
ブック ❶低地・低山編

遊川知久／解説
中山博史・鷹野正次・松岡裕史・山下 弘／写真
新書判　136頁　定価1,760円（本体1,600円＋税）
978-4-8299-8117-7

日本に自生するラン科植物約300種全種を生育
環境別に3分冊して刊行。第1巻では低地～低
山で見られる95種とその亜種・変種・品種・雑種
などを，最新の分類と情報，美しい写真で紹介す
る。ラン科植物分類表付き。

シ ダハンド
ブック

北川淑子／著　林 将之／スキャン写真
新書判　80頁　定価1,320円（本体1,200円＋税）
978-4-8299-0175-5

町中や近くの山でよく見かけるシダの基本50種
とその関連種，合わせて約80種を掲載。ページ
一杯に広がる葉の精細なスキャン画像と実物を
見比べながら見分けることができる。これから
シダを覚えようという方に最適。

イネ科ハンド
ブック

木場英久・茨木 靖・勝山輝男／著
新書判　146頁　定価1,980円（本体1,800円＋税）
978-4-8299-1078-8

身近な野草としてはもちろん，農業や園芸の有
用植物，もしくは雑草として知っておきたいイネ
科植物134種類を掲載。原寸大の花序スキャン
画像と各部の識別ポイントの拡大写真で構成し，
フィールドで実物と比較しながら見分けられる。

南のイネ科ハンド
ブック

茨木 靖・木場英久・横田昌嗣／著
新書判　120頁　定価1,980円（本体1,800円＋税）
978-4-8299-8135-1

大好評『イネ科ハンドブック』の第2弾！主に琉
球列島で見られるイネ科植物90種の名前が分
かる。各種に花序の原寸大スキャンと部分アッ
プ写真を多数掲載，巻頭には『イネ科ハンドブッ
ク』所収の種も含めた検索表も充実。
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ハンドブック

街なかの地衣類ハンド
ブック

大村嘉人／著
新書判　80頁　定価1,540円（本体1,400円＋税）
978-4-8299-8132-0

菌類と藻類が共生した生き物「地衣類」約60種
がわかるフィールド図鑑。都市の街路樹や人工
構造物など，身近に見られる種類に厳選し，識
別点や特徴を解説。巻頭には検索用色別一覧，
巻末には地衣類を使った実験も紹介。

里山の地衣類ハンド
ブック

柏谷博之・大村嘉人・文 光喜／著
新書判　136頁　定価1,980円（本体1,800円＋税）
978-4-8299-8155-9

『街なかの地衣類ハンドブック』の続編第2弾！
里山（海岸～低山地の市街地を除く地域）で見
られる地衣類（菌類と藻類の共生体）156種がわ
かるフィールド図鑑。各種に美しい写真と見分
け方を解説，ハイキングに最適。

草木染ハンド
ブック ウール染の植物図鑑

山崎和樹／著
新書判　128頁　定価1,760円（本体1,600円＋税） 
978-4-8299-8129-0

草木や野菜など，身近な材料（染料）100種で伝
統の「草木染」を楽しもう。材料の採集法や染め
方，染色技法を写真付きで紹介。草木染の歴史
も学べる。染色見本はよく使われる絹布だけで
なく，近年注目のウールも掲載。

野ばらハンド
ブック

御巫由紀／解説　大作晃一／写真
新書判　152頁　定価2,200円（本体2,000円＋税）
978-4-8299-8136-8

日本で見られる野生バラのすべて，全30種類を
掲載。花，蕾，果実の側面・断面，葉の表裏，托葉，
刺，生態と，ありとあらゆる角度から撮影した写
真で余すところなく紹介した。外来種や雑種も
含め野ばらのことならすべてがわかる。

ツツジ・シャクナゲハンド
ブック

渡辺洋一／解説　髙橋 修／写真
新書判　108頁　定価1,540円（本体1,400円＋税）
978-4-8299-8138-2

日本に自生するツツジ科ツツジ属全65種（変種
を含めると83種類）を写真で紹介。巻頭には検
索表や枝先のスキャン画像一覧，巻末には世界
や園芸のツツジ・シャクナゲの解説を収録，ツ
ツジ観察の楽しさが倍増！

ヤナギハンド
ブック

吉山 寛／解説　茂木 透／写真
新書判　176頁　定価2,530円（本体2,300円＋税）
978-4-8299-8131-3

日本産ヤナギのすべて30種とその主な雑種31
種類を掲載，識別がむずかしいヤナギを詳細に
解説した初の“ヤナギ図鑑”。各種の特徴が分
かる生態写真や部分アップ写真，線画を多用し，
類似種との比較が容易にできる。
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ハンドブック

昆虫の食草・食樹ハンド
ブック

森上信夫・林 将之／著
新書判　80頁　定価1,320円（本体1,200円＋税）
978-4-8299-0026-0

チョウの仲間を中心に，代表的な昆虫82種とそ
の食草・食樹68種がわかる。昆虫では成虫・幼
虫写真を，植物では生態写真と葉のスキャン画
像，必要に応じて樹皮や果実の写真を掲載し
た。昆虫探しに役立つ生活史カレンダー付き。

冬虫夏草ハンド
ブック

盛口 満／著　安田 守／写真
新書判　80頁　定価1,540円（本体1,400円＋税）
978-4-8299-0143-4

写真で紹介した初の冬虫夏草図鑑。比較的見つ
けやすい81種を発生する環境別に掲載。見つけ
方はもちろん，採取法や保存，培養法の情報は，
自宅での観察にも役立つ。近年の新知見を盛り
込んだ最新情報が満載。

昆虫の集まる花ハンド
ブック

田中 肇／文・写真
新書判　80頁　定価1,320円（本体1,200円＋税）
978-4-8299-0139-7

昆虫により花粉が運ばれる虫媒花を中心に，鳥
媒花も加えた142種の受粉方法を紹介。花と虫
の「つながり」に注目することで，フラワーウォッ
チングがさらに楽しくなる一冊。

朽ち木にあつまる虫ハンド
ブック

鈴木知之／著
新書判　88頁　定価1,540円（本体1,400円＋税）
978-4-8299-0140-3

朽ち木に集まる約150種の昆虫とその生態，朽
ち木をどのように利用しているかを解説。朽ち
木の生物多様性にスポットを当てた日本初の
フィールド図鑑。教材としても最適。

落ち葉の下の小さな生き物ハンド
ブック

皆越ようせい／著　渡辺弘之／監修
新書判　120頁　定価1,760円（本体1,600円＋税）
978-4-8299-8145-0

ミミズ22種をはじめ，落ち葉の下や土の中で見
つかるワラジムシ，トビムシ，ダニ，ヤスデ，カニ
ムシ，アリ，ササラダニの仲間など，169種の土
をつくる小さな動物がわかる図鑑。

土の中の小さな生き物ハンド
ブック

皆越ようせい／文・写真　渡辺弘之／監修
新書判　78頁　定価1,540円（本体1,400円＋税）
978-4-8299-2193-7

主に地表近くで観察される80種以上の生き物
を美しい写真で紹介。特徴, 生態, 分布などを
示した。また, 簡単な道具を使った採集方法な
ども解説。

虫こぶハンド
ブック

薄葉 重／著
新書判　82頁　定価1,320円（本体1,200円＋税）
978-4-8299-2178-4

植物に虫が寄生することで形成されるのが「虫
こぶ」。身近な植物に見られる126種の虫こぶ
を解説したユニークなフィールド図鑑。虫こ
ぶの形態に加え，虫こぶをつくる虫の生活様式
も記載。

オトシブミハンド
ブック

安田 守・沢田佳久／著
新書判　80頁　定価1,320円（本体1,200円＋税）
978-4-8299-1021-4

特異な形態と葉を巻いてつくる揺籃「落とし文」
で知られるオトシブミ。その日本産全21種と，
よく似た仲間のチョッキリ19種を掲載した。超
アップ成虫生体写真や葉を巻く植物の写真を
多数紹介。揺籃からの識別も可能。
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ハンドブック

水生昆虫②

タガメ・ミズムシ・アメンボハンド
ブック

三田村敏正・平澤 桂・吉井重幸／著　北野 忠／監修
新書判　132頁　定価1,760円（本体1,600円＋税）
978-4-8299-8152-8

水生のカメムシ目から91種掲載。①巻同様，生
きた状態で撮影した背面・腹面・側面・正面写真
と生育・生態環境写真を基本に構成，幼虫も多
数紹介。アップ写真による類似種の見分け方や
成虫と幼虫の写真一覧も収録。

水生昆虫①

ゲンゴロウ・ガムシ・ミズスマシハンド
ブック

三田村敏正・平澤 桂・吉井重幸／著　北野 忠／監修
新書判　176頁　定価1,980円（本体1,800円＋税）
978-4-8299-8151-1

水田をはじめとした農地や溜池，湿地，水路や
小川にすむ水生の甲虫162種を掲載。生きた状
態で撮影した背面・腹面・側面・正面写真により
立体的にイメージできる。幼虫も多数紹介し，
類似種の見分け方も充実した画期的図鑑。

水生昆虫③

ヤ ゴハンド
ブック

尾園 暁・川島逸郎・二橋 亮／著
新書判　120頁　定価1,760円（本体1,600円＋税）
978-4-8299-8161-0

日本産トンボ目全203種のうち，121種のヤゴ（終
齢幼虫）識別図鑑。精細な白背景写真，充実の
解説，識別部位の細密画，検索表，実物大ヤゴ
一覧に加え，成虫雌雄の写真と識別点も掲載。
自然学習や環境調査に最適な一冊。

新 カミキリムシハンド
ブック

鈴木知之／著
新書判　128頁　定価1,760円（本体1,600円＋税）
978-4-8299-8146-7

800種を超える日本産カミキリムシのうち，身近
な環境で見られる約180種を収録。成虫の生態
写真を中心に，卵，幼虫，蛹，生息環境なども掲
載。カミキリムシ探索のヒントになる，成虫の食
性や活動時間，幼虫のホスト植物も紹介。

ハムシハンド
ブック

尾園 暁／著
新書判　104頁　定価1,540円（本体1,400円＋税）
978-4-8299-8122-1

庭や公園，畑，森などに生育する身近な植物に
つくハムシ（葉虫）200種の識別図鑑。1cm未満
の小さな種が多いハムシを，深度合成による美
しい標本写真で紹介。実物大の写真一覧は検
索に便利。

バッタハンド
ブック

槐 真史／著
新書判　160頁　定価1,980円（本体1,800円＋税）
978-4-8299-8150-4

本州～九州に分布するバッタ上科（バッタやイ
ナゴ）の分類や生態を，文献や観察例を交えて
紹介。トノサマバッタなど主要な種では幼虫期
を若齢から解説。特徴を追いながら成虫や幼虫
を識別できる絵解き検索も掲載した。

テントウムシハンド
ブック

阪本優介／著
新書判　88頁　定価1,540円（本体1,400円＋税）
978-4-8299-8158-0

日本に生息するテントウムシ約120種の識別図
鑑。深度合成写真に識別点を簡潔に記し，種に
よっては卵や幼虫，蛹，斑紋のバリエーション，
解剖図も紹介。採集や観察のコツ，飼育方法な
ど，テントウムシが丸ごとわかる本。
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ハンドブック

セ ミハンド
ブック

税所康正／著
新書判　112頁　定価1,760円（本体1,600円＋税）
978-4-8299-8163-4

近年移入したタケオオツクツクを含む日本のセ
ミ33種を収録した識別図鑑。生きたセミの白背
景写真に識別点をわかりやすく示し，地域・鳴
き声・脱皮殻から探せる検索表も掲載。鳴き声
をネット上で再生できるQRコードつき。

ア リハンド
ブック 増補改訂版

寺山 守／解説　久保田 敏／写真
新書判　88頁　定価1,540円（本体1,400円＋税）
978-4-8299-8160-3

公園や庭，林などの身近な環境で見られるアリ
約80種を，迫力ある生態写真と識別点のわかり
やすい標本写真で解説。近年話題のヒアリなど
の侵略的外来アリ3種を加え，さらに一覧形式
で見やすい検索表も新しく収録した。

クワガタムシハンド
ブック 増補改訂版

横川忠司／著
新書判　128頁　定価1,980円（本体1,800円＋税）
978-4-8299-8159-7

離島産の種も含め，日本産クワガタムシを全種
紹介。標本写真により識別点を詳細に解説。最
新の知見を反映した分類の情報だけでなく，生
態や採集，飼育，撮影など，クワガタムシの観察
を楽しむノウハウを豊富に収録。

ハ チハンド
ブック

藤丸篤夫／著
新書判　104頁　定価1,540円（本体1,400円＋税）
978-4-8299-8125-2

多様な形態と生態をもつハチ類を，身近なもの，
目に付きやすいものを中心に107種収録。生態
写真を中心に，訪花や狩りの瞬間，幼虫や巣な
どハチのさまざまな写真を豊富に掲載。原寸の
標本写真一覧も収録。

新
訂水生生物ハンド

ブック

刈田敏三／著
新書判　80頁　定価1,540円（本体1,400円＋税）
978-4-8299-1179-2

身近な河川で観察できる約75種の水生生物を
紹介。識別ポイントがひと目でわかるように，
シャープな写真に矢印で識別ポイントを示し
た。生息している川の水質がわかる12段階のス
ケール付き。
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ハンドブック

イモムシハンド
ブック

安田 守／著　高橋真弓・中島秀雄／監修
新書判　100頁　定価1,540円（本体1,400円＋税）
978-4-8299-1079-5

庭や公園，道端，畑などに見られるチョウ・ガ類
の幼虫であるイモムシ226種がわかる。生態や
卵・幼虫・蛹・成虫など1,000点を超える写真が
充実。イモムシの横姿を並べた一覧表は検索に
便利。

イモムシハンド
ブック ❷

安田 守／著　高橋真弓・中島秀雄／監修
新書判　100頁　定価1,540円（本体1,400円＋税）
978-4-8299-8101-6

大好評イモムシハンドブックの続巻。巨大幼
虫ヨナグニサンをはじめ，前巻で紹介しきれな
かったイモムシを239種掲載。その形や色の多
様さ，精巧なつくり，驚くべき生態を余すところ
なく紹介。

イモムシハンド
ブック ❸

安田 守／著　高橋真弓・中島秀雄・四方圭一郎／監修
新書判　108頁　定価1,540円（本体1,400円＋税）
978-4-8299-8119-1

シリーズ第3弾！　「まだこんなにいたのか」と
思わせる日本全国の多種多様なイモムシを201
種掲載，全巻で計666種がわかる。その666種
の原寸大横姿を並べた巻頭の写真一覧は圧巻，
巻末には総索引も完備。

虫の卵ハンド
ブック

鈴木知之／著
新書判　136頁　定価1,760円（本体1,600円＋税）
978-4-8299-8106-1

野山や街中に生息する虫，約270種の卵を収録。
卵の色や模様，形態の面白さはもちろん，卵を
虫たちが巧みに隠す術なども紹介。成虫や幼虫，
卵を産み付ける植物の写真もあり，虫の卵を「探
す」「調べる」ヒントが満載。

繭ハンド
ブック

三田村敏正／著
新書判　112頁　定価1,540円（本体1,400円+税）
978-4-8299-8112-2

昆虫が幼虫から蛹になるときにつくる「繭」113
種がわかる。有名なカイコをはじめヤママユ，
ウスタビガなど美しくて有用性の高い繭から害
虫の繭や意想外な繭まで，多種多様な繭を紹介
した初めての繭図鑑。原寸大掲載繭一覧付き。
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ハンドブック

カタツムリハンド
ブック

武田晋一／写真　西 浩孝／解説
新書判　128頁　定価1,760円（本体1,600円＋税）
978-4-8299-8130-6

日本に800種が知られるカタツムリのうち約
150種を収録したフィールド図鑑。地域と大き
さ，殻の形と模様から調べられる実物大カタツ
ムリ一覧のほか，見つけ方や採集方法，飼育方
法も収録。入門書として最適。

海辺の

エビ・ヤドカリ・カニハンド
ブック

渡部哲也／著
新書判　104頁　定価1,540円（本体1,400円＋税）
978-4-8299-8118-4

干潟や海岸のエビ，ヤドカリ，カニの仲間を約
130種紹介。生きている時の色や細かい部位が
わかる手法で撮影した，識別に役立つ写真を全
種で掲載。カニのウェービングなどの面白い行
動もコラムで紹介した。

サンゴ礁のエビハンド
ブック

峯水 亮／著
新書判　144頁　定価1,760円（本体1,600円＋税）
978-4-8299-8110-8

ダイバーが観察しやすい海辺から水深30mく
らいまでを中心に，サンゴ礁域で観察できるエ
ビ266種を収録したダイバー必携のエビ図鑑。
美しい生態写真に加え，水深，体長などの詳細
なデータでエビが識別できる。

海辺で拾える貝ハンド
ブック

池田 等／文　松沢陽士／写真
新書判　96頁　定価1,540円（本体1,400円＋税）
978-4-8299-1024-5

タカラガイの仲間を中心に，海辺で拾える貝殻
約150種の，磨耗する過程や色の変異などを実
物大写真で示し，拾った貝を見比べて識別でき
る。生息環境や水深，拾える時期や場所，希少
種や外来種についてもわかりやすく解説。

声が聞こえる！カエルハンド
ブック

前田憲男／写真・文　上田秀雄／音声
新書判　80頁　定価1,540円（本体1,400円＋税）
978-4-8299-0148-9

日本産のカエルすべての声を，写真・解説とと
もに掲載した画期的図鑑。鳴き声に関する記述
を充実させ，野外で実際にカエルの声を聞くた
めに必要な情報が満載。
※音声の再生には専用の器械が必要です（在庫僅少）。

ハエトリグモハンド
ブック

須黒達巳／著
新書判　144頁　定価1,980円（本体1,800円＋税）
978-4-8299-8149-8

日本のハエトリグモ約100種の識別図鑑。雄，雌，
変異個体を白背景写真で掲載し，全種で類似種
と，その識別ポイントを詳細に解説。新種候補
や海外のハエトリグモ，生活史や面白い行動，
見つけ方も紹介。

クモの巣ハンド
ブック

馬場友希・鈴木佑弥・谷川明男／著
新書判　112頁　定価1,650円（本体1,500円＋税）
978-4-8299-8168-9　〈2021年5月下旬発売〉

獲物を捕らえるワナや住居として，クモが作る
網や穴といった構造物を「クモの巣」として紹
介。74パターンの巣・クモ約150種を掲載し，巣
によるクモの識別法のほか，獲物の捕らえ方を
わかりやすいイラストで紹介。

ク モハンド
ブック

馬場友希・谷川明男／著
新書判　112頁　定価1,650円（本体1,500円＋税）
978-4-8299-8128-3

屋内から林まで身近なクモを100種選び，識別
に役立つ白バック写真を雌雄で揃えて掲載し，
見つけやすさや暮らしぶりなどを解説。ユニー
クな生態やクモについての疑問に答えるコラム
など，初心者からクモ観察を楽しめる。
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ハンドブック

幼 魚ハンド
ブック

小林安雅／著
新書判　120頁　定価1,540円（本体1,400円＋税）
978-4-8299-8124-5

ダイビングやスノーケル，磯遊びの際に見られ
る幼魚200種を見分けるための図鑑。特徴がわ
かりやすい白バック写真に識別ポイントを付
け，成魚や一部の若魚の写真もともに掲載。

プランクトンハンド
ブック

淡水編
中山 剛・山口晴代／著
新書判　144頁　定価1,980円（本体1,800円＋税）
978-4-8299-8154-2

淡水中を浮遊して生活する微小生物（プランク
トン）のうち，藍藻を中心とした比較的大きなバ
クテリアから，ボルボックスや珪藻などの藻類，
ミジンコをはじめとする節足動物などを収録。

タナゴハンド
ブック

佐土哲也／文　松沢陽士／写真
新書判　80頁　定価1,540円（本体1,400円＋税）
978-4-8299-8100-9

日本のタナゴ類全種と亜種18種を掲載。美し
い水槽写真と識別に役立つ鮮明な標本写真，分
布，生活史など最新の研究成果を踏まえたわか
りやすい解説でタナゴのすべてがわかる。タナ
ゴ図鑑の決定版。

