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KP00018047 9784785334253 生物有機化学（有機化学スタンダード） 北原 武　石神 健　矢島 新 201808 ¥4,620 ¥6,160 
KP00006211 9784785352134 分子生物学（コア講義） 田村 隆明 200709 ¥2,475 ¥3,300 
KP00018050 9784785352370 基礎分子遺伝学・ゲノム科学  坂本 順司 201809 ¥4,620 ¥6,160 

KP00011420 9784785351236 メンデルの軌跡を訪ねる旅（シリーズ・生命の神秘と不思議） 長田 敏行 201707 ¥2,475 ¥3,300 

KP00006210 9784785352301 分子遺伝学（コア講義） 田村 隆明 201411 ¥3,960 ¥5,280 

KP00006216 9784785358563 遺伝子操作の基本原理（新・生命科学シリーズ）
赤坂 甲治　大山 義彦　太田 次郎【編】
赤坂 甲治【編】　浅島 誠【編】　
長田 敏行【編】

201311 ¥4,290 ¥5,720 

KP00018048 9784785358693 ゲノム編集の基本原理と応用  ZFN，TALEN，CRISPR-Cas9 山本 卓 201806 ¥4,290 ¥5,720 

KP00011418 9784785358662 ゲノム編集入門  ZFN・TALEN・CRISPR-Cas9 山本 卓【編】 201612 ¥5,445 ¥7,260 
KP00006358 9784785358334 進化の風景  魅せる研究と生物たち 石川 統 200009 ¥3,630 ¥4,840 

■植物学・動物学
ProductID 底本 ISBN 書　　　　　名 著　者　名 プリント版

出版年月
同時アクセス数１
本体価格（税別）

同時アクセス数３
本体価格（税別）

KP00011424 9784785358686 花の分子発生遺伝学  遺伝子のはたらきによる花の形づくり 平野 博之　阿部 光知【共著】 201804 ¥5,445 ¥7,260 

KP00006217 9784785358457 植物の成長（新・生命科学シリーズ） 西谷 和彦　太田 次郎【編】　赤坂 甲治
【編】　浅島 誠【編】　長田 敏行【編】201105 ¥4,125 ¥5,500 

KP00006238 9784785335021 窒素固定の科学  化学と生物学からの挑戦 干鯛 真信 201405 ¥4,125 ¥5,500 
KP00006230 9784785358570 イチョウの自然誌と文化史  長田 敏行 201402 ¥3,960 ¥5,280 

KP00006215 9784785358495 動物の発生と分化（新・生命科学シリーズ）
浅島 誠　駒崎 伸二　太田 次郎【編】
赤坂 甲治【編】　浅島 誠【編】　
長田 敏行【編】

201109 ¥3,795 ¥5,060 

KP00006282 9784785351151 発生・変態・リズム  時（ホルモンから見た生命現象と進化シリーズ 2） 天野 勝文　田川 正朋【共編】 201608 ¥4,125 ¥5,500 

KP00006279 9784785351205 生体防御・社会性  守（ホルモンから見た生命現象と進化シリーズ 7） 水澤 寛太　矢田 崇【共編】 201610 ¥4,785 ¥6,380 

KP00006281 9784785351182 ホメオスタシスと適応  恒（ホルモンから見た生命現象と進化シリーズ 5） 海谷 啓之　内山 実【共編】 201608 ¥4,290 ¥5,720 

KP00006284 9784785351168 成長・成熟・性決定  継（ホルモンから見た生命現象と進化シリーズ 3） 伊藤 道彦　高橋 明義【共編】 201605 ¥3,960 ¥5,280 

KP00006184 9784785351144 比較内分泌学入門  序（ホルモンから見た生命現象と進化シリーズ） 和田 勝 201704 ¥4,125 ¥5,500 

KP00006283 9784785351175 求愛・性行動と脳の性分化  愛（ホルモンから見た生命現象と進化シリーズ 4）
小林 牧人　小澤 一史　
棟方 有宗【共編】 201605 ¥3,465 ¥4,620 