モグラハンド
ブック

飯島正広・土屋公幸／著
新書判　76頁　定価1,430円（本体1,300円＋税）
978-4-8299-8133-7

モグラ，ジネズミ，トガリネズミ，ハリネズミなど，
日本に生息するモグラの仲間（食虫目）全種掲載。
種の同定に欠かせない頭骨と歯の写真もすべて
紹介し，区別点を解説した。小さな地中生活者の
謎に迫る。

リス・ネズミハンド
ブック

飯島正広・土屋公幸／著
新書判　88頁　定価1,430円（本体1,300円＋税）
978-4-8299-8134-4

日本に生息するリスとネズミ（齧歯類）のすべて，
31種を掲載。身近にいながら見る機会の少ない
彼らの姿を，豊富な写真で紹介。野外で拾うこと
がある頭骨写真や識別に便利な検索表も充実。
見て使って楽しめる。

ウ ニハンド
ブック

田中 颯・大作晃一・幸塚久典／著
新書判　128頁　定価1,980円（本体1,800円＋税）
978-4-8299-8165-8

海岸で拾う可能性のある日本のウニ103種を殻
から識別できるハンディ図鑑。生態・分布域・生
息環境・識別ポイントをわかりやすく解説し, 美
しい殻のビジュアルを楽しみながらウニを見分
けられる。

天売島の自然観察ハンド
ブック

鳥と花の島
寺沢孝毅／著
新書判　88頁　定価1,320円（本体1,200円＋税）
978-4-8299-8102-3

8種類，100万羽の海鳥が繁殖する北海道天売
島。周囲12kmの小さな島には，他に類を見な
い貴重な自然が凝縮され，身近に観察すること
ができる。102種類の野鳥と30種類の花の図鑑
に加え，詳細な観察ポイントを紹介。
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ハンドブック

世界のカワセミハンド
ブック

大西敏一／著
新書判　80頁　定価1,320円（本体1,200円＋税）
978-4-8299-8120-7

世界のカワセミ類70種を紹介したハンドブック。
一般的なものからレアな種まで，バードウォッ
チャーに人気の高いカワセミ類を一堂に集めた。
色鮮やかで美しく，大きな嘴と愛らしい表情の鳥
たちを多数収録。

鳥の足型・足跡ハンド
ブック

小宮輝之・杉田平三／著
新書判　144頁　定価1,760円（本体1,600円＋税）
978-4-8299-8105-4

日本で見られる野鳥318種（亜種を含む）の足
型・足跡をすべて原寸大で掲載し，フィールド
で見つけた足跡の持ち主を探すための特徴を
解説。さまざまな足の形から見えてくる鳥の生
態をはじめ，足跡を見つけるコツなどを紹介。

外来鳥ハンド
ブック

川上和人／文　叶内拓哉／写真
新書判　80頁　定価1,540円（本体1,400円＋税）
978-4-8299-8103-0

日本で繁殖記録のある外来鳥61種を紹介。国
内外で撮影した写真と形態や生態の解説のほ
か，原産国や現在までの定着記録といった詳細
な分布情報を全種で掲載。外来鳥の歴史や生
態系への影響などのコラムも充実。

新
訂カ モハンド

ブック

叶内拓哉／著
新書判　96頁　定価1,540円（本体1,400円＋税）
978-4-8299-8104-7

日本産カモ（ガン，ハクチョウ類を含む）の写真
と識別ポイントを掲載。新版では，識別に役立
つ最新の写真を多数追加し，初心者にわかりや
すく，上級者にも役立つよう工夫。

タカ・ハヤブサ類飛翔ハンド
ブック

山形則男／著
新書判　96頁　定価1,540円（本体1,400円＋税）
978-4-8299-8141-2

タカの渡り観察愛好者のバイブル『ワシタカ類飛
翔ハンドブック』が，鳥の新しい分類に対応して
リニューアル。飛翔写真を豊富に揃え，観察しな
がら見比べられる使い勝手の良さはそのままに，
新しい写真を80点以上，情報量も増加。

危険生物ファーストエイドハンド
ブック

NPO法人 武蔵野自然塾／編

陸 編
新書判　132頁　定価1,760円（本体1,600円＋税）
978-4-8299-8147-4

海 編
新書判　96頁　定価1,540円（本体1,400円＋税）
978-4-8299-8148-1

野外で危険な生物に出会い，被害に遭ってし
まったとき，最初にすべき対処法「ファーストエ
イド」に着目。陸編では約120種，海編では約90
種の動植物を収録し，予防法も含め被害を軽減
するノウハウをまとめた。環境別の注意ポイン
トや傷痕からの検索，役に立つ道具一覧など，
応急処置に必要な情報を提供。スズメバチやク
ラゲなど代表的な危険生物では，実際に起きた
被害と取られた対応策をケーススタディとして
紹介した。

シギ・チドリ類ハンド
ブック

氏原巨雄・氏原道昭／著
新書判　66頁　定価1,320円（本体1,200円＋税）
978-4-8299-2185-2

野鳥のなかでも識別の難しいシギ・チドリ類を，
イラストで紹介するハンドブック。日本で見ら
れるシギ・チドリ類76種に加え，今後日本に飛
来する可能性の高い12種も紹介する。
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ハンドブック

酒 米ハンド
ブック 改訂版

副島顕子／著
新書判　104頁　定価1,540円（本体1,400円＋税）
978-4-8299-8153-5

酒造りのニーズや各地の風土に合わせて開発
されてきた酒米約150品種の系譜と特長を紹
介。品種名の由来や系統関係がわかる系譜図
から，品種開発のねらいが読み解ける。2012～
2017年に開発の新品種も収録。

日本の豆ハンド
ブック

長谷川清美／著
新書判　120頁　定価1,540円（本体1,400円＋税）
978-4-8299-8139-9

市場に出回らない貴重な豆から話題の豆まで，
全国各地から集めた在来豆を約200品種収録。
各豆の基礎情報（特徴，由来，食べ方）から，豆
にまつわる郷土食や伝統行事まで紹介した在
来豆の入門書。 

水 滴と氷晶
がつくりだす 空の虹色ハンド

ブック

池田圭一・服部貴昭／著　岩槻秀明／監修
新書判　88頁　定価1,320円（本体1,200円＋税）
978-4-8299-8114-6

虹や暈（かさ）など，空の光の現象を取り上げた
本邦初のハンディ図鑑。現象が起こる季節や時
間，その原因などもわかりやすく解説。写真を
目の前の現象と見比べ，現象の種類を素早く調
べることができる。

花 火ハンド
ブック

冴木一馬／著
新書判　80頁　定価1,320円（本体1,200円＋税）
978-4-8299-0184-7

大会プログラムなどに示された花火の名称「玉
名」から，花火が打ち上げられてから消えるま
での演出を読み取れるようになる本。ゆかたの
帯，胸元にはさめて携帯も容易なこの一冊で，
あなたも花火通になれる。

身近な妖怪ハンド
ブック

川村 易／著
新書判　80頁　定価1,320円（本体1,200円＋税）
978-4-8299-8107-8

妖怪を，特徴的な姿や性格，行動，出現場所など，
一般生物と同じ手法で分類した異色のイラスト
図鑑。身近な妖怪とその近縁種約160種を取り
上げ，分布，見られる時期，遭遇時の対処法など
を解説。

新 海 鳥ハンド
ブック

箕輪義隆／著　小田谷嘉弥／監修
新書判　104頁　定価1,980円（本体1,800円＋税）
978-4-8299-8166-5

日本近海で記録のあるミズナギドリ類，アホウ
ドリ類，ウミスズメ類，トウゾクカモメ類などに，
今後飛来が期待される未記録種を加えた92種
の海鳥を精密なイラストで紹介。海鳥図鑑の決
定版。

野鳥と木の実ハンド
ブック 増補改訂版

叶内拓哉／著
新書判　104頁　定価1,540円（本体1,400円＋税）
978-4-8299-8167-2

木の実をヒントに鳥を楽しむ本。鳥がよく食べ
る草の実も加えた改訂版。木の実93種，草の実
16種を掲載。実際の観察に役立つよう，木の実
は赤や黒などの色別に並べ，鳥が食べる時期と
実の色の変化を示す色変わりバーを掲載。
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ポケット図鑑

ポケット図鑑

身近な草花300 郊外
亀田龍吉／著
A6判　320頁　定価1,320円（本体1,200円＋税）
978-4-8299-8309-6

雑木林や自然公園，水辺や海辺など，都市郊外
でよく見られる草花300種がわかる。掲載は花
色別，美しい花の写真と絵合わせで名前が調べ
られる。識別ポイント・名前の由来などもわかり，
初心者が最初に手に取る1冊として最適。

ポケット図鑑

日本の淡水魚258
松沢陽士／著　松浦啓一／監修 
A6判　320頁　定価1,320円（本体1,200円＋税）
978-4-8299-8300-3

日本の川や湖沼に生息する淡水魚258種を収録。
誰でも識別できるように特徴となるポイントを中
心に解説し，種の特徴をよく表す生態写真を掲
載。

ポケット図鑑

日本の高山植物400
新井和也／著
A6判　320頁　定価1,320円（本体1,200円＋税）
978-4-8299-0118-2

日本に生育する高山植物約400種とその類似種
を掲載。1種につき3～4点の写真で紹介，花色
別にカテゴリを分け，植物の名前を簡単に見つ
け出せる入門図鑑。山登りでも荷物にならず，こ
の一冊で間に合う。

ポケット図鑑

日本の海水魚466 第2版
峯水 亮・松沢陽士／著
A6判　320頁　定価1,320円（本体1,200円＋税）
978-4-8299-8305-8

ダイビング中にごく普通に見られる海水魚466
種を取り上げ，成魚の生態写真を中心に色彩変
異や幼魚の写真を収録。ポケットサイズで最も
掲載種数の多い図鑑！

ポケット図鑑

日本のキノコ262
柳沢まきよし／著
A6判　320頁　定価1,320円（本体1,200円＋税）
978-4-8299-1171-6

身近なキノコ262種を紹介。生態写真だけでは
わからないキノコの断面やカサの裏側など，見分
けに役立つポイント写真を多数掲載。食毒につ
いても全種にマークを表示し，巻末ではキノコの
採り方，見つけ方，レシピなどを解説。

ポケット図鑑

日本の鳥300 改訂版
叶内拓哉／著
A6判　320頁　定価1,320円（本体1,200円＋税）
978-4-8299-8304-1

日本の主な野鳥300種をピックアップ。それぞれ
の特徴がよくわかる写真を大きく掲載，簡潔な解
説でわかりやすく紹介。夏羽・冬羽，雌雄の違い
まできちんとわかる。

ポケット図鑑

身近な草花300 街中
亀田龍吉／著
A6判　320頁　定価1,320円（本体1,200円＋税）
978-4-8299-8308-9

低地の都市圏を中心とした街中散歩でよく見ら
れる草花300種がわかる。掲載は花色別，美しい
花の写真と絵合わせして名前が調べられる。識
別ポイント・名前の由来などもわかり，初心者が
最初に手に取る1冊として最適。

ポケット図鑑

都市の樹木433
岩崎哲也／著
A6判　320頁　定価1,320円（本体1,200円＋税）
978-4-8299-1187-7

都市で街路樹や庭木として植樹されている樹木
を紹介。葉や花を目で見て識別する方法だけで
なく，匂いや手ざわりなどでも識別できるように
解説した。



14

ポケット図鑑
ポケット図鑑

日本の昆虫1400
槐 真史／編著　伊丹市昆虫館／監修

①チョウ・バッタ・セミ
A6判　320頁　定価1,320円（本体1,200円＋税）
978-4-8299-8302-7

②トンボ・コウチュウ・ハチ
A6判　320頁　定価1,320円（本体1,200円＋税）
978-4-8299-8303-4

調査データを基に選んだ「本当に野外で出会う
昆虫」を2巻あわせて約1,400種収録。生きた昆
虫を撮影した迫力ある白バック写真を採用し，
標本ではわからない昆虫の生きているときの色
や姿がわかる。
部分写真や線画を使った識別点のピックアップ
解説のほか，セミやトンボ，クワガタムシなど関
心の高い昆虫では特徴をたどりながら識別でき
る「絵解き検索」を多数掲載しており，60種以上
のセミやコオロギ類の鳴き声も収録。
※音声の再生には専用の器械が必要です（在庫僅少）。文一総合出版
ホームページ上で音声を聞くには，本書掲載のIDとパスワードが必要
です。

ポケット図鑑

なんでもハーブ284
山下智道／著
A6判　320頁　定価1,320円（本体1,200円＋税）
978-4-8299-8310-2

一般的な西洋ハーブはもちろん，身近な野草や
樹木も含め，ティー・料理・風呂・アロマ・染め物
などに利用するオリジナルレシピが満載！多彩
な利用例もわかる新しいハーブ図鑑。
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ネイチャーガイド

ネイチャーガイド

日本のウミウシ 第二版
中野理枝／著
A5判　544頁　定価6,050円（本体5,500円＋税）
978-4-8299-8410-9

日本近海で見られるウミウシ約1,400種を掲載し
た識別図鑑。最新の分類体系に準拠し，外部形
態（全体と，触角・鰓の形態と色彩）がよくわかる
生態写真を中心に，変異幅のある種は複数カッ
トを使って紹介。ウミウシファン必携の一冊。

ネイチャーガイド

日本のクモ 増補改訂版
新海栄一／著
A5判　408頁　定価6,050円（本体5,500円＋税）
978-4-8299-8405-5

日本のクモ図鑑の決定版とされた旧版をさらに
パワーアップ。分類の変更に対応，新規に約20
種を追加し，598種を収録。クモの探索や観察
に役立つ情報を大幅に増やした。 

ネイチャーガイド

琉球の樹木
奄美・沖縄〜八重山の亜熱帯植物図鑑
大川智史・林 将之／著
A5判　488頁　定価6,050円（本体5,500円＋税）

978-4-8299-8402-4

琉球でみられる樹木全種約650種を葉で見分け
る図鑑。最新分類に準拠し，検索表も完備，葉
のスキャン画像で葉っぱ1枚から名前が調べら
れる。巻末には島嶼別分布リストも付す。

ネイチャーガイド

日本のスゲ 増補改訂
勝山輝男／著
A5判　392頁　定価6,050円（本体5,500円＋税）
978-4-8299-8404-8

形態がよく似ているため識別が困難な日本産
のカヤツリグサ科スゲ類約300種類を写真で紹
介。ルーペで観察できる形態を鍵にした実践的
な検索表を付し，野外での識別を可能にする。
旧版に新種など約10種類追加。

ネイチャーガイド

日本の水草
角野康郎／著
A5判　328頁　定価4,180円（本体3,800円＋税）
978-4-8299-8401-7

日本の水辺植物の現状を示す生態図鑑。絶滅危
惧種からアクアリウムプランツまで，図鑑初収
録の外来種を含む約300種を掲載。分子系統解
析に基づくAPG分類体系に準拠，2014年6月指
定の特定外来生物リストに対応。

ネイチャーガイド

日本のトンボ 改訂版
尾園 暁・川島逸郎・二橋 亮／著
A5判　532頁　定価6,050円（本体5,500円＋税）
978-4-8299-8408-6

日本産トンボ全種（204種）を最新分類データに
基づき掲載。多数の生態・標本写真と詳細な解
説で紹介する。また，主な種類については幼虫

（ヤゴ）写真を，各科に識別ポイントの図解も付
し，確実に種が見分けられる。

ネイチャーガイド

日本の鳥550 水辺の鳥
増補改訂版
桐原政志／解説　山形則男・吉野俊幸／写真
A5判　368頁　定価3,960円（本体3,600円＋税）

978-4-8299-0142-7

2000年2月の初版に13種，140点あまりの写真
を追加。ミズナギドリ類やシギ・チドリ類，カモ
メ類を中心に，話題となった種類を新たに掲載。
国内最大級の野鳥図鑑。

ネイチャーガイド
新
訂日本の鳥550 山野の鳥
五百澤日丸・山形則男／解説
山形則男・吉野俊幸・五百澤日丸／写真
A5判　416頁　定価4,070円（本体3,700円＋税）

978-4-8299-8400-0

2012年9月に出版された『日本鳥類目録改訂第
7版』に準拠した新しい分類体系を採用，31種
を新たに追加した。計323種（＋外来種26種）
を収録。
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ネイチャーガイド
ネイチャーガイド

日本の水生昆虫
中島 淳，林 成多，石田和男，北野 忠，吉富博之／著
A5判　352頁　定価5,500円（本体5,000円＋税）
978-4-8299-8411-6

一生を水面や水中で暮らす「真の水生昆虫」を
対象に，ゲンゴロウなどのコウチュウ目とタガメ
などのカメムシ目で既知の全種に近い480種・亜
種を掲載。生時の美しさがわかる生体写真と識
別に役立つ新しい検索図を収録した。
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ハンドブック各種図鑑

鳴き声から調べる昆虫図鑑
おぼえておきたい75種 パソコン用CD付き
高嶋清明／著
A5判　112頁　定価3,300円（本体3,000円＋税）
978-4-8299-8812-1　〈付属の音声データCDはパソコン専用〉

スズムシやコオロギ，バッタ，セミなど，鳴く虫75
種の声がわかる図鑑。付属CDには180以上の声
を収録。鳴き声に特化した解説と，1種につき複
数収録された声により，誰でも手軽に虫たちの
声を覚えることができる。

野鳥手帳
「あの鳥なに?」がわかります！
叶内拓哉／著　水谷高英／イラスト
四六変形判　208頁　定価1,540円（本体1,400円＋税）
978-4-8299-7235-9

日本で見られる242種の野鳥を，イラストと写
真を使って紹介するハンディ図鑑。似ている野
鳥を見わけるための特徴はイラストで，実際の
見え方や生息環境は写真でチェックできる，は
じめての野鳥図鑑におすすめの一冊。

鳴き声から調べる野鳥図鑑
おぼえておきたい85種 パソコン用CD付き
松田道生／音声・文　菅原貴徳／写真
A5判　128頁　定価3,300円（本体3,000円＋税）
978-4-8299-8809-1　〈付属の音声データCDはパソコン専用〉

身近な野鳥85種の鳴き声がわかる図鑑。付属
CDにはさえずりや地鳴き，警戒の声など，250以
上の声を収録。解説も鳴き声に特化しているた
め，初心者でも野鳥の声を覚えることができる。

ヨーロッパ産

スズメ目の識別ガイド
ラーシュ・スベンソン／著　村田 健／訳
A5判　344頁　定価5,060円（本体4,600円＋税）
978-4-8299-1192-1 

膨大な標本調査，長年にわたる標識調査の経験
を集積した，スズメ目の鳥類の種・性・齢の識別
の手引き。日本産及び確認される可能性のある
148種を詳述。野外で野鳥の調査を行う人必携
のガイドブック。

奄美の野鳥図鑑
NPO法人奄美野鳥の会／編
B6判　336頁　定価2,750円（本体2,500円＋税）
978-4-8299-1017-7

ルリカケスなどの固有種のほか，渡り鳥や迷
鳥など，奄美群島で記録された野鳥を紹介。旧
図鑑から大幅増となる296種を掲載。詳細な
地図付きの探鳥地ガイドもあり，奄美でバード
ウォッチングを楽しむのに必携。

フィールド図鑑

日本の野鳥 第2版
水谷高英／イラスト　叶内拓哉／解説 
A5判変型　432頁　定価4,180円（本体3,800円＋税）
978-4-8299-8814-5

日本で記録のある野鳥657種（外来種22種も含
む）のイラストによる識別図鑑。雌雄や齢，季節
による羽衣の違い，飛翔や特徴的な生態を精細
なイラストで掲載。類似種との識別や行動など
の解説も充実。

オーストラリア

ケアンズ探鳥図鑑
松井 淳／著
A5判　352頁　定価5,500円（本体5,000円＋税）
978-4-8299-8811-4

カワセミ類やインコ類など魅力的な鳥が多く，
日本から行きやすいオーストラリア・ケアンズ
とその周辺で見られる野鳥約330種・探鳥地20
か所を紹介。写真は雌雄成幼など複数載せ，形
態・生態の解説（和英併記）も充実。

♪鳥くんの比べて識別！

野鳥図鑑670 第3版
永井真人／著　茂田良光／監修
A5判　400頁　定価4,400円（本体4,000円＋税）
978-4-8299-7231-1

日本で記録のある鳥類および移入種と，今後，
記録される可能性のある野鳥670種を掲載した
写真図鑑。2,800枚以上の切り抜き写真と，矢印
で示した識別ポイントの組み合わせにより，迷
うところをスッキリ解消。
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ハンドブック各種図鑑

木のタネ検索図鑑
同定・生態・調査法
小南陽亮・田内裕之・八木橋 勉／編著
A5判　304頁　定価4,950円（本体4,500円＋税）
978-4-8299-7205-2

森林調査の専門家が長年かかって作り上げた
検索表で，親木から離れたタネの名前がわか
る！ バラエティに富んだ約370種のタネを拡大
写真で掲載。森林や生態系の再生に取り組むう
えで重要なタネの知識をこの一冊にまとめた。 

花からわかる野菜の図鑑
たねから収穫まで
亀田龍吉／著
A5判　112頁　定価1,540円（本体1,400円＋税）
978-4-8299-7211-3

野菜と果物約90種の花と成長の様子がわかる
図鑑。ふだん食べている野菜がどんな花を咲か
せ，どんな生活を送っているのかがわかる。ト
ウガラシやジャガイモ，ダイコンなど，多様な品
種も収録。

日本産ハナバチ図鑑
多田内 修・村尾竜起／編　A5判 
480頁　上製　定価13,200円（本体12,000円＋税）
978-4-8299-8842-8

花粉媒介を通じて植物の種子生産に重要な役
割を果たすハナバチ類。日本に分布する全389
種の形態を5,000点以上の写真で紹介。識別の
ポイントとなる特徴を精選，類似種と比較しな
がら確認できる初めての図鑑。

図
説日本のユスリカ
日本ユスリカ研究会／編　A5判
356頁　上製　定価13,200円（本体12,000円＋税）
978-4-8299-1172-3

環境調査で採集されるユスリカ科昆虫約330
種の形態を，最新の知見に基づき詳述し，種ま
での検索を可能にした。また，線画と観察像の
比較の便宜のため，重要な形質の顕微鏡像をカ
ラーで掲載。

高尾山全植物
草・木・シダ 1500種
山田隆彦／著
新書判　280頁　定価2,530円（本体2,300円＋税）
978-4-8299-8510-6

高尾山で見られる植物約1,500種すべてがわ
かる。科の和名の五十音順に配列し，各種を2
点の写真と見分けのヒントとなる要点解説で1
ページ6種ずつ紹介。リスト表示化によりフィー
ルドでの調べやすさを追求した。

列島自然
め  ぐ  りここが見どころ日本の山
地形・地質から植生を読む
小泉武栄・佐藤 謙／著
新書判　224頁　定価2,420円（本体2,200円＋税）
978-4-8299-8802-2

山登りが好きな方，自然が好きな方に最適！　
日本全国から自然が楽しめる個性豊かな山，約
100カ所を紹介。山の自然の成り立ちを新しむ
知的登山のススメ。

列島自然
め  ぐ  り日本一の巨木図鑑
樹種別日本一の魅力120
宮 誠而／写真・解説
新書判　256頁　定価2,420円（本体2,200円＋税）
978-4-8299-8801-5

どの種類ではどの巨木が日本一なのか…。7年
の歳月をかけ800本以上を実測，ついに完成を
見た樹種別日本一がわかる初の巨木図鑑。日本
一と呼ぶにふさわしい巨木120本厳選！

列島自然
め  ぐ  り日本の地形・地質
見てみたい大地の風景116
北中康文／写真　斎藤 眞・下司信夫・渡辺真人／解説
新書判　288頁　定価2,420円（本体2,200円＋税）
978-4-8299-8800-8

奇岩からジオパークまで，日本全国116カ所の
代表的地形・地質を，ベテラン自然写真家と第
一線の研究者が具体的に紹介。基本的な知識
が身につく，地形・地質観察ガイド。
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ハンドブック各種図鑑

美しい海の浮遊生物図鑑
若林香織・田中祐志／著　阿部秀樹／写真
A5判　180頁　定価2,640円（本体2,400円＋税）
978-4-8299-7221-2

海の浮遊生物250種類以上を掲載した世界初
の写真図鑑。クラゲ，巻貝の幼生，イカとタコ，
エビ，カニ，仔魚と稚魚，放散虫，有孔虫など，浮
遊生活を送る多様で多彩な生物を高精細な美
しい生態写真と共に紹介。

フィールド図鑑

日本のウミウシ
中野理枝／著
A5判　144頁　定価2,200円（本体2,000円＋税）
978-4-8299-7228-1

日本近海で見られるウミウシ340種の識別図鑑。
識別に役立つ生態写真と，ウミウシ研究の第一
人者による簡潔・平易な解説で，多様で多彩，そ
して美しいウミウシがわかる。ウミウシの名前
を知りたいビギナー必携の一冊。

世界のカメ類
大谷 勉／著　川添宣広／編・写真
A5判　320頁　定価4,950円（本体4,500円＋税）
978-4-8299-7224-3

現生のカメ類約300種を紹介した「カメの図鑑」。
形態・生態の特徴のほか，ペットとして流通す
る種については飼育方法も記載。動物園などで
長年，爬虫類飼育・繁殖に携わってきた著者な
らではのエピソードも豊富。
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ハンドブック大型図鑑

日本産カエル大鑑
松井正文／解説　前田憲男／写真　A4判変形
272頁　上製・函入　定価29,700円（本体27,000円＋税）
978-4-8299-8843-5

『日本カエル図鑑』約20年ぶりの大幅改訂！
DNA解析による最新の分類に準拠し，記載も
大幅に加筆。2000年以降に発表された新種や
外来種も収録。成体だけでなく，卵・幼生・幼体
の写真も全種掲載。旧版同様，解説は英文併記。

岐阜県植物誌
岐阜県植物誌調査会／編著
A4判　968頁　定価13,200円（本体12,000円＋税）
978-4-8299-8806-0

岐阜県に自生する維管束植物のほぼすべて
2,359を網羅した最新の植物データ集。16年を
超す歳月をかけて専門家たちが標本や生育地
を調査した結果をまとめた。植物研究や環境調
査など，基礎データとして必須。

日本ラン科植物図譜
中島睦子／著　大場秀章／監修　A4判変形 
408頁　上製・函入　定価27,500円（本体25,000円＋税）
978-4-8299-8820-6

日本産ラン科植物全種の形態を，精密な標本画
で紹介。世界的に活躍する標本画家が，国立科
学博物館，各大学などに収蔵された確実な標本
を精査，ラン科植物を形態から整理。

原寸大写真図鑑 羽
増補改訂版
叶内拓哉・高田 勝／著　A4判変形
368頁　上製・函入　定価22,000円（本体20,000円＋税）
978-4-8299-8844-2

約14年ぶりの増補改訂版。日本で見られる281
種の鳥の羽をすべて原寸大の写真で収録。旧版
に載っていた種も羽の部位や枚数を大幅に増加
して撮り直した。色調の正確性にもこだわって
印刷し，羽の美しさや精巧さがよくわかる1冊。

日本水草図鑑
角野康郎／著　A4判変形
180頁　上製・函入　定価16,500円（本体15,000円＋税）
978-4-8299-3034-2

淡水（汽水域を含む）産のシダ植物以上の水草
（狭義）約200種を対象に，生育環境，形態，分布
に関する記述を加え，その種の同定に役立つ情
報を盛り込んだ。各部分のカラー写真も豊富。
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写真集

ブナと語る 増井 治 写真集

25×26㌢　96頁　上製　定価3,190円（本体2,900円＋税）
978-4-8299-7906-8

隔月刊「風景写真」誌（風景写真出版）コンテス
トテーマ「樹」の部で年間最優秀賞を受賞した
福島県いわき市生まれのカメラマンが，ブナの
聲を聞き，ブナと語り合うように一カットずつ
丁寧に撮影した写真集。

彩
い ろ

あわせ 美しい四季をつづる
林 惣一 写真集

25×26㌢　96頁　上製　定価3,080円（本体2,800円＋税）
978-4-8299-7903-7

郷里の会津と関東近郊の自然が作り出す，眩い
色彩や四季折々の情景が美しい一冊。

富士山 雲の変幻Ⅱ
竹内トキ子 写真集

25×26㌢　96頁　上製　定価3,080円（本体2,800円＋税）
978-4-8299-1134-1

移り変わる雲の中から，非常に珍しい彩雲や笠
雲に彩られた富士山を，天気図とともに紹介。

桜
は な

もよう 米 美知子 写真集

25×26㌢　108頁　上製　定価3,850円（本体3,500円＋税）
978-4-8299-7910-5

南北に長い日本列島の桜前線は，1月下旬の沖
縄から始まり，5月下旬の北海道に達するまで
約4ヶ月間も楽しむことが出来る。これほど日
本人が開花を喜ぶ花は他に無いでしょう。 

青い森
し ん わ

話 米 美知子 写真集

25×26㌢　96頁　上製　定価3,300円（本体3,000円＋税）
978-4-8299-2107-4

「前田真三賞」「日本フォトコンテスト年度賞1
位」など，ネイチャーフォト界で活躍する情景
写真家，米 美知子が，八甲田の美しい自然を大
胆に表現。著者のデビュー作品となる写真集。 

裏丹沢 命育む水源の四季
新井完夫 写真集

25×26㌢　96頁　上製　定価3,080円（本体2,800円＋税）
978-4-8299-7900-6

滝の凍結や降雪など冬季の景観に優れた裏丹
沢の，かけがえのない大自然を堪能できる。

美写炯
け い ぜ ん

然 自然の瞬間
前川彰一 写真集

25×26㌢　96頁　上製　定価3,190円（本体2,900円＋税）
978-4-8299-7904-4

写団薬師の主宰者として充実の15年。四季折々
の美しい輝きを繊細に切り取った作品。

樹木粲
さ ん さ ん

粲 前川彰一 写真集

25×26㌢　96頁　上製　定価3,080円（本体2,800円＋税）
978-4-8299-1168-6

写団薬師（自然風景写真教室）の主宰としてア
マチュア指導にも定評のある前川彰一が贈る
至高の作品集。
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写真集

ケイマフリ Spectacled Guillemot
天売島の紅い妖精
寺沢孝毅／著
AB判　80頁　定価2,200円（本体2,000円＋税）
978-4-8299-7909-9

貴重な生態写真を多数用いて，北海道の天売島
で暮らすケイマフリの情熱的でかわいらしい求
愛シーンを中心に，日常の生活を紹介。巻末に
はケイマフリの詳しい生態解説付き。

ちいさな生命のなかまたち
後藤文嗣 写真集

AB判　88頁　定価2,200円（本体2,000円＋税）
978-4-8299-1183-9

豊かな自然の中で，懸命に生きる野鳥たちの姿
をとおして，自然環境の大切さ，保護を訴える
写真集。

彩
さ い

の国 安らぎの里山
荒川利夫 写真集

20×22.5㌢　96頁　定価2,420円（本体2,200円＋税）
978-4-8299-7901-3

埼玉県中部～西部の里山をテーマに，生き物と
調和した人々の暮らしに焦点を当てた写真集。

彩
い ろ

の記憶 自然風景に魅せられて
榎本康子 写真集

20×22.5㌢　96頁　定価2,420円（本体2,200円＋税）
978-4-8299-0080-2

自然に魅せられ，北海道から屋久島までハード
な撮影を続けた女性カメラマンの作品集。

信州光彩 須ヶ原光弘 写真集

A4判横　100頁　上製
定価3,960円（本体3,600円＋税）
978-4-8299-0079-6

上高地，美ヶ原，霧ヶ峰などの美しい風景と，珍
しい動植物に光を当てた写真集。

SUNDAY MORNING
ウミウシのいる休日
鍵井靖章／写真　中野理枝／文
20×22.5㌢　108頁　定価2,860円（本体2,600円＋税）
978-4-8299-7915-0

水中写真家・鍵井靖章とウミウシ研究者・中野
理枝のコラボによるウミウシ写真集。美しい色
と模様，特徴的な形が魅力のウミウシの写真集。
独特の色や構図を堪能しながら，ウミウシの色
や形の不思議，おもしろい生態もわかる一冊。

MOMENT 喜多規子 写真集

25×26㌢　96頁　上製
定価3,300円（本体3,000円＋税）
978-4-8299-7916-7

季節や天候や時間帯によって刻々と変化を見
せてくれる自然の風景。そんな毎回違った出
合いを求めて日本各地を駆け巡り，最高の瞬間

『MOMENT』を切り撮った作品集。
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写真集

ほっこり鳥日和
叶内拓哉 写真集

15×15㌢　112頁　定価1,650円（本体1,500円＋税）
978-4-8299-7918-1

野鳥写真家・叶内拓哉氏の，日本にすむかわい
い鳥やきれいな鳥の「ほっこり」する写真を厳
選した本。よく見る小鳥からふだんは精悍な猛
禽類のひょうきんな姿まで，約80種を掲載。美
しい花と鳥の姿に，きっと癒やされるはず。

鴛
お し

 鴦
ど り

 福田俊司 写真集

A4判変形　112頁　上製
定価4,070円（本体3,700円＋税）
978-4-8299-7911-2

オシドリの四季の暮らしにおける天敵との遭
遇，恋の駆け引き，そして至難とも思える巣立
ちの瞬間の撮影にも成功。さらにロシアの雄大
な自然のなかのオシドリの姿も紹介。

山の花便り
坂本健三／写真　坂本艶子／文
A4判変形　214頁　定価5,500円（本体5,000円＋税）
978-4-8299-7905-1

フィルターやストロボは一切使用せず，原則「手
持ち」で撮影した，夫婦で記した山の花たちと
の交友録。

らいちょう ころころ
立山室堂のライチョウ親子　戸塚 学 写真集

15×15㌢　64頁　定価1,320円（本体1,200円＋税）
978-4-8299-7912-9

立山室堂で暮らすライチョウ親子の1年を追っ
た写真集。春の求愛や子育ての様子など，心あ
たたまる撮り下ろし作品を多数収録。ライチョ
ウにまつわる疑問にも答える。

やまがら ちょこちょこ
山田芳文 写真集

15×15㌢　64頁　定価1,320円（本体1,200円＋税）
978-4-8299-7914-3

身近な公園などで見られる，ちっちゃくてかわ
いいヤマガラの初写真集。春の桜や初夏の新緑，
秋の紅葉，冬の雪景色など，“ヤマガラがいる風
景写真”を中心に，ヤマガラがかいま見せる一
瞬の表情を撮した作品を多数掲載。

コバルトブルー
の宝石　　  翡

カ ワ セ ミ

翠 前川彰一 写真集

15×15㌢　72頁　定価1,320円（本体1,200円＋税）
978-4-8299-7917-4

公園の池や河川など身近な水場に現れると，そ
の美しいコバルトブルーの姿と水中にダイブす
る華麗なハンティングで人々を魅了するカワセ
ミ｡ その暮らしを，求愛や交尾，3羽の幼鳥の成
長などを通じて紹介する写真集。

インコのびのび  オカメインコ・
セキセイインコのオーストラリア野生生活
岡本勇太 写真集
15×15㌢　80頁　定価1,650円（本体1,500円＋税）
978-4-8299-7913-6

ペットとして人気のオカメインコとセキセイイ
ンコは，野生でどんな暮らしをしているのか。
オーストラリアの乾燥地帯でのびのびと生き
るオカメ・セキセイの子育てや巨大な群れなど，
ユニークで野生味のある姿をとらえた写真集。
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一般図書

日本の外来魚ガイド

松沢陽士／写真・図鑑執筆　瀬能 宏／監修・解説執筆
A5判　160頁　定価3,520円（本体3,200円＋税）
978-4-8299-1013-9

日本の野外で実際に見つかっている外来魚を
すべて取り上げ，国内分布や原産地，形態と生
態の解説に加え，在来種への影響や移殖史も
紹介する。種の同定に必要な標本写真を豊富
に使用。

世界のメダカガイド

山崎浩二／著
A5判　192頁　定価3,080円（本体2,800円＋税）
978-4-8299-0179-3

個性溢れるメダカの仲間たちを美しい写真で
紹介。あらゆる環境に適応した彼らは不思議な
生態をもち，観賞魚としても人気がある。奥の
深いメダカワールドが堪能できる。

猫の鳥談義
四代目 江戸家猫八／著
四六判　224頁　定価1,760円（本体1,600円＋税）
978-4-8299-7101-7

日本鳥類保護連盟の機関誌「私たちの自然」で
連載された人気バードウォッチング・エッセイが
一冊の本に。ウグイスや動物などの声帯模写を
得意とした演芸家が，探鳥旅行のエピソードな
どをユーモアたっぷりに綴った。

野鳥の記録 与那国島
2002年3月〜2007年1月の678日間の観察記録
宇山大樹／著
B5判　224頁　定価3,960円（本体3,600円+税）
978-4-8299-1193-8

日本最西端の島，沖縄県与那国島での678日間
の野鳥観察記録データ集。いつ，どこで，どんな
鳥が何羽観察できたか，種類ごとの詳細な記録
を収録。

俳句と詩歌であるく鳥のくに
風信子／著　中野泰敬・戸塚 学／写真
A5判　192頁　定価2,420円（本体2,200円＋税）
978-4-8299-0128-1

万葉集や新古今和歌集に収録された鳥の歌を
はじめ，在原業平，松尾芭蕉，与謝蕪村，夏目漱
石，正岡子規，石川啄木といった錚々たる人た
ちの作品を収録。歌人，文人たちの詠んだ「とり
の世界」を紹介する。

東京湾にガンがいた頃
鳥・ひと・干潟 どこへ
塚本洋三／著
A5判　184頁　上製　定価1,980円（本体1,800円＋税）
978-4-8299-0023-9

古き良き時代の鳥と人との付き合い方を古いモ
ノクロ写真とともに振り返りながら，今の世の
中，そして未来に向けた自然と人との関係を考
えさせられる一冊。
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自然観察のポイント
生態系と生物多様性を五感でとらえる
桜谷保之／著
A5判　160頁　定価2,200円（本体2,000円＋税）
978-4-8299-7215-1

葉っぱを食べる毛虫は本当に害虫？ ジャム用の
安いイチゴと贈答用の高いイチゴを比べてみた
ら？ 身のまわりの観察で生物多様性や生態系へ
の理解を深め，思考力を育てよう。教室でも活用
できるアイデア集。

決断科学のすすめ
持続可能な未来に向けて， 
どうすれば社会を変えられるか？

矢原徹一／著

四六判　384頁　定価2,640円（本体2,400円＋税）
978-4-8299-7106-2

運が左右する社会において，さまざまな局面で
よりよい決断を下すために必要な知識とは？ 科
学の知見で答える。

北極と南極
生まれたての地球に息づく生命たち
田邊優貴子／著
A4判変形　120頁　定価2,640円（本体2,400円＋税）
978-4-8299-7209-0

新進気鋭の極地研究者が実際にフィールドで
見て，感動した極地の生き物たちを紹介。北極
に広がる花畑，氷上を闊歩するペンギン，氷に
閉ざされた湖底に広がる森など，極地ならでは
の美しい世界をたっぷりと収録した一冊。

きのこのき
きになるきのこのきほんのほん
新井文彦／著
A5判　136頁　定価1,760円（本体1,600円＋税）
978-4-8299-7208-3

食べるだけじゃもったいない！ 見て楽しむ美
しききのこの世界へご案内。とっておきの美し
い写真とわかりやすい文章できのこの魅力を
たっぷり紹介。これからはじめる人のきのこ入
門書。

虫とツーショット
自撮りにチャレンジ！虫といっしょ
森上信夫／写真・文
B5判変形　40頁　定価1,320円（本体1,200円＋税）
978-4-8299-7908-2

著者自身がモデルとなって，家族や友達とプリ
クラ写真を撮る感覚で，チョウやクワガタムシと
いった人気の虫から嫌われ者のヤブ蚊までツー
ショット写真に挑戦。身近な場所で自然との一
体感が味わえる楽しさを写真で伝える。

カブトムシゆかりの虫
む し か つ

活！
虫と私の○○な生活
カブトムシゆかり／著
四六判　128頁　定価1,760円（本体1,600円＋税）

978-4-8299-7207-6

虫のことを楽しく知りたい，親しみたい。根っ
からの虫好きで知られる著者が，少女時代から
現在にいたる虫との付き合い方，見方など，虫
との楽しいの過ごし方を紹介します。