KP00006219 9784785358587 動物行動の分子生物学  （新・生命科学シリーズ）
久保 健雄　奥山 輝大　上川内 あづさ
竹内 秀明　太田 次郎【編】　
赤坂 甲治【編】　浅島 誠【編】　
長田 敏行【編】

201407 ¥3,960 ¥5,280 

KP00006280 9784785351199 回遊・渡り  巡（ホルモンから見た生命現象と進化シリーズ 6） 安東 宏徳　浦野 明央【共編】 201611 ¥3,795 ¥5,060 

KP00006218 9784785358426 動物の系統分類と進化（新・生命科学シリーズ） 太田 次郎ほか【編】　藤田 敏彦 201004 ¥4,125 ¥5,500 

KP00011422 9784785351250 プラナリアたちの巧みな生殖戦略（シリーズ・生命の神秘と不思議） 小林 一也　関井 清乃【共著】 201711 ¥2,310 ¥3,080 

KP00011421 9784785351243 海のクワガタ採集記  昆虫少年が海へ（シリーズ・生命の神秘と不思議） 太田 悠造 201707 ¥2,475 ¥3,300 

KP00018049 9784785351274 行動や性格の遺伝子を探す  マウスの行動遺伝学入門（シリーズ・生命の神秘と不思議） 小出 剛 201807 ¥2,640 ¥3,520 

KP00006226 9784785352172 人類進化論  霊長類学からの展開 山極 寿一 200808 ¥3,135 ¥4,180 

■医学・ライフサイエンス
ProductID 底本 ISBN 書　　　　　名 著　者　名 プリント版

出版年月
同時アクセス数１
本体価格（税別）

同時アクセス数３
本体価格（税別）

KP00006214 9784785358501 脳  分子・遺伝子・生理（新・生命科学シリーズ）
石浦 章一　笹川 昇　二井 勇人　
太田 次郎【編】　赤坂 甲治【編】　
浅島 誠【編】　長田 敏行【編】

201109 ¥3,300 ¥4,400 

KP00006229 9784785358549 イラスト基礎からわかる生化学  構造・酵素・代謝 坂本 順司 201209 ¥5,280 ¥7,040 
KP00006259 9784785358594 ワークブックで学ぶヒトの生化学  構造・酵素・代謝 坂本 順司 201409 ¥2,640 ¥3,520 
KP00006247 9784785387877 放射線の遺伝影響（ポピュラー・サイエンス） 安田 徳一 200911 ¥2,805 ¥3,740 

KP00011405 9784785335120 健康寿命を延ばそう！ 機能性脂肪酸入門  アルツハイマー症、がん、糖尿病、記憶力回復への効果 彼谷 邦光 201702 ¥3,795 ¥5,060 

KP00011419 9784785351229 お酒のはなし  お酒は料理を美味しくする（シリーズ・生命の神秘と不思議） 吉澤 淑 201707 ¥2,475 ¥3,300 