植物なんでも事典
柴田規夫／著
B5判　304頁　定価4,180円（本体3,800円＋税）
978-4-8299-6532-0

植物の形態，分類，生理，生態，文化・人とのか
かわり，環境やほかの生物とのかかわりに関す
る用語の定義，観察のポイントを豊富な写真と
共に解説。環境学習や自然体験のヒントが満載
の，新しい植物事典。
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ヒマラヤの青いケシとその　　
仲間たち

メコノプシス栽培への挑戦
続木忠治／著
四六倍判　128頁　上製　定価3,080円（本体2,800円＋税）
978-4-8299-0182-3

困難とされるメコノプシスの栽培に成功し，つ
いに咲かせることができた全19種の貴重な写
真を紹介。変わり花や生長過程など，栽培にま
つわる話題も満載。

生
い の ち

命の湖 琵琶湖をさぐる
滋賀県立琵琶湖博物館／編
A5判　224頁　定価1,760円（本体1,600円+税）
978-4-8299-1191-4

はるか古代より連綿と変化を続けながら周辺環
境を形成してきた日本最大の湖，琵琶湖。琵琶
湖研究の中心機関である滋賀県立琵琶湖博物
館の学芸員が，湖国の自然と歴史にまつわる95
の話題を紹介。

生き物と共存する

公園づくりガイドブック
神保賢一路／著
A5判　144頁　定価1,980円（本体1,800円＋税）
978-4-8299-0131-1

実際の現場で撮影された生き物たちの写真を
ふんだんに盛り込みながら，ボランティアでで
きる自然豊かな公園づくりを目指す初めての入
門書。

よみがえれアサザ咲く水辺
霞ヶ浦からの挑戦
鷲谷いづみ・飯島 博／編
A5判　232頁　定価2,090円（本体1,900円＋税）
978-4-8299-2136-4

霞ヶ浦を中心に展開されている，流域全体の環
境復元を目指す市民運動「アサザプロジェク
ト」。活動の現場に立つ人々の声を伝える。

自然写真の教科書②

生き物の決定的瞬間を撮る
野鳥・昆虫・哺乳類・魚類・植物の撮影テクニック
日本自然科学写真協会（SSP）／監修
B5判　128頁　定価2,420円（本体2,200円＋税）

978-4-8299-7223-6

動体に対する高速AF，秒60コマの高速連写，
シャッター全押し前後の画像を撮影できる機能
などを駆使し，生物の決定的瞬間を撮影するテ
クニックを紹介する撮影ガイド。

自然写真の教科書①

超拡大で虫と植物と鉱物を撮る
超拡大撮影の魅力と深度合成のテクニック
日本自然科学写真協会（SSP）／監修
B5判　128頁　定価2,640円（本体2,400円＋税）

978-4-8299-7217-5

自然科学写真で注目を浴びている深度合成をは
じめとした，超拡大撮影のテクニックを紹介する
撮影ガイド本。拡大撮影のスペシャリストが，超
拡大撮影のための機材や撮影方法を紹介。

ダーウィン著作集
第3巻 植物の受精
チャールズ・ダーウィン／著　矢原徹一／訳
A5判　448頁　上製　定価6,050円（本体5,500円＋税）
978-4-8299-0123-6

30科・57種の植物で交配実験をくり返し，自家
受粉由来と他家受粉由来の植物の成長，種子生
産などを比較した結果から，外交配の意義を考
察した著作を全訳。

別巻 現代によみがえるダーウィン
長谷川眞理子・三中信宏・矢原徹一／著
A5判　264頁　上製　定価3,080円（本体2,800円＋税）
978-4-8299-0120-5

没後130年を経てなお生き続ける斬新なその洞
察とアイデアに満ちた著作を読み解く。
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原種の花たち1 チューリップ
ヨーロッパ・アジア9カ国紀行
冨山 稔 ／著
四六判　128頁　定価1,540円（本体1,400円+税）
978-4-8299-7222-9

海外に自生する原種チューリップをまとめた1
冊。世界中を旅してきた植物写真家が，各地で
出会った約40種類の野生種を収録。園芸種と
は違った野趣あふれるチューリップの写真が満
載。品種改良に関するコラムも充実。

原種の花たち2 青いケシ
メコノプシス
冨山 稔 ／著
四六判　128頁　定価1,980円（本体1,800円+税）
978-4-8299-7230-4

“天空の幻の花”とも呼ばれる青いケシ・メコノ
プシス47種を紹介した写真図鑑。中国・ヒマラ
ヤなど，標高4,000メートルの高地に咲き，花好
きなら誰もが憧れる青いケシを30年以上追い
求めた成果の集大成。

季節と　　　　
フィールドから 鳥が見つかる
1年で240種の鳥と出会う
中野泰敬／著
A5判　112頁　定価1,760円（本体1,600円＋税）
978-4-8299-7220-5

バードウォッチング・ツアーのガイド歴30年の著
者が，240種類の野鳥の「見つけ方」を解説。野
鳥が見やすい場所を季節ごとに取り上げ，種ご
とに詳しく探し方のポイントを解説。

Zooっとたのしー！動物園
小さい耳にはワケがある！大きな角には意味がない？
小宮輝之／著
A5判　136頁　定価1,980円（本体1,800円＋税）
978-4-8299-7219-9

動物を深く楽しく観察するためのガイドブック。
体の形や行動，見所を独自の目線でわかりやす
く解説。動物園でずっと働いてきた著者だから
こそのエピソードや秘蔵写真も多数掲載。調べ
学習や動物園に行く前の予習にも。

どんどん虫が見つかる本
虫を楽しむ！365日
鈴木海花／著　尾園 暁／写真
A5判　120頁　定価1,760円（本体1,600円+税）
978-4-8299-7218-2

各分類群ごとに，虫が見つかる場所と時期，時
間帯，探し方のポイントを解説。第一線で活躍
する研究者と写真家7名が，長年の経験に裏打
ちされた「虫の見つけ方」と「観察ポイント」を
余すことなく伝授。

イモムシの教科書
安田 守／著
四六判　 224頁　定価1,980円（本体1,800円＋税）
978-4-8299-7108-6

イモムシファンなら誰しも抱く疑問，不思議，誤
解など，『イモムシハンドブック』の著者が貴重
な写真を豊富に交えつつ楽しく解説するイモム
シ本。イモムシの見方・楽しみ方がこの1冊でわ
かる。

ミクロの自然探検
身近な植物に探る驚異のデザイン
矢追義人／著
A5判　144頁　定価1,980円（本体1,800円+税）
978-4-8299-1129-7

見慣れた植物でも，ミクロの目線で観察すれば
新しい発見がある。身近な植物の驚異の造形に
隠された生態を紹介するエッセイ。
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絶滅危惧の野鳥たち
大室 清／画集
A5判　112頁　定価2,420円（本体2,200円＋税）
978-4-8299-7919-8

環境省のレッドリストで「絶滅危惧IA類」「絶
滅危惧IB類」「絶滅危惧II類」に指定された日
本の絶滅危惧の鳥類98種を描いた画集。

飛べ！ムササビ
観察のポイントからフィールドサインまで
熊谷さとし／著
A5判　112頁　定価1,760円（本体1,600円+税）
978-4-8299-7229-8

里山を代表する動物・ムササビの生活，食べ物，
繁殖行動など，36年の観察からわかった新発見
を大公開。滑空の方法や寿命，視野，モモンガと
の違いなど，ムササビにまつわる疑問にも答え
る。

ツキノワグマのすべて
森と生きる。
小池伸介／著　澤井俊彦／写真
A5判　128頁　定価1,980円（本体1,800円+税）
978-4-8299-7232-8

日本の森に暮らすツキノワグマの知られざる生
態に，迫力の生態写真と最新の研究が迫る。骨
格・五感・形態など身体能力，何を食べ，どこで寝
て，1日・1年をどのように過ごすのかといった生
態を，誰も見たことがない生態写真と共に解説。

見つけて検索！
日本のカエルフィールドガイド
カエル探偵団／編　柗島野枝・藤田宏之・
吉川夏彦・岩井紀子・中津元樹・福山欣司／著
A5判　88頁　定価1,320円（本体1,200円+税）

978-4-8299-7226-7

日本産のカエル全48種の見分けかた，探しかた
を紹介したフィールドガイド。Yes/Noチャー
トで種名を絞り込む画期的な検索表を掲載，各
種図鑑も収録した充実の入門書。
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チャワンタケ・アミガサタケ
観察ガイド
井口 潔／著　忽那正典／写真
A5判　184頁　予価2,640円（本体2,400円＋税）
978-4-8299-7234-2　〈2021年6月発売予定〉

観察会等でよく見つかるのに，あまり図鑑に
載っていなかった盤菌類のきのこ約170種を顕
微鏡的な特徴も含めて紹介。

鳥のフィールドサイン観 察
ガイド

箕輪義隆／著
A5判　144頁　定価2,200円（本体2,000円＋税）
978-4-8299-7214-4

羽毛や足跡，古巣など，鳥の生活の痕跡「フィー
ルドサイン」を楽しむための日本初のガイド。
採集や保存方法のほか，フィールドサインから
推理できる鳥の生態も解説。「見る・撮る」とは
違う，鳥観察の楽しみ方を提案する。

手すりの虫観 察
ガイド

公園・緑地で見つかる四季の虫
とよさきかんじ／著
A5判　144頁　定価1,980円（本体1,800円＋税）
978-4-8299-7227-4

カンタン・気軽に虫を発見できる場所，それが
「手すり」！ 公園や緑地の手すり周辺にいる約
250種の虫を季節ごとに検索でき，識別ポイン
トや虫のおもしろストーリーも満載。近場の虫
観察がより楽しくなる。

虫のしわざ観 察
ガイド

野山で見つかる食痕・産卵痕・巣
新開 孝／文・写真
A5判　144頁　定価1,980円（本体1,800円＋税）
978-4-8299-7203-8

身近な環境で見られる，虫たちが残すユニーク
で特徴のある食痕や産卵痕，巣や卵などの「しわ
ざ」200種を，豊富な写真と共に紹介。植物に残
された「しわざ」はもちろん，痕跡を残した虫の
解説も充実。

身近な野鳥観 察
ガイド

戸塚 学・箕輪義隆／著
A5判　160頁　定価2,200円（本体2,000円＋税）
978-4-8299-7200-7

身近な場所で見られる野鳥のユニークな色や
形，おもしろい生態を写真とイラストで紹介。
色や形，鳴き声に加え，糞や足跡，古巣など，鳥
のさまざまな行動がぎっしり詰まった一冊。

哺乳類のフィールドサイン観 察
ガイド

熊谷さとし／著　安田 守／写真
A5判　144頁　定価1,980円（本体1,800円＋税）
978-4-8299-1181-5

身近なフィールドで観察できる34種の野生動
物にスポットを当て，さまざまなフィールドサ
インを紹介。フィールドサインの読み取り方や
持ち主にたどりつく方法がわかる。

身近な水生生物観 察
ガイド

刈田敏三／著
A5判　160頁　定価2,200円（本体2,000円＋税）
978-4-8299-8500-7

身近な川の中に広がる不思議な水生昆虫の世
界を，美しい写真で紹介するビジュアルガイド。
水生昆虫の独特な生態や形態に加え，水生昆虫
を使った魚釣りや撮影の楽しみ方なども掲載。

身近な両生類・はちゅう類観 察
ガイド

関 慎太郎／写真・文
A5判　168頁　定価2,420円（本体2,200円＋税）
978-4-8299-0188-5

両生類・爬虫類が自然界で見せるさまざまな生
態や行動を，美しい写真で解説する観察ガイド。
観察しやすい両生類・はちゅう類63種の図鑑に
加え，「絶滅危惧種」や「日本の天然記念物」も
紹介。
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一般図書／エコロジー講座

エコロジー講座③
なぜ地球の生きものを守るのか
日本生態学会／編　宮下 直・矢原徹一／責任編集
B5判　80頁　定価1,760円（本体1,600円＋税）
978-4-8299-0147-2

地元でとれる食材を食べ，自然の中で遊ぶこと
から，生物多様性を守る活動をはじめよう。ペー
ジを彩る生態学会会員が撮影した写真「未来に
残したい森羅万象」も必見。

エコロジー講座②
生きものの数の不思議を解き明かす
日本生態学会／編　島田卓哉・齊藤 隆／責任編集
B5判　72頁　定価1,980円（本体1,800円＋税）
978-4-8299-0141-0

生きものの「数」を数えること。それは，自然の
中に隠されたたくさんのつながりを知る最初の
一歩。「数」に注目することで見えてくる生きも
のの姿とは？

エコロジー講座①

森の不思議を解き明かす
日本生態学会／編　矢原徹一／責任編集
B5判　88頁　定価1,980円（本体1,800円＋税）
978-4-8299-0135-9

さまざまな生物が集う森について，最近の研究
でわかってきた多彩な話題を紹介。最新の森林
生態学入門として，こっそり知られている一冊。

エコロジー講座⑥

世界遺産の自然の恵み
日本生態学会／編　増澤武弘・澤田 均・小南陽亮／責任編集
B5判　72頁　定価1,980円（本体1,800円＋税）
978-4-8299-7301-1

文化遺産登録を目指す富士山も加え，自然の特
徴と見所を紹介，ひと味ちがう世界遺産の楽し
み方を提案。観光客が上陸できない小笠原の
島々の写真も満載。

エコロジー講座⑤

生物のつながりを見つめよう
日本生態学会／編　陀安一郎／責任編集
B5判　72頁　定価1,980円（本体1,800円＋税）
978-4-8299-7300-4

生物多様性の生まれる道筋をたどりながら，そ
の保全に必要な考え方，生物多様性が私たちに
与えてくれる「生態系サービス」を解説。

エコロジー講座④

地球環境問題に挑む生態学
日本生態学会／編　仲岡雅裕／責任編集
B5判　80頁　定価1,760円（本体1,600円＋税）
978-4-8299-1019-1

地球環境変動は生きものや生態系にどのような
影響を及ぼすのだろう？ その解明に挑む，広範
囲かつ長期間にわたる調査の成果と，大きなス
ケールで展開する研究の魅力を紹介。
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身近なしぜん再発見②

旅するタネの図鑑
多田多恵子／文と写真
B5判　48頁　予価1,980円（本体1,800円＋税）
ISBN978-4-8299-9004-9　〈2021年6月発売予定〉

校庭や道ばた，公園などで見かけるさまざまな
植物や街路樹は，風や雨，鳥や動物に助けても
らって，タネを遠くへ運んでもらいます。
150種以上のタネと，その旅の方法を紹介する
写真絵本。

身近なしぜん再発見①

似ているけれど
ちがう生きもの図鑑
宇津木聡史／文　安斉 俊／イラスト

B5判　48頁　定価1,980円（本体1,800円＋税）
ISBN978-4-8299-9003-2

「ここがちがう」だけじゃない。「なぜちがう？」
「どうしてそうなった？」まで，楽しく学ぶこと
ができる！

森の小さな生きもの紀行③
あなたの あしもと コケの森
鵜沢美穂子／文　新井文彦／写真
200×225㍉　48頁　定価1,980円（本体1,800円＋税）
ISBN978-4-8299-9002-5

いろいろな場所で生き残ることができるコケの
ライフサイクル，一年の暮らし，見分け方のほ
か，テラリウムやストラップの作り方など，コケ
の魅力的な世界を紹介。

森の小さな生きもの紀行②
いつでも どこでも きのこ
保坂健太郎／文　新井文彦／写真
200×225㍉　48頁　定価1,980円（本体1,800円＋税）
ISBN978-4-8299-9001-8

栽培きのこを使った実験から森のきのこの暮ら
しまで，美しい写真とイラストで紹介する写真
絵本。きのこの基本を知りたい親子におすすめ
の入門書。

森の小さな生きもの紀行①
きれいで ふしぎな 粘菌
新井文彦／著　川上新一／監修
200×225㍉　48頁　定価1,980円（本体1,800円＋税）
ISBN978-4-8299-9000-1

美しい色と不思議な形—森の宝石ともいわれ
る粘菌の暮らし，見つけるコツ，飼い方，楽しむ
ポイントを，写真とイラストを使ってわかりや
すく解説。
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シカの脅威と森の未来
シカ柵による植生保全の有効性と限界
前迫ゆり・高槻成紀／編
A5判　248頁　定価3,300円（本体3,000円＋税）
978-4-8299-6525-2

シカ対策として各地で設置された植生保護柵
は，生態系の中でのシカの役割を浮き彫りにし
た。そのデータを元に，日本列島の森林とシカ
の「今」をまとめた。日本植生学会による「シカ
影響度マップ」も収録。

世界遺産をシカが喰う
シカと森の生態学
湯本貴和・松田裕之／編
A5判　216頁　定価2,640円（本体2,400円＋税）
978-4-8299-1190-7

日本各地で深刻化するシカの食害。かれらはな
ぜこれほど増えたのか。どうやって減らすのか。
危機に直面する３地域から，現状と取り組みを
紹介。

マツ枯れは森の感染症
森林微生物相互関係論ノート
二井一禎／著
A5判　224頁　定価2,750円（本体2,500円＋税）
978-4-8299-2183-8

日本の植生をむしばむマツ枯れが，マツノザイ
センチュウという外来生物に起因すること，そ
の伝播，発病のメカニズムを解明した研究者達
の記録。

魚たちとワシントン条約
マグロ・サメからナマコ・深海サンゴまで
中野秀樹・高橋紀夫／編
A5判　224頁　定価3,080円（本体2,800円＋税）
978-4-8299-6527-6

海の魚は野生生物だが，漁業資源としての一面
も持つ。かれらを保全し，持続的な資源利用を図
るためにも，国際協力は不可欠。その枠組みを定
めるワシントン条約のしくみと，今後の課題をコ
ンパクトにまとめた。

中国内陸部
貴州省の 持続的発展をめざして
環境・農村・文化と人材育成
丸本拓哉・早川誠而・藤原貞雄・松井範惇／編著
A5判　304頁　上製　定価3,300円（本体3,000円＋税）
978-4-8299-2073-2

山口大学貴州省研究チームが，国際協力銀行
（JBIC）が進めている中国に対するODA事業の
一環「貴州省環境社会発展事業」の受託調査以
外の調査・研究を含め，貴州省にかかわったす
べての調査・研究成果をまとめた。 

屋久島の森のすがた
「生命の島」の森林生態学
金谷整一・吉丸博志／編
A5判　248頁　定価2,750円（本体2,500円＋税）
978-4-8299-0176-2

世界遺産の島・屋久島を代表する２種類の針葉
樹，スギとヤクタネゴヨウ。将来にわたって屋久
島の森林生態系を維持していくための研究の成
果を紹介。
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鳥たちに明日はあるか
景観生態学に学ぶ自然保護
ロバート.Ａ.アスキンズ／著　黒沢令子／訳
四六判　408頁　上製　定価2,640円（本体2,400円＋税）
978-4-8299-2175-3

鳥の生息できる環境が人間活動によって破壊
されていった歴史を紹介し，生物の保護にとっ
て重要な鍵となる景観生態学という考え方を解
説する。

生物学を学ぶ
人のための  統計のはなし
きみにも出せる有意差
粕谷英一／著
A5判　200頁　定価2,640円（本体2,400円＋税）
978-4-8299-2123-4

実験結果や調査データを解析するために必須
の統計的検定は，しくみがわかればもっと便
利！ 生物学の学生が落ち込みやすい落とし穴
を例に，対話で解説するユニークな入門書。 

コンピュータ
で学ぶ　　 応用個体群生態学
希少生物の保全をめざして

H.アクチャカヤ・M.バーグマン・R.ギンズバーグ／著
楠田尚史・小野山敬一・紺野康夫／訳

A5判　328頁　定価4,180円（本体3,800円＋税）
978-4-8299-2163-0

希少生物の保全を考える際特に重要になるこ
れらの要素をコンピュータシミュレーションに
よる実例で理解する。

生態学者が書いたDNAの本
メンデルの法則から遺伝情報の読み方まで
井鷺裕司・陶山佳久／著
B5判　200頁　定価3,520円（本体3,200円＋税）
978-4-8299-6522-1

メンデルの法則から遺伝子のしくみとそのはた
らき，さらには最先端の解析機器でわかること
まで簡明に紹介。いま知っておきたい，DNAの
基礎知識から解析方法の基本までわかる。

植物群落モニタリングのすすめ
自然保護に活かす『植物群落レッドデータ・ブック』
㈶日本自然保護協会／編集　大澤雅彦／監修
A5判　432頁　定価4,620円（本体4,200円＋税）
978-4-8299-1064-1

植物群落モニタリングは，群落の状況や変化を
正確に捉えることを可能にする。保全上重要な
モニタリングの手法，応用法を解説した。

保全遺伝学入門
R.フランカム・J.D.バーロウ・D.A.ブリスコウ／著
西田 睦／監訳　高橋 洋・山崎裕治・渡辺勝敏／訳
A5判　752頁　定価7,920円（本体7,200円＋税）
978-4-8299-6528-3

Introduction to Conservation Genetics （2002）
の全訳。分子生物学と集団遺伝学の基礎をわか
りやすく解説するとともに，さまざまな保全計
画の成功例，失敗例に学びながら，実践的な考
え方を身につけるための教科書。

景観生態学生態学からの新しい
景観理論とその応用

M. G. ターナー・R. H. ガードナー・R. V. オニール／著
中越信和・原 慶太郎／監訳
A5判　400頁　定価4,180円（本体3,800円＋税）
978-4-8299-1062-3

「景観」を良好に維持・活用するために必要な視
点と思考の枠組み等をわかりやすく解説した待
望のテキスト。

生態学のための数理的方法
考えながら学ぶ個体群生態学
西村欣也／著
B5判　264頁　定価4,180円（本体3,800円＋税）
978-4-8299-6520-7

生きものが好きで生物学をはじめたのに，なぜ
数学の知識が必要なのだろう？ 数理モデルを
理解するための数学の基礎を学ぶ本。
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植物色素フラボノイド
武田幸作・齋藤規夫・岩科 司／著
A5判　上製　696頁　定価13,200円（本体12,000円＋税）
978-4-8299-6521-4

フラボノイドの解析法，構造，ゲノム情報等，研
究に有用な最新の知見をまとめた世界に類の
ないフラボノイド研究の基本図書。理学，農学，
薬学，医学，食品科学等の研究室に必備の一冊。

森の芽生えの生態学
正木 隆／編
A5判　264頁　定価3,520円（本体3,200円＋税）
978-4-8299-1070-2

森林のなりたちや動態を知るうえで決定的な重
要性を持つ実生の生態。さまざまな角度からの
実生研究の成果と意義，研究のノウハウを紹介。

ブナ林再生の応用生態学
寺澤和彦・小山浩正／編
A5判　312頁　定価3,960円（本体3,600円＋税）
978-4-8299-1071-9

科学的知見に基づいた健全なブナ林再生を効
率的に行うための知識，技術をまとめ，森づくり
に取り組む技術者，市民，研究者をつなぐ。

温暖化
対策で熱帯林は救えるか
住民と森林保全の相利的な関係を目指して
奥田敏統／編
A5判　208頁　定価2,750円（本体2,500円＋税）
978-4-8299-6529-0

熱帯域で深刻化する森林荒廃の抑制や生物多
様性の保全，CO2排出削減を目的に，著者らが東
南アジアで実施してきた森林保全政策の研究事
例を紹介。特に，現地住民の便益と森林保全両
立のための様々な活動の意義について紹介する。

地域生態系への回帰
急傾斜地に樹林を復元する新しい理念と戦略
丸本卓哉・河野憲治／編著
A5判　160頁　定価2,640円（本体2,400円＋税）
978-4-8299-2172-2

大規模な自然破壊を伴う大型開発に際し，環境
への負荷を少しでも軽減するための試みがな
された，広島県，温井ダム工事での試験データ
と理念を紹介。

リンネと博物学 自然誌科学の源流
増補改訂
千葉県立中央博物館／編　A4判変形　326頁
上製・函入　定価16,500円（本体15,000円＋税）
978-4-8299-0129-8

千葉県立中央博物館が1994年に開催した特別
展「リンネと博物学」の図録を，全面的に増補改
訂。2007年5月，ロンドン・リンネ協会における
リンネ生誕300年を記念する天皇陛下の基調ご
講演英文・和文とも全文収載。

群集生態学
生物多様性学と生物地理学の統一中立理論
Stephen P. Hubbell／著　平尾聡秀・島谷健一郎・村上正志／訳
A5判　328頁　定価4,620円（本体4,200円＋税）
978-4-8299-1018-4

生物群集のすべての個体が中立であるという
仮定の下，種分化と分散制限を組み込んだ群集
動態モデルを構築し，生物多様性学と生物地理
学を統一，さまざまな時空間スケールの生物多
様性について，検証可能な予測が提示される。

地図でわかる

樹木の種苗移動ガイドライン
津村義彦・陶山佳久／著
B5判　176頁　定価6,050円（本体5,500円＋税）
978-4-8299-6524-5

種苗産地と植林先の関係を知るために必要な，
広葉樹を中心とした主要43樹種の遺伝的地域
性を地図に明示。樹木にかかわるすべての事業
に必須のデータ集。系統地理学入門としても最
適な一冊。
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新しい植物分類体系
APGで見る日本の植物
伊藤元己・井鷺裕司／著
A5判　176頁　定価2,640円（本体2,400円＋税）
978-4-8299-6530-6

もうカエデはカエデ科ではない！DNAの塩基配
列に基づいた国際標準のAPG分類体系で，被子
植物の科が大幅に改変。なぜ，どのように変わっ
たのか？ 日本の植物を例にAPG分類体系の特
徴と「ご利益」を解説。便利な新旧対照表つき。

地生態学からみた日本の植生
小泉武栄／著
A5判　448頁　上製　定価6,600円（本体6,000円＋税）
978-4-8299-6540-5

日本の植物はなぜそこに生育するのか。その謎
を地形・地質・気候・土壌・水文などの諸条件と自
然環境の変遷（自然史）を考慮しながら，フィー
ルドワークに基づいて総合的に因果関係を説明，

「自然の全体像の把握」を目指す。

論文を書くための科学の手順
山田俊弘／著
B6判　320頁　定価1,980円（本体1,800円＋税）
978-4-8299-6531-3

仮説演繹の方法，陥りがちな論理の間違い，実際
の研究からどう科学論文になるのかを生物学の
視点を交えて解説し，科学とはなにか，どうすれ
ば科学になるのかが理解できる。

生物学者，地球を行く
まだ知らない生きものを調べに，深海から宇宙まで
日本生態学会 北海道地区会／編
小林 真・工藤 岳／責任編集
A5判　228頁　定価1,980円（本体1,800円＋税）

978-4-8299-7107-9

深海艇で1,000メートルを超える海底へ，バッタ
を倒しにアフリカの砂漠へ……。生きものと自然
をめぐる謎を見つけてはその解明に挑むフィー
ルド系生物学者たちの地球探訪記28編。

生態学が語る東日本大震災
自然界に何が起きたのか
日本生態学会東北地区会／編
A5判　192頁　定価2,420円（本体2,200円＋税）
978-4-8299-7104-8

地震と津波が環境に与えた「攪乱」の結果，そこ
に生育・生息する生物が受けた影響とは何か。
東日本大震災から5年の節目に，実際に現地調
査を行った専門家25人が，生態学の立場から
様々な生物の事例を挙げ，読み解き，提言する。

フィールド
の観察から 論文を書く方法
観察事例の報告から研究論文まで
濱尾章二／著
A5判　224頁　定価1,540円（本体1,400円＋税）
978-4-8299-1177-8

貴重な観察を活かすために，報文・論文を書こ
う！ どこにどんな文を寄稿すればよいか，日本
鳥学会和文誌編集委員長を務めた著者がてい
ねいに解説。

わさびの日本史
山根京子／著
四六判　272頁　定価2,750円（本体2,500円＋税）
978-4-8299-7233-5

和食で使われる野菜といっても，日本発祥の植
物はごくわずか。日本の野生植物からうまれた
数少ない食材の一つ，ワサビ。DNA解析を駆使
する理系女子が「群書類従」など歴史資料に手
を伸ばし，栽培ワサビの起源に迫る。
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専門図書専門図書／シリーズ 日本列島の三万五千年

シリーズ 日本列島の三万五千年
第6巻 環境史をとらえる技法
湯本貴和／編　高原 光・村上哲明／責任編集
A5判　248頁　上製　定価4,400円（本体4,000円＋税）
978-4-8299-1200-3

花粉分析，DNA分析，安定同位体分析，出土品
の分析，文献資料の分析など，様々な手法を駆
使し，日本列島全体を横断し，人と自然の相互
作用の解明を行った研究のエッセンスを収録。

シリーズ 日本列島の三万五千年
第5巻 山と森の環境史
湯本貴和／編　池谷和信・白水 智／責任編集
A5判　384頁　上製　定価4,400円（本体4,000円＋税）
978-4-8299-1199-0

「東北・中部の森」に焦点をあて，江戸時代から
現在までを対象に森の利用と人とのかかわりを
考察。自然の恵みと豊かさと脆弱さ，恵みをめ
ぐる人間社会の葛藤などを明らかにする。

シリーズ 日本列島の三万五千年
第4巻 島と海と森の環境史
湯本貴和／編　田島佳也・安渓遊地／責任編集
A5判　352頁　上製　定価4,400円（本体4,000円＋税）
978-4-8299-1198-3

北海道と奄美・沖縄をフィールドに，水産資源，
その加工に必要な森林資源の枯渇を防ぐ方策，
加工品の流通など，南北の違いを踏まえ，人と
自然のかかわりに通底する共通の問題を明らか
にする。

シリーズ 日本列島の三万五千年
第3巻 里と林の環境史
湯本貴和／編　大住克博・湯本貴和／責任編集
A5判　288頁　上製　定価4,400円（本体4,000円＋税）
978-4-8299-1197-6

里山は，日本では日常的な生活の場であり，自
然とつきあう知識と技術を磨く場でもあった。
この歴史を維持してきた営みと知恵，持続的利
用と収奪的利用を分かつ条件を示し，将来の方
向を探る。

シリーズ 日本列島の三万五千年
第2巻 野と原の環境史
湯本貴和／編　佐藤宏之・飯沼賢司／責任編集
A5判　336頁　上製　定価4,400円（本体4,000円＋税）
978-4-8299-1196-9

本巻では考古学，植生学，生態学，歴史学，民俗
学，地理学などの観点から，草原の維持と人間
活動の議論を提示。さらに今日的課題である

「賢明な利用」とは何かについても検討する。

シリーズ 日本列島の三万五千年
第1巻 環境史とは何か
湯本貴和／編　松田裕之・矢原徹一／責任編集
A5判　312頁　上製　定価4,400円（本体4,000円＋税）
978-4-8299-1195-2

過去においても，過剰な自然利用によって崩壊
した社会は存在する。一方で，現在もなお存続
する社会もある。その成否を分けるものは何か。
人文科学と自然科学の両面から，持続可能な未
来を探る。新シリーズ第1巻。
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専門図書／種生物学シリーズ

森の分子生態学
遺伝子が語る森林のすがた
西脇亜也・陶山佳久／責任編集
A5判　320頁　定価3,960円（本体3,600円＋税）
978-4-8299-2150-0

親子関係や植物個体の広がりなどの情報が容
易に得られる分子マーカー。それを使った研究
が描く植物の生活とは？ 実践的なラボマニュ
アルも収録。

種間関係の生物学
共生・寄生・捕食の新しい姿
川北 篤・奥山雄大／責任編集
A5判　400頁　定価4,400円（本体4,000円＋税）
978-4-8299-6200-8

形を変えるオタマジャクシ，ふつうとは逆の左
巻きカタツムリ，農業をする魚等々，最近発見さ
れた生物間の関係を解き明かす研究と，野外研
究に便利な手法を紹介。

ゲノムが拓く生態学
遺伝子の網羅的解析で迫る植物の生きざま
永野 惇・森長真一／責任編集
A5判　376頁　定価4,180円（本体3,800円＋税）
978-4-8299-1087-0 

「オミクス技術」は，進化生物学や生態学などの
野外生物学にとって，きわめて強力なツール。
実際に野外生物に応用した研究例と，基本技術
を解説。

森林の生態学
長期大規模研究からみえるもの
正木 隆・田中 浩・柴田銃江／責任編集
A5判　384頁　定価4,180円（本体3,800円＋税）
978-4-8299-1066-5

数百年もの長きにわたって生き続ける樹木がつ
くる森林の生態系を，広く長く見続ける研究の
成果を紹介。現場で役立つ詳細なノウハウ集，
データ解析入門も好評。

草木を見つめる科学
植物の生活史研究
堀良 通・大原 雅／責任編集
A5判　272頁　定価3,520円（本体3,200円＋税）
978-4-8299-1063-4

分子生態学や個体群統計学などを駆使し，時空
を超えて植物の「生きざま」を解き明かす生活
史研究の最先端を紹介。研究を行う際に役立つ
手法解説付き。

保全と復元の生物学
野生生物を救う科学的思考
矢原徹一・川窪伸光／責任編集
A5判　264頁　定価3,520円（本体3,200円＋税）
978-4-8299-6205-3

「望ましい自然回復とはどうすれば達成できる
のか？」重要性の増すこの問いに，生物学はいか
に考え，いかに答えるのか。示唆に富んだ一冊。

花生態学の最前線
美しさの進化的背景を探る

A5判　232頁　定価3,300円（本体3,000円＋税）
978-4-8299-2141-8

花の形や大きさ，咲く期間や時期，香りなどの意
味を，「適応進化」の観点から解き明かす。野外
で実際の植物を観察する楽しさ，研究の苦労話
や喜びまでを伝える，繁殖生態学研究を志す人
必読の一冊。

森の分子生態学2
津村義彦・陶山佳久／編著
A5判　416頁　定価5,060円（本体4,600円＋税）
978-4-8299-6201-5

2001年刊行の『森の分子生態学』以降の発展を
踏まえた，2010年代の分子生態学の基本書。よ
り緻密な研究，そのための手法を紹介。
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専門図書／種生物学シリーズ

エピジェネティクスの生態学
環境に応答して遺伝子を調節するしくみ
荒木希和子／責任編集
A5判　248頁　定価3,520円（本体3,200円＋税）
978-4-8299-6207-7

DNA配列の変化＝突然変異によらず，迅速に環
境に応答するしくみを理解する，近年注目のエピ
ジェネティクス。その生態・進化学への可能性を
紹介する。

生物時計の生態学
リズムを刻む生物の世界
新田 梢・陶山佳久／責任編集
A5判　288頁　定価4,180円（本体3,800円＋税）
978-4-8299-6206-0

月の満ち欠け，潮の満ち引き，数十年単位のサ
イクル，一緒に暮らすなかまとの関係など，さま
ざまな時間軸・空間スケールで展開する生物た
ちの多様なリズムと，その解明に挑む研究法を
紹介する。

視覚の認知生態学
生物たちが見る世界
牧野崇司・安元暁子／責任編集
A5判　240頁　定価4,180円（本体3,800円＋税）
978-4-8299-6204-6

世界は，生物の目にどう映っているのか，その視
覚世界は彼らにとってどんな意味があるのだろ
うか？ 生物の知覚に注目する「認知生態学」の
魅力を紹介。
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検定外教科書／科学
現代人のための中学理科

新しい科学の教科書
学年別版（全3冊）　左巻健男／編著

Ⅰ 第3版
A5判　320頁　定価1,320円（本体1,200円＋税）
978-4-8299-6700-3

Ⅱ 第3版
A5判　312頁　定価1,320円（本体1,200円＋税）
978-4-8299-6701-0

Ⅲ 第3版
A5判　320頁　定価1,320円（本体1,200円＋税）
978-4-8299-6702-7

2003年，科学図書として異例のベストセラーと
なった，『新しい科学の教科書』が，各項目ごと
に内容・表記を検討，ますます充実した第3版。

現代人のための中学理科

新しい科学の教科書
分野別版（全4冊）　左巻健男／編著

化学編 第2版
A5判　232頁　定価1,320円（本体1,200円＋税）
978-4-8299-6703-4

物理編
A5判　236頁　定価1,320円（本体1,200円＋税）
978-4-8299-0196-0

生物編
A5判　280頁　定価1,320円（本体1,200円＋税）
978-4-8299-0197-7

地学編
A5判　192頁　定価1,320円（本体1,200円＋税）
978-4-8299-0198-4

『新しい科学の教科書』を4巻に分冊化，より学
びやすくした。最新の知見や身近な例を柔軟に
取り入れ，科学の基礎と応用が概観できる。

新しい科学の教科書

準拠問題集
学年別版（全3冊）　左巻健男／監修

Ⅰ 第2版
A5判　160頁　定価990円（本体900円＋税）
［別冊］解答編40頁　978-4-8299-6704-1

Ⅱ 第2版
A5判　160頁　定価990円（本体900円+税）
［別冊］解答編36頁　978-4-8299-6705-8

Ⅲ 第2版
A5判　176頁　定価990円（本体900円＋税）
［別冊］解答編42頁　978-4-8299-6706-5

教育現場からの要請により，『新しい科学の教
科書』に沿った構成で制作。重要な用語や原理
の確認，通常の定期テストや応用問題に対応す
るための基礎固めを中心とした問題集。新しい
科学の教科書 第3版に対応。計3冊（学年別）。

新しい科学の教科書

準拠問題集
分野別版（全3冊）　左巻健男／編著

化学編 第2版
A5判　128頁　定価990円（本体900円＋税）
［別冊］解答28頁　978-4-8299-6707-2

生物編
A5判　120頁　定価990円（本体900円＋税）
［別冊］解答28頁　978-4-8299-1083-2

地学編
A5判　112頁　定価990円（本体900円＋税）
［別冊］解答24頁　978-4-8299-1084-9

学んだ知識の確認し，応用力を試す良問を厳選，
定期テストの準備にも役立つ。学年別3分冊版
で好評だった基本問題に，応用力をはかる発展
的な問題を追加，全体で2割程度問題数が増加。
別冊解答付き。※物理編は品切。
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検定外教科書／理科
親子でひらく科学のとびら
新しい理科の教科書 小学3年
左巻健男ほか／編著
A5判　208頁　定価1,320円（本体1,200円＋税）
978-4-8299-0189-2

理科教育の理念を見失った学習指導要領から自
由な場での議論を経てつくられた「やってみて，
考える」理科の手引き！ 小学3年版では，季節を
感じながら「探す」「見つける」「飼育・栽培する」
という生きた体験が，豊かにできるよう解説。

親子でひらく科学のとびら
新しい理科の教科書 小学6年
左巻健男ほか／編著
A5判　208頁　定価1,320円（本体1,200円＋税）
978-4-8299-0192-2

理科教育の理念を見失った学習指導要領から
自由な場での議論を経てつくられた「やってみ
て，考える」理科の手引き！ 小学6年版では，植
物や動物がの関わりや，自然の現象を探り，考え，
自然に働きかけることを納得できるよう解説。

しぜんのきょうかしょ
みぢかな生き物となかよくなろう
左巻健男・青野裕幸・辰見武宏／編著　124頁
［別冊］解答28頁　定価1,320円（本体1,200円＋税）

978-4-8299-0194-6

いちばん身近で大切な生きものなのに，勉強す
る機会があまりないのが「人間」のこと。子ども
たちが自分の体や健康に関心を持てるよう，人
体の章に力を入れました。いろいろな生きもの
に親しめる，動物や野菜などの育て方も紹介。

しぜんのきょうかしょ
みのまわりのふしぎ見つけよう
左巻健男・稲山ますみ／編著　112頁
［別冊］解答36頁　定価1,320円（本体1,200円＋税）

978-4-8299-0193-9

空気や水，石ころ，じしゃく……。ふだんはあま
り気にしない身のまわりのものにかくれたふし
ぎをつかまえるおもちゃをつくって遊ぼう！
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専門図書検定外教科書／算数・数学

中学受験総合チェック 栗田哲也先生の

スピードアップ算数 〈発展〉
問題集110頁　［別冊］解答・解説集160頁
B5判　定価3,080円（本体2,800円＋税）
978-4-8299-1010-8

〈基礎〉の姉妹編。〈基礎〉で紹介しきれなかった
その他の良問や解法イメージ，類題，応用問題
などが盛りだくさん。ウイークポイントの把握
や克服に，また，すでに算数の基礎ができてい
る子どもの，さらなる実力アップに最適。

中学受験総合チェック 栗田哲也先生の

スピードアップ算数 〈基礎〉

B5判　104頁　定価1,320円（本体1,200円＋税）
978-4-8299-1009-2

算数ができる・わかる・楽しくなる！
『子どもに教えたくなる算数』でおなじみの栗田
哲也先生が，算数で悩む子どもと親に贈る「これ
だけはやっておきたい」厳選190題。解答スピー
ドのアップにつながる算数のセンスを養う。