■数学　「基礎数学選書」　「基礎解析学コース」ほか
ProductID 底本 ISBN 書　　　　　名 著　者　名 プリント版

出版年月
同時アクセス数１
本体価格（税別）

同時アクセス数３
本体価格（税別）

KP00011399 9784785315610 経済・経営のための 数学教室  経済数学入門 小林 道正 201411 ¥4,290 ¥5,720 

KP00006234 9784785315627 物理と工学のベーシック数学  大学初年級でマスターしたい 河辺 哲次 201411 ¥4,455 ¥5,940 

KP00006252 9784785322502 力学・電磁気学・熱力学のための基礎数学  松下 貢 201607 ¥3,960 ¥5,280 
KP00018040 9784785315702 本質から理解する 数学的手法  荒木 修　齋藤 智彦 201611 ¥3,795 ¥5,060 
KP00018534 9784785315337 数学用語と記号ものがたり  片野 善一郎 200308 ¥4,125 ¥5,500 
KP00018536 9784785315412 大人の初等数学  式と図形のおもしろ数学史 片野 善一郎 200605 ¥3,960 ¥5,280 
KP00018535 9784785315382 素顔の数学者たち  数学史に隠れた 152 のエピソード 片野 善一郎 200504 ¥3,960 ¥5,280 
KP00006260 9784785310103 代数学と幾何学　復刊  矢野 健太郎 201203 ¥6,270 ¥8,360 
KP00006276 9784785311230 行列特論（基礎数学選書 21） 草場 公邦 197909 ¥5,940 ¥7,920 
KP00006287 9784785381141 線形代数（基礎演習シリーズ） 茂木 勇　間下 克哉 199111 ¥4,125 ¥5,500 
KP00006294 9784785311100 群と表現（基礎数学選書 10） 横田 一郎 197301 ¥6,930 ¥9,240 
KP00006254 9784785310509 数論序説  小野 孝 198701 ¥5,940 ¥7,920 
KP00006269 9784785311148 代数的整数論入門　復刊 上（基礎数学選書） 藤崎 源二郎 197502 ¥4,950 ¥6,600 
KP00006270 9784785311155 代数的整数論入門　復刊 下（基礎数学選書） 藤崎 源二郎 197502 ¥4,950 ¥6,600 
KP00006265 9784785310974 応用解析（基礎解析学コース） 矢野 健太郎　石原 繁【共著】 199609 ¥2,310 ¥3,080 
KP00006255 9784785315184 微分積分  理工系入門 石原 繁　浅野 重初　浅野 瑞枝 199909 ¥3,135 ¥4,180 
KP00006286 9784785381134 微分積分（基礎演習シリーズ） 田代 嘉宏　熊原  啓作 198911 ¥4,290 ¥5,720 
KP00011401 9784785315726 微分積分リアル入門  イメージから理論へ 髙橋 秀慈 201709 ¥4,455 ¥5,940 
KP00006291 9784785381073 関数論（基礎演習シリーズ） 栗林 暲和 198705 ¥4,785 ¥6,380 
KP00006258 9784785315658 複素関数論の基礎  山本 直樹 201511 ¥3,960 ¥5,280 
KP00006268 9784785310899 複素解析（基礎解析学コース） 矢野 健太郎　石原 繁【共著】 199509 ¥2,310 ¥3,080 
KP00006266 9784785310868 微分方程式（基礎解析学コース） 矢野 健太郎　石原 繁【共著】 199411 ¥2,310 ¥3,080 
KP00006290 9784785381035 微分方程式（基礎演習シリーズ） 藤本 淳夫 198610 ¥4,785 ¥6,380 
KP00006250 9784785310646 変分法と調和写像  浦川 肇 199011 ¥7,590 ¥10,120 
KP00006251 9784785310691 一般力学系と場の幾何学  大森 英樹 199109 ¥8,250 ¥11,000 
KP00006271 9784785311070 初等幾何学（基礎数学選書 7） 清宮 俊雄 197205 ¥6,270 ¥8,360 
KP00006272 9784785311117 座標（基礎数学選書 11） 栗田  稔 197410 ¥5,940 ¥7,920 
KP00006296 9784785311025 平面解析幾何学（基礎数学選書 2） 矢野 健太郎 196901 ¥6,270 ¥8,360 
KP00006295 9784785311049 立体解析幾何学（基礎数学選書 4） 矢野 健太郎 197001 ¥5,940 ¥7,920 
KP00006246 9784785315634 曲線と曲面　改訂版  微分幾何的アプローチ 梅原 雅顕　山田 光太郎 201502 ¥4,785 ¥6,380 
KP00006267 9784785310943 ベクトル解析（基礎解析学コース） 矢野 健太郎　石原 繁【共著】 199510 ¥2,310 ¥3,080 
KP00006273 9784785311278 現代微分幾何入門（基礎数学選書 25） 野水 克己 198105 ¥5,940 ¥7,920 
KP00006278 9784785311254 テンソル解析（基礎数学選書 23） 田代 嘉弘 198102 ¥6,600 ¥8,800 
KP00006277 9784785311162 計量微分学幾何学（基礎数学選書 14） 松本 誠 197505 ¥5,940 ¥7,920 
KP00006293 9784785311056 群と位相（基礎数学選書 5） 横田 一郎 197101 ¥6,600 ¥8,800 
KP00006274 9784785311063 線形空間（基礎数学選書 6） 柴岡 泰光 197109 ¥6,270 ¥8,360 
KP00018042 9784785315719 具体例から学ぶ 多様体  藤岡 敦 201703 ¥4,950 ¥6,600 
KP00006257 9784785310998 新統計入門  小寺 平治 199610 ¥3,135 ¥4,180 
KP00006275 9784785311087 待ち行列　復刊（基礎数学選書 8） 鈴木 武次 201107 ¥5,940 ¥7,920 
KP00011400 9784785315672 経済・経営のための 統計教室  データサイエンス入門 小林 道正 201610 ¥3,465 ¥4,620 
KP00006264 9784785315603 数値計算（理工系の数理） 柳田 英二　中木 達幸　三村 昌泰【共著】201410 ¥4,455 ¥5,940 

■物理学　「基礎演習シリーズ」ほか
ProductID 底本 ISBN 書　　　　　名 著　者　名 プリント版

出版年月
同時アクセス数１
本体価格（税別）

同時アクセス数３
本体価格（税別）

KP00006351 9784785381097 物理学（基礎演習シリーズ） 小出 昭一郎 198804 ¥3,960 ¥5,280 
KP00006236 9784785322458 相対論の世界  橋本 正章　荒井 賢三 201410 ¥4,290 ¥5,720 
KP00006237 9784785322427 基礎からの量子力学  上村 洸　山本 貴博 201311 ¥6,270 ¥8,360 
KP00006355 9784785381196 量子力学（基礎演習シリーズ） 江沢 洋 200209 ¥4,125 ¥5,500 
KP00011402 9784785322540 量子力学入門  その誕生と発展に沿って（物理学講義） 松下 貢 201706 ¥4,785 ¥6,380 
KP00018041 9784785315764 量子ウォーク  基礎と数理 町田 拓也 201806 ¥5,610 ¥7,480 

KP00018043 9784785322533 量子力学  現代的アプローチ（裳華房フィジックスライブラリー） 牟田 泰三　山本 一博 201709 ¥5,445 ¥7,260 

KP00006353 9784785381080 物理のための応用数学（基礎演習シリーズ） 小野寺 嘉孝 198803 ¥4,455 ¥5,940 
KP00006224 9784785322397 力学（物理学講義） 松下 貢 201211 ¥3,795 ¥5,060 
KP00006233 9784785322434 大学生のための力学入門  小宮山 進　竹川 敦 201311 ¥3,630 ¥4,840 
KP00006356 9784785381165 力学（基礎演習シリーズ） 近藤 淳 199310 ¥3,630 ¥4,840 
KP00006360 9784785328078 ゴム弾性 ［初版復刻版 ]  久保 亮五 199606 ¥4,455 ¥5,940 
KP00006348 9784785381189 流体力学（基礎演習シリーズ） 神部 勉【編著】 199509 ¥4,620 ¥6,160 
KP00006354 9784785381158 振動と波（基礎演習シリーズ） 長岡 洋介【編著】 199204 ¥4,290 ¥5,720 
KP00006223 9784785322328 熱力学（物理学講義） 松下 貢 200911 ¥3,960 ¥5,280 
KP00006349 9784785381127 熱力学（基礎演習シリーズ） 三宅 哲 198904 ¥3,960 ¥5,280 
KP00006352 9784785381172 熱統計力学（基礎演習シリーズ） 阿部 竜蔵 199502 ¥4,455 ¥5,940 
KP00006225 9784785322465 電磁気学（物理学講義） 松下 貢 201411 ¥4,125 ¥5,500 