新しい数学の教科書
発 想 力
をのばす 中学数学 Ⅱ.図形編
武藤 徹／著
A5判　312頁　定価2,420円（本体2,200円＋税）
978-4-8299-1086-3

自学自習のための数学教科書。図形の性質や
公式，定理をわかりやすく解説。図版多数掲載。
パズル感覚で楽しめるチャレンジ問題や，終章
には有名な定理をまとめた。

新しい数学の教科書
発 想 力
をのばす 中学数学 Ⅰ.数量編
武藤 徹／著
A5判　320頁　定価2,420円（本体2,200円＋税）
978-4-8299-1085-6

自学自習のための数学教科書。小学校の算数の
復習から，数式の世界へ。方程式のもつ意味や，
関数と生活のつながりなど，数学の骨格となる
部分の思考方法が身につく。
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その他

東日本大震災と中小企業
日本政策金融公庫総合研究所／著
四六判　232頁　定価2,310円（本体2,100円＋税）
978-4-8299-7704-0

震災からの復旧に取り組む企業や，被災者や被
災地を支援する企業，震災をきっかけとして開
業した企業の姿を描くことを通じて，活力を生
み出す中小企業の役割を明らかにした。

明るい老犬生活
今日からできる頑張りすぎない12のこと
老犬生活応援隊／著　福山貴昭・間曽さちこ／編
A5判　144頁　定価1,980円（本体1,800円＋税）
978-4-8299-7225-0 

老犬介護に必要な知識や工夫を，12の項目に
分けて紹介。愛犬の加齢に伴う変化に対処，予
防を心がける事で明るい老犬生活を目指す。
介護経験者が犬のケアの専門家とともにまと
めた一冊。

海外市場に挑戦する

中小サービス産業
日本政策金融公庫総合研究所／編
A5判　204頁　定価2,530円（本体2,300円＋税）
978-4-8299-7703-3

消費者を対象とする中小サービス産業を対象
に，海外市場の開拓について論述。巻末には資
料編として，「外国人観光客の受け入れに関す
るアンケート」集計結果も収録。

自家用電気工作物必携Ⅰ
法規手続篇　2019年版
関東東北産業保安監督部／編
A5判　944頁　定価3,300円（本体3,000円＋税）
978-4-8299-7706-4

自家用電気工作物の関係者の立場に立って，法
令の実態をできる限り詳しく紹介することを目
的に作成。

解説 電気設備の技術基準
第18版　最終改正：令和2年2月 解釈改正
経済産業省産業保安グループ／編
A5判　1,127頁　定価2,860円（本体2,600円＋税）
978-4-8299-7707-1

第17版（平成29年2月発行）以降3回の解釈改
正を反映した最新版。燃料電池発電設備や蓄
電池に関する接地工事の変更。太陽電池発電
設備に関する仕様の規程化等，解釈についての
詳しい解説つき。
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専門図書電子書籍

ブンイチ vol.2 電子版

文一総合出版編集部／編
70頁　定価0円
〈紙版の配布は終了。固定レイアウト電子書籍〉

文一総合出版編集部イチオシの生物業界で活
躍中の研究者・写真家が，「話題になっている」

「注目されている」生き物について独自の目線で
しっかり解説。自然書出版社ならではのPR誌
第2弾！2017年3月刊行。

ブンイチ vol.1 電子版

文一総合出版編集部／編
70頁　定価0円
〈紙版の配布は終了。固定レイアウト電子書籍〉

身近な生き物でさえ，わかっていないことのほ
うが多い。見方を変えるだけで，新しい発見や
驚きを体験できる。わくわくドキドキする体験
を，もっと多くの人と共有したい。自然書出版
社ならではのPR誌。2016年4月刊行。

鳴く虫の博物誌 電子版

松浦一郎／著
定価2,200円（本体2,000円＋税）
〈鳴く虫の音声46点収録。リフロー型電子書籍〉

キリギリスやコオロギなどの「鳴く虫」の行動や
生態を，通説にとらわれずに著者自身の見解を
紹介。随所に俳句や短歌を引用し，文化史的な
考証も交えて，わかりやすく丁寧に鳴く虫につ
いて語る。

身近な雑草の芽生えハンド
ブック

電子版
浅井元朗／著
120頁　定価1,100円（本体1,000円＋税）
〈紙版は改訂版を発売。詳しくはP.1参照〉

道端や公園，畑など，身近に見られる雑草約180
種を，本葉2～3枚を展開した芽生えで識別。全
種について成長段階の写真3点，開花期の生態
写真および花，特徴のあるものは果実も掲載。絵
合わせで見分ける「芽生え一覧」付き。

野鳥と木の実ハンド
ブック 電子版

叶内拓哉／写真・文
80頁　定価1,100円（本体1,000円＋税）
〈紙版は改訂版を発売。詳しくはP.12を参照〉

身近に見られる樹木の木の実から，野鳥がよく
食べる80種以上を色ごとに紹介。実際に野鳥が
実を食べている写真も多数掲載。野鳥はどんな
木の実を食べ，その実はどんな味がするのかな
ど，ユニークな解説付き。

このはNo.7

コケに誘われコケ入門
このは編集部／編
112頁　定価880円（本体800円＋税）
〈紙版は新訂版を発売。詳しくはP.51を参照〉

コケの生活史や分類，観察のコツと必要な道具，
採集や標本作りのノウハウ，園芸や鑑賞，日本
各地のコケの森と苔庭など，コケのすべてを写
真とイラストで紹介する入門ガイドの決定版。
知っておきたいコケ50種の写真図鑑付き。

このはNo.8

ホネホネ博物館
このは編集部／編
112頁　定価880円（本体800円＋税）
〈紙版は品切れ重版未定。固定レイアウト電子書籍〉

哺乳類から魚類まで，さまざまな環境で暮らす
生物の全身骨格を紹介。骨の進化や拾った骨の
鑑定法，文化史や考古学の話題，骨の標本作り
の方法も収録。骨の持つ「魅力」に迫る。
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電子書籍

叶内拓哉と野鳥たちⅢ
タカ目〜スズメ目カラス科
叶内拓哉／著
307頁　定価550円（本体500円＋税）
〈紙版なし。電子書籍のみ販売。固定レイアウト電子書籍〉

野鳥写真家・叶内拓哉氏による野鳥写真のアー
カイブ。過去40年間にわたって撮影された，今
では撮影することの難しい貴重な野鳥写真を
多数収録。Ⅲではタカ目～スズメ目カラス科ま
での野鳥，64種301点の写真を掲載した。

叶内拓哉と野鳥たちⅣ
スズメ目キクイタダキ科〜ホオジロ科
叶内拓哉／著
469頁　定価550円（本体500円＋税）
〈紙版なし。電子書籍のみ販売。固定レイアウト電子書籍〉

野鳥写真家・叶内拓哉氏による野鳥写真のアー
カイブ。過去40年間にわたって撮影された，今で
は撮影することの難しい貴重な野鳥写真を多数
収録。Ⅳではスズメ目キクイタダキ科～ホオジロ
科までの野鳥，138種463点の写真を掲載した。

叶内拓哉と野鳥たちⅡ
カッコウ目〜チドリ目
叶内拓哉／著
394頁　定価550円（本体500円＋税）
〈紙版なし。電子書籍のみ販売。固定レイアウト電子書籍〉

野鳥写真家・叶内拓哉氏による野鳥写真のアー
カイブ。過去40年間にわたって撮影された，今
では撮影することの難しい貴重な野鳥写真を
多数収録。Ⅱではカッコウ目からチドリ目まで
の野鳥，110種388点の写真を掲載した。

叶内拓哉と野鳥たちⅠ
キジ目〜ツル目
叶内拓哉／著
433頁　定価550円（本体500円＋税）
〈紙版なし。電子書籍のみ販売。固定レイアウト電子書籍〉

野鳥写真家・叶内拓哉氏による野鳥写真のアー
カイブ。過去40年間にわたって撮影された，今
では撮影することの難しい貴重な野鳥写真を
多数収録。Ⅰではキジ目からツル目までの野鳥，
127種427点の写真を掲載した。
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BIRDER（バーダー）

バックナンバー分売　
2011年12月号～2013年12月号
　定価1,026円（本体933円＋税）

2014年1月号以降
　定価1,100円（本体1,000円＋税）

2019年，2020年，2021年の1月号のみ
　特別価格1,210円（本体1,100円＋税）

在庫の有無は小社営業部に直接お問い合わせ
いただくか，小社ホームページをご覧下さい。
送料　
210円（税別3,000円以上ご購入の場合は代金
引換（手数料330～660円））。書店でご購入の際に
は送料はかかりません。

購入方法　
本誌は最寄りの書店でご購入いただけます。
毎月定期購読を希望される方は，書店に「○月
号から定期で注文したい」とお申し付け下さ
い。
直接講読　
小社から直接購読をご希望の場合は，ハガキ

（あるいはファックス）に住所・氏名・電話番号
を明記のうえ，小社営業部までお申し込み下さ
い。折り返し，申し込み要項と郵便振替用紙を
お送りいたします。

毎月16日発売　B5判　80頁　雑誌コード17545
2014年1月号～　定価1,100円（本体1,000円＋税）

目次閲覧，バックナンバーのご注文はこちら	https://www.bun-ichi.co.jp/
公式サイトBIRDER.jp	https://birder.jp/

『BIRDER（バーダー）』は，野鳥グラビア・探鳥地情報・生態・識別・保護・環境保全・観察アイテム・グッ
ズなど，野鳥と，彼らを取り巻く自然に関するさまざまな情報を満載した，ネイチャーマガジンです。

日本で唯一の本格的バードウォッチングマガジン

鳥を知り，環境について考えるための記事が満載
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BIRDER（バーダー）

【2021年】
’21年 5 月号　今すぐ役立つ幼鳥講座
 最新デジイチの「鳥撮力」を試す
’21年 4 月号　萌える春のホオジロ類
’21年 3 月号　翼と飛翔
’21年 2 月号　カラスの知られざる世界
’21年 1 月号　その鳥の“旬な見ごろ”を知る
 ［付録］鳥見手帖2021

【2020年】
’20年12月号　カモ類ウォッチングの愉しみ
’20年11月号　“公園探鳥”のススメ
’20年 9 月号　迷鳥の教科書
’20年 8 月号　嘴の秘密
’20年 7 月号　高山・亜高山帯の鳥
 フィールドに潜む危険を知る
’20年 6 月号　双眼鏡大全
’20年 5 月号　日本三鳴鳥
’20年 4 月号　バードウォッチャー名鑑
’20年 3 月号　海鳥観察入門
’20年 2 月号　大形猛禽類
’20年 1 月号　ツグミ類 事典
 ［付録］BIRDER DIARY 2020

【2019年】
’19年12月号　モズ／鳥の名前 字典
’19年11月号　野鳥写真の撮りかた
’19年10月号　ハイタカ属列伝
’19年 9 月号　シギ・チドリ 観察のキホン
’19年 8 月号　絶滅鳥類事典
’19年 7 月号　絶滅の危機に立たされた鳥たち
’19年 6 月号　メジロとメグロ
’19年 5 月号　夏の青い鳥 大集合!!
’19年 4 月号　鳥の食生活 事典
’19年 3 月号　雀と雲雀
’19年 2 月号　羽毛は語る

’19年 1 月号　キツツキ類 大百科
 ［付録］BIRDER DIARY 2019
 ［付録］まいにち野鳥カレンダー
 2019年上半期

【2018年】
’18年12月号　冬鳥からはじめる   
 バードウォッチングガイド
’18年11月号　森の妖精 カラ類
’18年10月号　ホークウォッチング  
 （タカの渡り観察）入門
’18年 9 月号　セキレイ類 大全
’18年 7 月号　バードウォッチャーのための
 魅せる道具学入門
’18年 6 月号　夏の北海道
 極上バードウォッチングガイド
’18年 5 月号　ツバメ大百科
 ［付録］過酷！ツバメの1年カレンダー
 スゴロク
’18年 3 月号　生態図鑑 キジ科の鳥たち
’18年 2 月号　アトリ類 大全
’18年 1 月号　ルリビタキ・ジョウビタキ
 鳥の色 事典
 ［付録］BIRDER DIARY 2018

【2017年】
’17年12月号　カイツブリ・アビ・ウ
 冬のタカ類 見尽くしガイド
’17年11月号　ゆる～く楽しむカモメ類
 コミミズク・トラフズク
’17年10月号　秋の渡り観察ガイド
 秋冬のヒタキ類
’17年 9 月号　かわいい鳥グランプリ
 最新版 スコープ大活用術
’17年 8 月号　インコ・オウム大事典
 ［付録］タカの渡りスゴロク

BIRDERバックナンバー紹介（2016年1月号～2021年5月号まで）
2021年4月27日現在，在庫のあるバックナンバーの一覧です。ご確認のうえご注文ください。

バックナンバーの在庫確認は小社ホームページ（https://www.bun-ichi.co.jp/）でご確認いただくか，
小社営業部（03-3235-7341）までご連絡ください。

BIRDERバックナンバーは，雑誌のオンライン書店Fujisan.co.jp
（https://www.fujisan.co.jp/product/2066/b/list/）でもお求めいただけます。
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デジタル版1冊

定価880円
（本体800円＋税）
紙版の最大

28%OFF

BIRDER（バーダー）
▼楽天kobo電子書籍ストア　https://books.rakuten.co.jp/e-book/

▼ヨドバシ.com　https://www.yodobashi.com/

▼紀伊國屋書店ウェブストア　https://www.kinokuniya.co.jp/

雑誌発売日よりパソコン，スマートフォン，タブレットで閲覧可能
お買い求めは下記「電子書籍ショップ」へ

※BIRDERデジタル版（電子書籍）はパソコン，スマートフォン，タブレットでご利用いただけます。
※1つのアカウントで複数台のご利用が可能です。詳しくは各ストアのホームページでご確認ください。
※上記電子書籍ストア以外にも取り扱い電子書籍ストアがございます。※付録は電子化して巻末に収録しています。

最新号のチラ見もできる!

雑誌の富士山マガジン ’10年8月号～
バーダー　フジサン

honto電子書籍ストア ’12年9月号～

バーダー　ホント

アマゾンKindleストア	 ’12年9月号～

バーダー　アマゾン

’17年 7 月号　オオルリ，キビタキ，サンコウチョウ
 部屋で楽しむバードウォッチング
’17年 4 月号　鳥の鳴き声 大図鑑
’17年 3 月号　新・鳥の形学入門
’17年 2 月号　日本のツル・クイナ類
 全種完全ガイド

【2016年】
’16年12月号　最近ニュースになった鳥たち
’16年11月号　冬の九州 鳥見三昧
’16年 6 月号　海外探鳥 初めてガイド
’16年 5 月号　ミラーレス一眼・超望遠コンデジを
 使いこなす！
’16年 4 月号　小型双眼鏡活用術
 南北海道バードウォッチングガイド
’16年 3 月号　野鳥クライシス
 今どき，バードウォッチャーの生態

’16年 2 月号　水辺のワシタカ大図鑑
’16年 1 月号　今すぐホオジロ類に会いに行こう!!
 ［付録］BIRDER DIARY 2016
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BIRDER Special

野鳥と木の実と庭づくり
叶内拓哉／著
B5判　160頁　定価2,640円（本体2,400円＋税）
978-4-8299-7504-6

植木屋の知識と野鳥写真家の観察眼をもつ著
者が，野鳥が好む木の実をはじめとする100種
以上の「鳥と木の関係」を写真で紹介。木の選
定や配置といった具体的な野鳥が来る庭づくり
のノウハウも解説する。

秘伝！野鳥撮影術
BIRDER編集部／編
B5判　112頁　定価1,760円（本体1,600円＋税）
978-4-8299-7505-3

カワセミやシジュウカラといった身近な鳥から，
被写体として人気のフクロウやオオタカまで，
本当に撮りたい野鳥の撮影方法を種類別に解
説。豊富な作例とともに，BIRDER誌で活躍中
の野鳥写真家たちが「秘伝」を公開する。

富士山バードウォッチングガイド

BIRDER編集部／編
B5判　96頁　定価1,540円（本体1,400円+税）
978-4-8299-7501-5

豊かな自然が残る富士山周辺の探鳥地とそこ
に暮らす鳥たちを紹介。穴場スポットも多数収
録。富士山と周辺で見られる鳥，160種の野鳥
図鑑も収録。 

新 庭に鳥を呼ぶ本
藤本和典／著
B5判　80頁　定価1,760円（本体1,600円＋税）
978-4-8299-0145-8

自宅に野鳥を招待して30年以上になる著者が，
庭やベランダに鳥が来るような環境づくりにつ
いて，カラー写真とイラストでわかりやすく解
説。巣箱やえさ台の作り方や庭に来る鳥（50種），
鳥が好む植物（50種）の図鑑も収録。

八ヶ岳 四季の野鳥
吉野俊幸／写真集
AB判　112頁　定価2,860円（本体2,600円＋税）
978-4-8299-1178-5

野鳥の宝庫，長野県八ヶ岳で四季折々に観察で
きる野鳥の暮らしぶりを捉えた写真集。雪の高
原で越冬するフクロウなど，鳥の一瞬の動きを
捉えた写真を多数収録。

寒流が結ぶ生命北 海 道 から
ベーリング海

寺沢孝毅／写真集
AB判　96頁　定価2,200円（本体2,000円＋税）
978-4-8299-1182-2

寒流域に生息する海鳥や哺乳類の生態をとら
えた写真集。クラカケアザラシの赤ちゃんやウ
ミガラスの大コロニー，シロフクロウ，エトピリ
カなど，魅力的な動物たちの表情豊かな写真を
多数掲載。

鳥たちは今日も元気に生きてます！

戸塚 学／写真・文
AB判　96頁　定価2,200円（本体2,000円＋税）
978-4-8299-0183-0

鳥たちの波瀾万丈の生活の１シーンをとらえた
写真エッセイ集。思わず笑ってしまうような野
鳥の行動や，不可解な行動に目を向けた作品の
数々を収録。
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BIRDER Special

日本の渡り鳥観察ガイド
先崎理之・梅垣佑介・小田谷嘉弥・
先崎啓究・高木慎介・西沢文吾・原 星一／著
B5判　128頁　定価3,080円（本体2,800円＋税）
978-4-8299-7508-4

日本の鳥の半数以上を占める渡り鳥はいつ，どこ
から渡ってくるのか？最新研究を元に，飛来の仕
組みや渡りルートを解説。また全国の観察スポッ
トや人気の渡り鳥との出会い方など，観察のノウ
ハウも多数紹介する。

新日本の探鳥地 北海道編
BIRDER編集部／編
A5判　192頁　定価2,090円（本体1,900円＋税）
978-4-8299-7507-7

オオワシ，オジロワシ，シマフクロウ，タンチョ
ウなどが生息する人気の道東エリアから，札幌
市街や近年注目されている道南の探鳥地まで
収録。

新日本の探鳥地 首都圏編
東京都，神奈川県，埼玉県，千葉県，茨城県，
栃木県，群馬県
BIRDER編集部／編

A5判　192頁　定価2,420円（本体2,200円＋税）
978-4-8299-7506-0

関東地方の1都6県にある探鳥地91カ所を紹介。
コースガイド，見られる鳥など，すべて最新の
情報をもとに編纂，野鳥撮影などにも役立つ。

水彩色鉛筆で誰でも楽しく野鳥が描ける
新 “タマゴ式”鳥絵塾
谷口高司・谷口りつこ／著
B5判　80頁　定価2,200円（本体2,000円＋税）
978-4-8299-7500-8

誰でもバランスの整った鳥の絵が描けるタマゴ
式の鳥描きガイド。全24種類の野鳥の描きかた
を掲載。鳥が暮らす風景とともに描き上げる。

野鳥写真の撮り方
叶内拓哉／著
B5判　144頁　定価2,640円（本体2,400円＋税）
978-4-8299-1074-0

写真に収めるのが難しいといわれる野鳥を手
軽に撮るには？ 豊富な作例とともに鳥たちの
行動や習性を解説し，撮影のコツをていねいに
紹介。適正露出の取り方や，データの保存方法
も掲載した。

野鳥フィールドノート
スケッチで楽しむバードウォッチング
水谷高英／著
B5判　144頁　定価2,200円（本体2,000円＋税）
978-4-8299-0126-7

野鳥イラストレーションの第一人者である水谷
高英氏のイラストによる，野鳥を探す際に参考
となる観察ポイントを紹介する一冊。

野鳥フィールドスケッチ
水谷高英／著
B5判　160頁　定価2,420円（本体2,200円＋税）
978-4-8299-1132-7

野鳥が生息する環境と，彼らの季節に応じた行
動をイラストで紹介。日本各地の探鳥地と鳥見
におすすめの季節，見られる鳥の情報，鳥たち
のおもしろい生態や行動，フィールドの雰囲気
をスケッチでまとめた。

華麗なる水辺のハンター
カワセミ・ヤマセミ・アカショウビン
BIRDER編集部／編
B5判　80頁　定価1,980円（本体1,800円＋税）
978-4-8299-1012-2

カワセミ類の生活史を美しく魅力的な生態写
真と簡潔で読みやすい解説で紹介。鳴き声の解
説や音声コード（別売のサウンドリーダー対応）
付き。
※音声を聞くには専用の機械が必要です。詳しくはP.53をご参照下さい。
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BIRDER Special

オオルリ・キビタキ・
サンコウチョウ
BIRDER編集部／編
B5判　80頁　定価1,760円（本体1,600円＋税）

978-4-8299-7510-7　〈2021年4月下旬発売〉

夏鳥の代表であり，姿も声も美しいオオルリ，キ
ビタキ，サンコウチョウの観察術はもちろん，興
味深い生態にも深く切り込む。

羽根識別マニュアル
藤井 幹／著
B5判　224頁　定価3,960円（本体3,600円＋税）
978-4-8299-7511-4

部位・特徴別の絵解き検索，日本産鳥類ほぼ全
科の羽根図鑑，顕微鏡を使った見分け方といっ
た，羽根の観察に役立つさまざまな情報を収録。
従来の絵合わせから一歩進んだ識別法を掲載
した，羽根を楽しむ新しいマニュアル本。

鳥の骨格標本図鑑
川上和人／文　中村利和／写真
B5判　168頁　定価3,080円（本体2,800円＋税）
978-4-8299-7509-1

145種の鳥の骨格標本を掲載。体を支える丈夫
さと飛ぶための軽量性を兼ね備えた骨の見ど
ころを，飛ぶ，泳ぐ，走る，木に止まる，泳ぐ，獲
物を捕らえるなど，鳥の生態・行動と関連させ
て解説。
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生きもの好きの自然ガイドこのは このはNo.1～No.8は，電子書籍も発売しておりま
す。併せてご利用ください。

このはNo.7
新訂版コケに誘われコケ入門
このは編集部／編
B5判　96頁　定価1,760円（本体1,600円＋税）
978-4-8299-7392-9

大人気コケ入門書のリニューアル版。図鑑の掲
載種が50種から100種に増量のほか，各地の観
察地情報やコケの遊び方なども追加。この一冊
でコケの生活史や分類，観察方法から楽しみ方
まで，コケのすべてがわかる。

このはNo.6

冬鳥がわかる。
このは編集部／編
AB判　112頁　定価1,320円（本体1,200円＋税）
978-4-8299-7385-1

渡りのメカニズムをイラストで図解し，冬鳥の
見分け方や観察のコツ，冬の風物詩として有名
なガンカモ，ハクチョウ，海ワシの生態をグラビ
アで紹介。冬の鳥見ポイントも53か所を収録。
巻末には旬野菜の花の図鑑付き。

このはNo.5

魅せる紅葉
このは編集部／編
AB判　112頁　定価1,320円（本体1,200円＋税）
978-4-8299-7384-4

紅葉・黄葉のしくみをわかりやすく図解。紅葉
する樹木45種，草・コケ・シダ31種，モミジとと
もに観察できる野鳥30種，鳴く虫26種，草花25
種を収録。巻末には身近なハエトリグモ24種の
識別ガイド付き。

このはNo.4

森と海をつなぐ川の住人
このは編集部／編
AB判　112頁　定価1,320円（本体1,200円＋税）
978-4-8299-7383-7

川の健康状態や自然度を表す代表的な生き物
の生態を，美しい写真と共に解説。川と森の生
物多様性も解説。巻末には磯で見られる魚やエ
ビ，カニなどの観察ガイド付き。

このはNo.3

ユニークな日本の生きもの
このは編集部／編
AB判　112頁　定価1,320円（本体1,200円＋税）
978-4-8299-7382-0

食虫植物，しっぽの起源と機能，擬態する昆虫，
空飛ぶタネのデザインなど，生きものの形と暮
らしの関係を紹介。巻末には切り離して持ち運
べる「スプリング・エフェメラル」（春植物）のガ
イド付き。

このはNo.2

生きもの冬ものがたり
このは編集部／編
AB判　112頁　定価1,320円（本体1,200円＋税）
978-4-8299-7381-3

ほ乳類の足跡や食べ跡といったフィールドサイ
ンや，木の実に集まる鳥，樹木の冬芽，雑草のロ
ゼット，ダイヤモンドダストなどの自然現象な
ど，身近に「見て・触れて・楽しむ」ことができる
冬の自然観察のコツを紹介。

このはNo.1

食べるって楽しい！
このは編集部／編
AB判　112頁　定価1,320円（本体1,200円＋税）
978-4-8299-7380-6

「食べる」をテーマに，生き物のユニークな生態
や行動を紹介。自然界の「食う・食われる」だけ
でなく，日本人の食生活や食育，フードマイレー
ジと環境問題など，「食と自然のつながり」にも
スポットを当てる。

このはNo.10

光る生きものはなぜ光る？
大場裕一／著
AB判　112頁　定価1,980円（本体1,800円＋税）
978-4-8299-7389-9

生きものが光を出す驚くべき現象を美しい写真
と共に解説。発光の仕組み，光の役割，進化の
過程など生物発光の謎と不思議をわかりやす
く紹介。
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生きもの好きの自然ガイドこのは

このはNo.13
観察から識別まで
すべてがわかる！変形菌入門
きのこでもカビでもない，
粘菌とも呼ばれる不思議な生物
このは編集部／編　川上新一／解説

新井文彦・髙野 丈／写真
B5判　88頁　定価1,980円（本体1,800円＋税）
978-4-8299-7393-6

不思議な生物「変形菌（粘菌）」のビジュアルガ
イド。変形菌図鑑120を収録。

このはNo.12
散歩で出会うみちくさ入門
佐々木知幸／著　このは編集部／編
B5判　128頁　定価1,980円（本体1,800円＋税）
978-4-8299-7391-2

道路や公園，駐車場など身近な場所で見かける
道ばたの植物の観察ガイド。ユニークな視点で
季節ごとに見られる植物の特徴や生態，見どこ
ろを解説。初心者でも楽しめる観察方法も紹介。
毎日の散歩道が楽しくなる植物入門書。

このはNo.11

きのこの世界はなぞだらけ
このは編集部／編
AB判　96頁　定価1,980円（本体1,800円＋税）
978-4-8299-7390-5

きのこの分類や生態，生えている場所といった
基本情報をわかりやすく紹介。見つけ方や観察
のコツ，名前を調べるためのポイント，写真の
撮り方，胞子紋の作成方法など実用的な記事も
収録。
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グッズ
文一総合出版

オリジナルクリアファイル
各A4判　定価330円（本体300円＋税）

［クリアファイルセット内容］
各種の解説文掲載挟み込みシート（紙）

鳥3種と虫1種の全4種。挟
み込みシートには各種の解
説も掲載。お求めは文一総
合出版ホームページで。

憧れのヒタキの仲間
水谷高英／イラスト　人気のヒタキの仲間8種　

身近なカモの仲間
水谷高英／イラスト　身近なカモの仲間10種

飛んでいるタカを識別しよう
戸塚 学／写真　身近なタカや渡りでよく観察できるタカ8種

チョウのイモムシ（原寸大）・成虫
安田 守／写真　身近なチョウのイモムシとその成虫28種
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下記掲載の書籍のお求めをご希望の場合は，小社営業部まで在庫の確認をお願いいたします。な
お，品切れ図書は小社ホームページ上で公開しております。ご参照ください 

在庫僅少図書

【あ】
新しい科学の教科書 準拠問題集 物理編
 定価990（本体900円+税）

磯の生物 飼育と観察ガイド 定価1,980円（本体1,800円+税）

イヌの弁護士さん 定価1,540円（本体1,400円＋税）

イヌワシの生態と保全 定価4,840円（本体4,400円＋税）

絵解きで調べる田んぼの生きもの（miniこのは）  
 定価990円（本体900円+税）

美味しい木の実ハンドブック 定価1,540円（本体1,400円+税）

オーストラリア ケアンズ生き物図鑑
 定価2,200円（本体2,000円＋税）
カエル・サンショ
ウウオ・イモリのオタマジャクシハンドブック  
 定価1,540円（本体1,400円+税）

新しい理科の教科書 小学4年 定価1,320円（本体1,200円+税）

新しい理科の教科書 小学5年 定価1,320円（本体1,200円+税）

【か】
カエデ識別ハンドブック 定価1,540円（本体1,400円+税）

カヤツリグサ科ハンドブック 定価1,375円（本体1,250円+税）

聴き歩きフィールドガイド 奄美 定価1,540円（本体1,400円+税）

聴き歩きフィールドガイド 沖縄❶ 定価1,540円（本体1,400円+税）

系統地理学 定価4,180円（本体3,800円＋税）

原寸イラストによる 落葉図鑑 定価2,750円（本体2,500円+税）

子犬を選ぼう 定価1,540円（本体1,400円+税）

声が聞こえる！野鳥図鑑 増補改訂版  
 定価2,200円（本体2,000円+税）

声が聞こえる！ペン 定価11,000円（本体10,000円+税）

コウモリ識別ハンドブック 定価1,650円（本体1,500円+税）

【さ】
サウンドリーダー 定価9,350円（本体8,500円＋税）

サケ・マスの生態と進化 定価3,740円（本体3,400円＋税）

持続不可能性 定価3,080円（本体2,800円＋税）

樹液に集まる昆虫ハンドブック 定価1,540円（本体1,400円＋税）

樹木の実生図鑑 定価17,600円（本体16,000円＋税）

世界のカメレオン 定価3,080円（本体2,800円＋税）

世界のフクロウがわかる本（このは No.9）  
 定価1,980円（本体1,800円＋税）

【た】
田んぼの生き物400 （ポケット図鑑）  
 定価1,100円（本体1,000円＋税）

【な】
鳴く虫ハンドブック 定価1,540円（本体1,400円+税）

日本の爬虫両生類157 （ポケット図鑑）  
 定価1,100円（本体1,000円＋税）

日本の野草300 夏・秋 （ポケット図鑑）  
 定価1,100円（本体1,000円＋税）

日本の野草300 冬・春 （ポケット図鑑）  
 定価1,320円（本体1,200円＋税）

農業と雑草の生態学 定価3,960円（本体3,600円＋税）

【は】
白鳥光彩 定価3,960円（本体3,600円＋税）

はじめよう！バードカービングDVD BOOK
 定価5,060円（本体4,600円＋税）

はじめよう！バードウォッチング（BIRDER Special）  
 定価1,650円（本体1,500円＋税）

隼（写真集） 定価4,400円（本体4,000円+税）

ハヤブサ（BIRDER Special） 定価1,980円（本体1,800円+税）

光と水と植物のかたち 定価4,180円（本体3,800円＋税）

保全生態学入門 定価3,300円（本体3,000円＋税）

哺乳類の足型・足跡ハンドブック  

 定価1,540円（本体1,400円+税）

哺乳類のかたち 定価2,640円（本体2,400円＋税）

ボルネオ島 アニマルウォッチングガイド  
 定価2,640円（本体2,400円+税）

ほんわか鳥日和 定価1,650円（本体1,500円＋税）

【ま】
森に流れる時間 定価3,080円（本体2,800円＋税）

【や】
野鳥の羽ハンドブック 定価1,540円（本体1,400円+税）

山釣り談義 定価3,080円（本体2,800円+税）

文一総合出版ホームページ
品切れ書籍一覧

https://www.bun-ichi.co.jp/
book/tabid/129/Default.aspx
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【北海道】
札幌市　MARUZEN＆ジュンク堂書店札幌店 
 011-223-1911

紀伊國屋書店札幌本店 011-231-2131
北海道大学生協北部店 011-747-2182
北海道大学生協クラーク店 011-736-0916

帯広市　帯広畜産大学生協書籍部 0155-48-2284
旭川市　ジュンク堂書店旭川店 0166-26-1120

【青森県】
弘前市　弘前大学生協文京会館シェリア店  
 0172-33-3742

ジュンク堂書店弘前中三店 0172-34-3131

【岩手県】
盛岡市　ジュンク堂書店盛岡店 019-601-6161

岩手大学生協中央店 019-652-2028

【宮城県】
仙台市　丸善仙台アエル店 022-264-0151

ジュンク堂書店仙台TR店 022-265-5656
東北大学生協理薬書籍店 022-263-0126
八文字屋書店 022-371-1988

【山形県】
山形市　八文字屋本店 023-622-2150

戸田書店山形店 023-682-3111
山形大学生協小白川店 023-641-4365

天童市　TENDO八文字屋書店 023-658-8811

【福島県】
いわき市　鹿島ブックセンター 0246-28-2222
郡山市　岩瀬書店富久山店 024-936-2220

【茨城県】
水戸市　川又書店エクセル店 029-231-1073

川又書店県庁店 029-301-1811
丸善水戸京成店 029-302-5071

鹿島市　WonderGoo鹿島店 029-993-9611
土浦市　オークスブックセンター土浦ピアタウン店 
 029-835-9055

つくば市　筑波大学大学会館書籍部  
 029-858-0409

丸善筑波大学第二学群書籍部 029-858-0421
未来屋書店つくば店 029-839-2057

【栃木県】
宇都宮市　喜久屋書店宇都宮店 028-614-5222

八重洲ブックセンター宇都宮パセオ店  
 028-627-8588

那須郡　那須ブックセンター 0287-78-2000

【群馬県】
前橋市　戸田書店前橋本店 027-223-9011

紀伊國屋書店前橋店 027-220-1830
煥乎堂前橋本店 027-235-8111
ブックマンズアカデミー前橋店 027-280-3322
岡崎書店フォリオ駒形SC店 027-266-0030

伊勢崎市　蔦屋書店伊勢崎宮子店 0270-20-7400
藤岡市　戸田書店藤岡店 0274-22-2469
太田市　ブックマンズアカデミー太田店  
 0276-40-1900

喜久屋書店太田店 0276-47-8723
桐生市　戸田書店桐生店 0277-20-7220

【埼玉県】
さいたま市　ジュンク堂書店大宮高島屋店  
 048-640-3111

須原屋本店 048-822-5321
押田謙文堂 048-641-3141
ブックデポ書楽 048-859-4946

入間市　紀伊國屋書店入間丸広店 04-2966-1177
未来屋書店入間店 04-2960-1185

川越市　ブックファーストルミネ川越店  
 049-240-6212

【千葉県】
千葉市　千葉大学生協ブックセンター  
 043-254-1825

文教堂小倉台店 043-232-7330
船橋市　東邦大学生協習志野SB 047-470-2092

ジュンク堂書店南船橋店 047-401-0330
習志野市　丸善津田沼店 047-470-8311

常備店・特別協力店一覧
文一総合出版の主な出版物は下記の書店店頭でご覧いただけます。ご希望の書籍がない場合に
は下記もしくはお近くの書店にご注文ください。なお，郵送をご希望の場合は直接小社へお申し
付け下さい。お電話，FAX，ホームページよりご注文いただけます。
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常備店・特別協力店一覧
文一総合出版の主な出版物は下記の書店店頭でご覧いただけます。ご希望の書籍がない場合に
は下記もしくはお近くの書店にご注文ください。なお，郵送をご希望の場合は直接小社へお申し
付け下さい。お電話，FAX，ホームページよりご注文いただけます。

柏　市　ジュンク堂書店柏モディ店 047-168-0215
流山市　紀伊國屋書店流山おおたかの森  
 047-156-6111
松戸市　千葉大学生協園芸学部店 047-365-5352
印西市　喜久屋書店千葉ニュータウン店  
 0476-40-7732

【東京都】
千代田区　丸善丸の内本店 03-5288-8881

三省堂書店農水省売店 03-3501-1881
書泉ブックタワー 03-5296-0051
三省堂書店神保町本店 03-3233-3312
東京堂書店 03-3291-5181
書泉グランデ 03-3295-0011
農文協 農業書センター 03-6261-4760
丸善お茶の水店 03-3295-5581

中央区　八重洲ブックセンター 03-3281-1811
丸善日本橋店 03-6214-2001
書原大川端RC21店 03-3536-9053

港　区　文教堂浜松町店 03-3437-5540
新宿区　紀伊國屋書店新宿本店 03-3354-0131

ブックファースト新宿店 03-5339-7611
芳林堂高田馬場店 03-3208-0241

文京区　往来堂書店 03-5685-0807
目黒区　東京大学生協駒場書籍部 03-3469-7145
大田区　ブックファーストアトレ大森店  
 03-5767-6831
世田谷区　東京農業大学生協書籍部  
 03-3427-5713
渋谷区　MARUZEN＆ジュンク堂渋谷店  
 03-5456-2111
杉並区　ブックスオオトリ高円寺店 03-3337-5511

書楽阿佐ヶ谷店 03-3393-5625
豊島区　ジュンク堂書店池袋本店 03-5956-6111

三省堂書店池袋本店 03-6864-8900
練馬区　ジュンク堂書店大泉学園店 03-5947-3955
八王子市　くまざわ書店八王子店　042-625-1201

有隣堂セレオ八王子店 042-655-2311
立川市　オリオン書房ノルテ店 042-522-1231

PAPER WALLエキュート立川店 042-521-5259
ジュンク堂書店立川店 042-512-9910
くまざわ書店けやき台店 042-583-7131

武蔵野市　ジュンク堂吉祥寺店 0422-28-5333
紀伊國屋書店吉祥寺東急店 0422-21-1810
啓文堂書店新吉祥寺店 0422-79-5070

三鷹市　啓文堂書店三鷹店 0422-79-5840
青梅市　文教堂河辺とうきゅう店 0428-84-0691

ブックスタマ千ヶ瀬店 0428-24-2450
府中市　啓文堂書店府中店 042-366-3151

蔦屋書店フレスポ府中店 042-358-3500
昭島市　くまざわ書店昭島店 042-546-4851

井上書店　昭島店 042-545-2988
ブックスオオトリ昭島店 042-549-0251
八重洲BCイトーヨーカドー拝島店 042-549-1685

調布市　くまざわ書店国領店 03-5438-5771
書原つつじヶ丘店 042-481-6421

町田市　久美堂本店 042-725-1330
小金井市　東京学芸大学生協書籍店  
 042-324-6228

くまざわ書店武蔵小金井店 042-382-5020
くまざわ書店武蔵小金井北口店 042-385-2351
文教堂武蔵小金井店 042-316-4315

日野市　くまざわ書店日野店 042-589-7015
未来屋書店多摩平の森店 042-589-6331

東村山市　ブックスタマ東村山店 042-390-2531
国分寺市　紀伊國屋書店国分寺店 042-325-3991
国立市　PAPER WALL国立店 042-843-0261

増田書店北口店 042-580-4871
増田書店 042-572-0262

福生市　ブックスタマ福生店 042-552-8141
リブロ福生店 042-539-1291

東大和市　くまざわ書店東大和店 042-590-0411
ブックスタマ東大和店 042-567-7470

武蔵村山市
オリオン書房イオンモールむさし村山ミュー店 
 042-567-6911
岡野谷書店 042-561-3590

多摩市　ACADEMIAくまざわ書店桜ヶ丘店 
 042-337-2531
稲城市　コーチャンフォー若葉台店 042-350-2800
羽村市　ブックスタマ小作店 042-555-3904
西東京市　宮脇書店東京田無店 042-461-4060

博文堂書店田無店 042-460-5330
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西多摩郡　よむよむザ・モールみずほ店  
 042-568-4646