KP00006232 9784785322496 マクスウェル方程式から始める電磁気学  小宮山 進　竹川 敦 201511 ¥4,455 ¥5,940 
KP00006350 9784785381059 電磁気学（基礎演習シリーズ） 中山 正敏 198612 ¥3,630 ¥4,840 
KP00006357 9784785331290 化学者のための電気伝導入門  （基礎化学選書） 小林 浩一 198901 ¥6,105 ¥8,140 
KP00006347 9784785381042 固体物理学（基礎演習シリーズ） 花村 榮一 198611 ¥3,960 ¥5,280 

■化学　「基礎演習シリーズ」ほか
ProductID 底本 ISBN 書　　　　　名 著　者　名 プリント版

出版年月
同時アクセス数１
本体価格（税別）

同時アクセス数３
本体価格（税別）

KP00006248 9784785330965 化学はこんなに役に立つ  やさしい化学入門 山崎 昶 201311 ¥3,630 ¥4,840 
KP00006285 9784785381066 一般化学（基礎演習シリーズ） 富田 功 198703 ¥3,630 ¥4,840 
KP00006288 9784785381011 基礎化学（基礎演習シリーズ） 吉岡 甲子郎 198403 ¥4,785 ¥6,380 
KP00011403 9784785335106 化学のミニマムエッセンス  化学ギライにささげる 車田 研一 201611 ¥3,465 ¥4,620 
KP00006292 9784785381110 物理化学（基礎演習シリーズ） 前川 恒夫 198902 ¥4,785 ¥6,380 
KP00011409 9784785332266 超分子の化学（化学の指針シリーズ） 菅原 正　木村 榮一【共編】 201304 ¥3,960 ¥5,280 
KP00011412 9784785332235 分子構造解析（化学の指針シリーズ） 山口 健太郎 200810 ¥3,630 ¥4,840 
KP00006245 9784785330941 新・元素と周期律  井口 洋夫　井口 眞 201311 ¥5,610 ¥7,480 

KP00006220 9784785334178 化学結合論（物理化学入門シリーズ） 中田 宗隆【編著】　原田 義也【編】
大野 公一【編】 201209 ¥3,465 ¥4,620 

KP00011411 9784785332242 錯体化学（化学の指針シリーズ） 佐々木 陽一　柘植 清志【共著】 200911 ¥4,455 ¥5,940 
KP00018045 9784785334239 立体化学（有機化学スタンダード） 木原 伸浩 201711 ¥3,960 ¥5,280 

KP00006222 9784785334192 量子化学（物理化学入門シリーズ） 大野 公一【編著】　原田 義也【編】
中田 宗隆【編】 201209 ¥4,455 ¥5,940 

KP00006262 9784785330736 量子化学 上巻 原田 義也 200711 ¥8,250 ¥11,000 
KP00006263 9784785330743 量子化学 下巻 原田 義也 200711 ¥8,250 ¥11,000 

KP00011410 9784785332259 量子化学  分子軌道法の理解のために（化学の指針シリーズ） 中嶋 隆人 200910 ¥4,455 ¥5,940 

KP00011406 9784785334208 反応速度論（物理化学入門シリーズ） 真船 文隆　廣川 淳 201709 ¥4,290 ¥5,720 

KP00006221 9784785334185 化学熱力学（物理化学入門シリーズ） 原田 義也【編著】　中田 宗隆【編】
大野 公一【編】 201209 ¥3,630 ¥4,840 

KP00006256 9784785335083 演習で学ぶ化学熱力学  基本の理解から大学院入試まで 中田 宗隆 201511 ¥3,300 ¥4,400 

KP00011407 9784785332273 高分子化学（化学の指針シリーズ） 西 敏夫　讃井 浩平　東 千秋　
高田 十志和【共著】 201611 ¥4,785 ¥6,380 

KP00006289 9784785381028 無機化学（基礎演習シリーズ） 岩本 振武　山崎 昶 198605 ¥4,785 ¥6,380 
KP00006359 9784785330569 炭素・自問自答  大谷 杉郎 199703 ¥4,125 ¥5,500 