未来屋書店イオンモール日の出店 042-597-6255

【神奈川県】
横浜市　有隣堂伊勢佐木町本店 045-261-1231

有隣堂横浜駅西口エキニア横浜店  
 045-311-6265
有隣堂横浜駅東口ルミネ店 045-453-0811
紀伊國屋書店横浜店 045-450-5901
八重洲ブックセンター上大岡店 045-848-7389
有隣堂たまプラーザテラス店 045-903-2191
有隣堂戸塚モディ店 045-881-2661
ブックファースト青葉台店 045-989-1781

川崎市　丸善ラゾーナ川崎 044-520-1869
厚木市　くまざわ書店本厚木店 046-230-7077

有隣堂厚木店 046-223-4111
藤沢市　有隣堂藤沢店 0466-26-1411

ジュンク堂書店藤沢店 0466-52-1211
湘南蔦屋書店Kids 0466-31-1510

【新潟県】
新潟市　本の店 英進堂 0250-24-1187

ジュンク堂書店新潟店 025-374-4411
新潟大学生協書籍店 025-262-6095
紀伊國屋書店新潟店 025-241-5281

上越市　戸田書店上越店 025-527-3311
三条市　知遊堂三条店 0256-36-7171

【富山県】
富山市　紀伊國屋書店富山店 076-491-7031

BOOKSなかだ専門書館 076-492-1197
文苑堂書店富山豊田店 076-433-8150

魚津市　BOOKSなかだ魚津店 0765-24-9905
高岡市　文苑堂書店福田本店 0766-27-7800

【石川県】
金沢市　文苑堂書店示野本店 076-267-7007
野々市町　明文堂書店金沢野々市店  
 076-294-0930

【山梨県】
甲府市　ジュンク堂書店岡島甲府店 055-231-0606

【長野県】
長野市　平安堂長野店 026-224-4545
松本市　丸善松本店 0263-31-8171

安曇野市　平安堂あづみ野店 0263-72-8877
未来屋書店穂高店 0263-83-6430

飯田市　平安堂飯田店 0265-24-4545
佐久市　平安堂佐久インターウェーブ店  
 0267-77-7744

【岐阜県】
岐阜市　丸善岐阜店 058-297-7008

自由書房EX高島屋 058-262-5661
カルコス本店 058-294-7500

各務原市　カルコス各務原店 058-389-7500
瑞穂市　カルコス穂積店 058-329-2336
大垣市　喜久屋書店大垣店 0584-77-1717

【静岡県】
沼津市　マルサン書店 仲見世店 055-963-0350
静岡市　MARUZEN＆ジュンク堂書店新静岡店 
 054-275-2777
磐田市　谷島屋新磐田店 0538-35-5778
浜松市　谷島屋浜松本店 053-457-4165

【愛知県】
名古屋市　丸善名古屋本店 052-238-0320

三省堂書店名古屋本店 052-566-6801
三省堂書店名古屋高島屋店 052-566-8877
ジュンク堂書店名古屋店 052-589-6321
ジュンク堂書店名古屋栄店 052-212-5360
らくだ書店本店 052-731-7161
ちくさ正文館本店 052-741-1137
名古屋大学生協ブックスフロンテ 052-781-9819
正文館書店 052-931-9321

豊橋市　精文館書店本店 0532-54-2345
尾西市　宮脇書店尾西店 0586-47-7111
知立市　正文館書店知立八ツ田店 0566-85-2341
丹羽郡　カルコス扶桑店 0587-92-1991

【三重県】
津　市　別所書店イオン津店 059-224-1065
四日市市　丸善四日市店 059-359-2340
鈴鹿市　コメリ書房鈴鹿店 059-384-3737

【滋賀県】
大津市　大垣書店フォレオ大津一里山店  
 077-547-1020
草津市　ジュンク堂書店滋賀草津店 077-569-5553

常備店・特別協力店一覧
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【京都府】
京都市　大垣書店イオンモールkyoto店  
 075-692-3331

丸善京都本店 075-253-6599
京都大学生協書籍部ルネ 075-771-7336

【大阪府】
大阪市　ジュンク堂書店大阪本店 06-4799-1090

MARUZEN＆ジュンク堂書店梅田店  
 06-6292-7383
紀伊國屋書店グランフロント大阪店  
 06-7730-8451
紀伊國屋書店京橋店 06-4801-9255
ジュンク堂難波店 06-4396-4771
喜久屋書店東急ハンズ心斎橋店 06-4963-8558
紀伊國屋書店梅田本店 06-6372-5821
ジュンク堂書店近鉄あべのハルカス店  
 06-6626-2151
喜久屋書店阿倍野店 06-6634-8606
ジュンク堂書店上本町店 06-6771-1005
ジュンク堂書店天満橋店 06-6920-3730

東大阪市　ヒバリヤ書店本店 06-6722-1121
堺市　紀伊國屋書店堺北花田店 072-246-5566
高槻市　紀伊國屋書店高槻店 072-686-1195

ジュンク堂書店高槻店 072-686-5300

【兵庫県】
神戸市　ジュンク堂書店三宮駅前店 078-252-0777

ジュンク堂書店三宮店 078-392-1001
喜久屋書店北神戸店 078-983-3755
ジュンク堂書店神戸住吉店 078-854-5551
大垣書店神戸ハーバーランドumie店  
 078-382-7112

川西市　紀伊國屋書店川西店 072-740-2622
姫路市　ジュンク堂書店姫路店 0792-21-8280
加古川市　紀伊國屋書店加古川店 079-427-3311
芦屋市　ジュンク堂書店芦屋店 0797-31-7440
西宮市　ジュンク堂書店西宮店 0798-68-6300

ブックファースト阪急西宮ガーデンズ店  
 0798-62-6103

明石市　ジュンク堂書店明石店 078-918-6670

【奈良県】
奈良市　ジュンク堂書店奈良店 0742-36-0801

啓林堂書店奈良店 0742-20-8001
大和郡山市　喜久屋書店大和郡山店  
 0743-55-2200
橿原市　喜久屋書店橿原店 0744-20-3451

【岡山県】
岡山市　丸善シンフォニービル店 086-233-4640
倉敷市　喜久屋書店倉敷店 086-430-5450

【広島県】
広島市　丸善広島店 082-504-6210

フタバ図書アルティ アルパーク北棟店  
 082-270-5730
ジュンク堂書店広島駅前店 082-568-3000

東広島市　広島大学生協北1CS書籍  
 082-424-2525
安芸郡　フタバ図書TERA広島府中店  
 082-561-0770

【鳥取県】
鳥取市　今井書店グループセンター店  
 0852-20-8686
米子市　杉島書店 0859-22-2768

【島根県】
松江市　島根大学生協松江ショップ 0852-32-6242

【香川県】
高松市　宮脇書店カルチャースペース総本店 
 087-823-3152

宮脇書店本店 087-851-3733
宮脇書店南本店 087-869-9361
ジュンク堂書店高松店 087-832-0170

【愛媛県】
松山市　ジュンク堂書店松山店 089-915-0075

愛媛大学生協城北ショップ 089-925-5801
愛媛大学生協農学部店 089-933-1525

常備店・特別協力店一覧
文一総合出版の主な出版物は下記の書店店頭でご覧いただけます。ご希望の書籍がない場合に
は下記もしくはお近くの書店にご注文ください。なお，郵送をご希望の場合は直接小社へお申し
付け下さい。お電話，FAX，ホームページよりご注文いただけます。
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【高知県】
高知市　金高堂書店朝倉ブックセンター  
 088-840-1363

【徳島県】
徳島市　紀伊國屋書店徳島店 088-602-1611

【福岡県】
福岡市　紀伊國屋書店福岡本店 092-434-3100

ジュンク堂書店福岡店 092-738-3322
丸善博多店 092-413-5401

北九州市　BCクエスト小倉店 093-522-3912
BCクエスト黒崎店 093-643-5532

久留米市　紀伊國屋書店久留米店 0942-45-7170

【熊本県】
熊本市　長崎書店 096-353-0555

熊本大学生協学館ショップ 096-343-6321

【佐賀県】
佐賀市　紀伊國屋書店佐賀店 0952-36-8171

【大分県】
大分市　紀伊國屋書店大分店 097-552-7773

ジュンク堂書店大分店 097-536-8181

【宮崎県】
宮崎市　宮崎大学生協書籍購買店 0985-58-0612

【鹿児島県】
鹿児島市　ジュンク堂書店鹿児島店 099-216-8838

【沖縄県】
那覇市　ジュンク堂書店那覇店 098-860-7175
中頭郡　琉球大学生協中央店 098-895-2620

常備店・特別協力店一覧

【ア行】
青いケシ メコノプシス（原種の花たち2）  27
青い森話  21
明るい老犬生活  42
新しい科学の教科書Ⅰ～Ⅲ（学年別版）（第3版）  39
新しい科学の教科書 準拠問題集Ⅰ～Ⅲ（学年別版）
（第2版）  39

新しい科学の教科書（分野別版）

  化学編（第2版）  39
  生物編  39
  地学編  39
  物理編  39
新しい科学の教科書 準拠問題集（分野別版）

  化学編（第2版）  39
  生物編  39
  地学編  39
新しい植物分類体系  35
新しい理科の教科書
  小学3年  40
  小学6年  40
あなたの あしもと コケの森（森の小さな生きもの紀行）  

31

奄美の野鳥図鑑  17

生きものの数の不思議を解き明かす  30
生き物の決定的瞬間を撮る  26
生物のつながりを見つめよう  30
生きもの冬ものがたり（このはNo.2）  51
生命の湖 琵琶湖をさぐる  26
いつでも どこでも きのこ（森の小さな生きもの紀行）  

31
イモムシの教科書  27
彩あわせ  21
彩の記憶  22
インコのびのび  23

美しい海の浮遊生物図鑑  19
裏丹沢  21

エピジェネティクスの生態学  38

応用個体群生態学  33
オオルリ・キビタキ・サンコウチョウ  50
鴛鴦  23
オリジナルクリアファイル  53
温暖化対策で熱帯林は救えるか  34

索引



60

索引
【カ行】
海外市場に挑戦する中小サービス産業  42
解説 電気設備の技術基準（第18版）  42
叶内拓哉と野鳥たち（電子版）

  Ⅰ キジ目～ツル目  44
  Ⅱ カッコウ目～チドリ目  44
  Ⅲ タカ目～スズメ目カラス科  44
  Ⅳ スズメ目キクイタダキ科～ホオジロ科  44
カブトムシゆかりの虫活！  25
華麗なる水辺のハンター  49
翡翠（コバルトブルーの宝石）  23
環境史とは何か  36
環境史をとらえる技法  36
寒流が結ぶ生命  48

季節とフィールドから鳥が見つかる  27
きのこのき  25
きのこの世界はなぞだらけ（このは No.11）  52
木のタネ検索図鑑  18
岐阜県植物誌  20
きれいで ふしぎな 粘菌（森の小さな生きもの紀行）  31

草木を見つめる科学  37
群集生態学  34

ケアンズ探鳥図鑑  17
景観生態学  33
ケイマフリ  22
決断科学のすすめ  25
ゲノムが拓く生態学  37
原寸大写真図鑑 羽（増補改訂版）  20
現代によみがえるダーウィン（別巻）  26

公園づくりガイドブック  26
コケに誘われコケ入門（このはNo.7）
  （新訂版）  51
  （電子版）  43
ここが見どころ日本の山（列島自然めぐり）  18

【サ行】
彩の国  22
魚たちとワシントン条約  32
里と林の環境史  36
SUNDAY MORNING ウミウシのいる休日  22
散歩で出会うみちくさ入門（このは No.12）  52

視覚の認知生態学  38
シカの脅威と森の未来  32

自家用電気工作物必携Ⅰ（法規手続篇）（2019年版）  42
自然観察のポイント  25
島と海と森の環境史  36
種間関係の生物学  37
樹木粲粲  21
樹木の種苗移動ガイドライン  34
植物群落モニタリングのすすめ  33
植物色素フラボノイド  34
植物なんでも事典  25
植物の受精  26
信州光彩  22
新 “タマゴ式”鳥絵塾  49
新 日本の探鳥地
  首都圏編  49
  北海道編  49
新 庭に鳥を呼ぶ本  48
森林の生態学  37

Zooっとたのしー！動物園  27
スピードアップ算数
  〈基礎〉  41
  〈発展〉  41

生態学が語る東日本大震災  35
生態学者が書いたDNAの本  33
生態学のための数理的方法  33
生物学者，地球を行く  35
生物時計の生態学  38
世界遺産の自然の恵み  30
世界遺産をシカが喰う  32
世界のカメ類  19
世界のメダカガイド  24
絶滅危惧の野鳥たち  28

【タ行】
高尾山全植物  18
旅するタネの図鑑（身近なしぜん再発見）  31
食べるって楽しい！（このはNo.1）  51

地域生態系への回帰  34
ちいさな生命のなかまたち  22
地球環境問題に挑む生態学  30
地生態学からみた日本の植生  35
チャワンタケ・アミガサタケ観察ガイド  29
中国内陸部貴州省の持続的発展をめざして  32
チューリップ（原種の花たち1）  27
超拡大で虫と植物と鉱物を撮る  26
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索引
ツキノワグマのすべて  28

手すりの虫観察ガイド  29

東京湾にガンがいた頃  24
統計のはなし  33
都市の樹木433（ポケット図鑑）  13
飛べ！ムササビ  28
♪鳥くんの比べて識別！野鳥図鑑670（第3版）  17
鳥たちに明日はあるか  33
鳥たちは今日も元気に生きてます！  48
鳥の骨格標本図鑑  50
鳥のフィールドサイン観察ガイド  29
どんどん虫が見つかる本  27

【ナ行】
鳴き声から調べる昆虫図鑑  17
鳴き声から調べる野鳥図鑑  17
鳴く虫の博物誌（電子版）  43
なぜ地球の生きものを守るのか  30
なんでもハーブ284（ポケット図鑑）  14

似ているけれどちがう生きもの図鑑（身近なしぜん再
発見）  31

日本一の巨木図鑑（列島自然めぐり）  18
日本産カエル大鑑  20
日本産ハナバチ図鑑  18
日本のウミウシ（フィールド図鑑）  19
日本のウミウシ（第二版）（ネイチャーガイド）  15
日本の海水魚466（第2版）（ポケット図鑑）  13
日本の外来魚ガイド  24
日本のカエルフィールドガイド  28
日本のキノコ262（ポケット図鑑）  13
日本のクモ（増補改訂版）（ネイチャーガイド）  15
日本の高山植物400（ポケット図鑑）  13
日本の昆虫1400（ポケット図鑑）

  ①チョウ・バッタ・セミ  14
  ②トンボ・コウチュウ・ハチ  14
日本の水生昆虫（ネイチャーガイド）  16
日本のスゲ（増補改訂）（ネイチャーガイド）  15
日本の淡水魚258（ポケット図鑑）  13
日本の地形・地質（列島自然めぐり）  18
日本の鳥300（改訂版）（ポケット図鑑）  13
日本の鳥550（ネイチャーガイド）

  山野の鳥（新訂）  15
  水辺の鳥（増補改訂版）  15
日本のトンボ（改訂版）（ネイチャーガイド）  15

日本の水草（ネイチャーガイド）  15
日本の野鳥（フィールド図鑑）  17
日本のユスリカ（図説）  18
日本の渡り鳥観察ガイド  49
日本水草図鑑  20
日本ラン科植物図譜  20

猫の鳥談義  24

野と原の環境史  36

【ハ行】
BIRDER（バーダー）  45
俳句と詩歌であるく鳥のくに  24
発想力をのばす中学数学
  Ⅰ．数量編  41
  Ⅱ．図形編  41
花からわかる野菜の図鑑  18
花生態学の最前線  37
桜もよう  21
羽根識別マニュアル  50

東日本大震災と中小企業  42
光る生きものはなぜ光る？（このは No.10）  51
美写炯然  21
秘伝！野鳥撮影術  48
ヒマラヤの青いケシとその仲間たち  26

フィールドの観察から論文を書く方法  35
富士山 雲の変幻Ⅱ  21
富士山バードウォッチングガイド  48
ブナと語る  21
ブナ林再生の応用生態学  34
冬鳥がわかる。（このはNo.6）  51
ブンイチ
  vol.1（電子版）  43
  vol.2（電子版）  43

変形菌入門（このは No.13）  52

保全遺伝学入門  33
保全と復元の生物学  37
北極と南極  25
ほっこり鳥日和  23
哺乳類のフィールドサイン観察ガイド  29
ホネホネ博物館（このはNo.8）（電子版）  43
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索引
【マ行】
マツ枯れは森の感染症  32

ミクロの自然探検  27
身近な草花300 郊外（ポケット図鑑）  13
身近な草花300 街中（ポケット図鑑）  13
身近な水生生物観察ガイド  29
身近な野鳥観察ガイド  29
身近な両生類・はちゅう類観察ガイド  29
魅せる紅葉（このはNo.5）  51
みぢかな生き物となかよくなろう  40
みのまわりのふしぎ見つけよう  40

虫とツーショット  25
虫のしわざ観察ガイド  29

MOMENT  22
森と海をつなぐ川の住人（このはNo.4）  51
森の不思議を解き明かす  30
森の分子生態学  37
森の分子生態学2  37
森の芽生えの生態学  34

【ヤ行】
屋久島の森のすがた  32
野鳥写真の撮り方  49
野鳥手帳  17

野鳥と木の実と庭づくり  48
野鳥の記録 与那国島  24
野鳥フィールドスケッチ  49
野鳥フィールドノート  49
八ヶ岳 四季の野鳥  48
やまがら ちょこちょこ  23
山と森の環境史  36
山の花便り  23

ユニークな日本の生きもの（このはNo.3）  51

幼魚ハンドブック  10
ヨーロッパ産スズメ目の識別ガイド  17
よみがえれアサザ咲く水辺  26

【ラ行】
らいちょう ころころ  23

琉球の樹木（ネイチャーガイド）  15
リンネと博物学  34

論文を書くための科学の手順  35

【ワ行】
わさびの日本史  35

ハンドブックシリーズ索引
【ア行】
アリ（増補改訂版）  7

イネ科  3
イモムシ  8
イモムシ ❷  8
イモムシ ❸  8

ウニ  10
海鳥（新）  12
海辺で拾える貝  9
海辺のエビ・ヤドカリ・カニ  9
ウメ  1

美味しい山菜  2

落ち葉の下の小さな生き物  5
オトシブミ  5
 

【カ行】
海藻  3
外来鳥  11
カタツムリ  9
カミキリムシ（新）  6
カモ（新訂）  11

危険生物ファーストエイド 海編  11
危険生物ファーストエイド 陸編  11

草木染  4
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ハンドブックシリーズ索引
朽ち木にあつまる虫  5
クモの巣  9
クモ  9
クワガタムシ（増補改訂版）  7

ゲンゴロウ・ガムシ・ミズスマシ（水生昆虫①）  6

紅葉  2
声が聞こえる！カエル  9
昆虫の集まる花  5
昆虫の食草・食樹  5

【サ行】
酒米（改訂版）  12
サクラ  1
里山の地衣類  4
サンゴ礁のエビ  9

シギ・チドリ類  11
シダ  3
樹皮  2
照葉樹  2

水生生物（新訂）  7
スイレン  3
スミレ  1

世界のカワセミ  11
セミ  7

空の虹色（水滴と氷晶がつくりだす）  12

【タ行】
タカ・ハヤブサ類飛翔  11
タガメ・ミズムシ・アメンボ（水生昆虫②）  6
タナゴ  10
タンポポ  1

土の中の小さな生き物  5
ツツジ・シャクナゲ  4

天売島の自然観察  10
テントウムシ  6

冬虫夏草  5
鳥の足型・足跡  11
どんぐり  2

【ナ行】
日本の豆  12
日本のラン❶  3

熱帯の花（日本で見られる）  3

野ばら  4

【ハ行】
ハエトリグモ  9
ハチ  7
バッタ  6
花火  12
ハムシ  6

冬芽  2
プランクトン 淡水編  10

ベリー  3

【マ行】
街なかの地衣類  4
繭  8

身近な草木の実とタネ  2
身近な雑草の芽生え❶（改訂版）  1
身近な雑草の芽生え❷  1
身近な雑草の芽生え❶（電子版）  43
身近な妖怪  12
南のイネ科  3

虫こぶ  5
虫の卵  8

モグラ  10

【ヤ行】
ヤゴ（水生昆虫③）  6
野草のロゼット  1
野鳥と木の実（増補改訂版）  12
野鳥と木の実（電子版）  43
ヤナギ  4

【ラ行】
リス・ネズミ  10
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