KP00006242 9784785331009 最新の有機化学演習  有機化学の復習と大学院合格に向けて 東郷 秀雄 201402 ¥4,950 ¥6,600 

KP00018044 9784785334222 基礎有機化学（有機化学スタンダード） 小林 啓二 201710 ¥4,290 ¥5,720 
KP00006240 9784785330842 有機分子構造とその決定法  斎藤 勝裕 201009 ¥4,290 ¥5,720 
KP00011414 9784785332211 有機反応機構（化学の指針シリーズ） 加納 航治　西郷 和彦【共著】 200805 ¥4,290 ¥5,720 
KP00018046 9784785334246 有機反応・合成（有機化学スタンダード） 小林 進 201805 ¥4,620 ¥6,160 
KP00011404 9784785335137 現代の化学環境学  環境の理解と改善のために 御園生 誠 201709 ¥3,795 ¥5,060 
KP00011408 9784785332181 化学環境学（化学の指針シリーズ） 御園生 誠 200709 ¥4,125 ¥5,500 
KP00018530 9784785360054 工業熱力学 基礎編（SI 単位による全訂版） 基礎編 谷下 市松 198104 ¥7,095 ¥9,460 
KP00018533 9784785360092 蒸気工学  ボイラおよび蒸気原動機 谷下 市松 198404 ¥7,425 ¥9,900 
KP00011413 9784785332228 有機工業化学（化学の指針シリーズ） 井上 祥平 200809 ¥4,125 ¥5,500 

KP00011416 9784785332198 化学プロセス工学（化学の指針シリーズ） 小野木 克明　田川 智彦　小林 敬幸
二井 　晋【共著】 200711 ¥3,960 ¥5,280 

■生物学
ProductID 底本 ISBN 書　　　　　名 著　者　名 プリント版

出版年月
同時アクセス数１
本体価格（税別）

同時アクセス数３
本体価格（税別）

KP00006213 9784785352189 生物学（コア講義） 田村 隆明 200810 ¥3,795 ¥5,060 
KP00006227 9784785352240 医薬系のための生物学  丸山 敬　松岡 耕二 201309 ¥4,950 ¥6,600 
KP00006239 9784785352318 理工系のための生物学　改訂版  坂本 順司 201508 ¥4,455 ¥5,940 
KP00006241 9784785352264 ヒトを理解するための生物学  八杉 貞雄 201309 ¥3,630 ¥4,840 
KP00006243 9784785352271 しくみからわかる生命工学  田村 隆明 201311 ¥5,115 ¥6,820 
KP00006244 9784785358617 ワークブックヒトの生物学  八杉 貞雄 201412 ¥2,970 ¥3,960 

KP00006249 9784785358532 エントロピーから読み解く生物学  めぐりめぐむわきあがる生命 佐藤 直樹 201205 ¥4,455 ¥5,940 

KP00006261 9784785352332 医療・看護系のための生物学　改訂版  田村 隆明 201609 ¥4,455 ¥5,940 
KP00011417 9784785352349 新しい教養のための 生物学  赤坂 甲治 201702 ¥3,960 ¥5,280 

KP00006231 9784785358600 フリーソフトで作るバーチャルスライドと３Ｄモデルの作成法  
駒崎 伸二　猪股 玲子【協力】　
亀澤 一【協力】 201409 ¥3,795 ¥5,060 

KP00006228 9784785358419 図解分子細胞生物学  浅島 誠　駒崎 伸二 201002 ¥8,250 ¥11,000 

KP00006235 9784785387822 バイオ研究の舞台裏  細胞バンクと研究倫理（ポピュラー・サイエンス） 水沢 博　小原 有弘　増井 徹 200711 ¥2,640 ¥3,520 

KP00006212 9784785352196 生化学（コア講義） 田村 隆明 200903 ¥4,125 ¥5,500 

KP00011415 9784785332204 生物有機化学  ケミカルバイオロジーへの展開（化学の指針シリーズ） 宍戸 昌彦　大槻 高史【共著】 200802 ¥3,795 ¥5,060 

KP00011423 9784785351267 進化には生体膜が必要だった  膜がもたらした生物進化の奇跡（シリーズ・生命の神秘と不思議） 佐藤 健 201803 ¥2,475 ¥3,300 


