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レスポンシブなサイト
デザイン。スマートフォンか
らも快適に閲覧。

無料アプリで本棚作成、
マークやコメント、通知な
どさまざまな機能を利用。
（2018 年中予定）

未購入タイトルの試し読み
が可能。図書館へのリクエ
スト機能も無償提供。

SmartPLATONから
冊子と電子の横断検索、
選択収書が可能。

研究・学修・収書の新しいかたち
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自然科学・教育学・社会学
（全機関販売可）

スマホからも
読みやすい

先生、脳のなかで自然が叫んでいます！
鳥取環境大学の森の人間動物行動学・番外編

築地書館は新刊の冊子体と
電子書籍をタイムラグなく
提供していきます！

土・牛・微生物
文明の衰退を止める土の話

築地書館

築地書館

2018年8月

2018年8月

小林朋道

デイビッド・モントゴメリー【著】
片岡夏実【訳】

ProductID：KP00015317
底本ISBN：9784806715665

ProductID：KP00015318
底本ISBN：9784806715672

同時アクセス数1
本体価格（税別） ¥3,520

同時アクセス数1
本体価格（税別） ¥5,940

同時アクセス数3
本体価格（税別） ¥5,280

同時アクセス数3
本体価格（税別） ¥8,910

幼いホモ・サピエンスの一見残酷な虫遊びには意味が
あるのか、アカネズミとドングリの関係、ニホンモモンガ
の暮らし、大学キャンパスでの動物との出合い、子ども
たちとの自然教室での実験などをまじえて動物行動学と
脳のクセから考え、「先生！シリーズ」の底を流れるヒト
の精神と自然とのつながりを読み解く。

足元の土と微生物をどのように扱えば、世界中の農
業が持続可能で農民が富み、温暖化対策になるの
か。古代ローマに始まる農耕の歴史をひもときなが
ら、世界から飢饉をなくせる、輝かしい未来を語る。
ベストセラー『土と内臓』『土の文明史』に続く土の
再生論。

縦書きも快適に読めます
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同時アクセス数
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築地書館 遊びが学びに欠かせないわけ
自立した学び手を育てる

ピーター・グレイ【著】
吉田新一郎【訳】 201804 ¥5,280 ¥7,920 KP00013060 9784806715559

築地書館 １１の化石・生命誕生を語る［古生代］
化石が語る生命の歴史

ドナルド・R・プロセロ【著】
江口あとか【訳】 201805 ¥4,840 ¥7,260 KP00013061 9784806715566

築地書館 ８つの化石・進化の謎を解く［中生代］
化石が語る生命の歴史

ドナルド・R・プロセロ【著】
江口あとか【訳】 201805 ¥4,400 ¥6,600 KP00013062 9784806715573

築地書館 ６つの化石・人類への道［新生代］
化石が語る生命の歴史

ドナルド・R・プロセロ【著】
江口あとか【訳】 201805 ¥3,960 ¥5,940 KP00013063 9784806715580

築地書館 先生、オサムシが研究室を掃除しています！
鳥取環境大学の森の人間動物行動学 小林朋道 201805 ¥3,520 ¥5,280 KP00013067 9784806715597

築地書館 手話の歴史　上
ろう者が手話を生み、奪われ、取り戻すまで

ハーラン・レイン【著】
斉藤渡【訳】
前田浩【監修・解説】

201805 ¥5,500 ¥8,250 KP00013068 9784806715603

築地書館 手話の歴史　下
ろう者が手話を生み、奪われ、取り戻すまで

ハーラン・レイン【著】
斉藤渡【訳】
前田浩【監修・解説】

201805 ¥5,500 ¥8,250 KP00013069 9784806715610

築地書館 虐待・親にもケアを
生きる力をとりもどすMYTREEプログラム 森田ゆり【編著】 201806 ¥5,280 ¥7,920 KP00013070 9784806715627

築地書館 鹿と日本人
野生との共生 1000 年の知恵 田中淳夫 201806 ¥3,960 ¥5,940 KP00013404 9784806715658

築地書館 虫から死亡推定時刻はわかるのか？
法昆虫学の話 三枝聖 201807 ¥3,300 ¥4,950 KP00013641 9784806715634

築地書館 植物と叡智の守り人
ネイティブアメリカンの植物学者が語る科学・癒し・伝承

ロビン・ウォール・キマラー【著】
三木直子【訳】 201807 ¥7,040 ¥10,560 KP00013660 9784806715641

築地書館 先生、脳のなかで自然が叫んでいます！
鳥取環境大学の森の人間動物行動学・番外編 小林朋道 201808 ¥3,520 ¥5,280 KP00015317 9784806715665

築地書館 土・牛・微生物
文明の衰退を止める土の話

デイビッド・モントゴメリー【著】
片岡夏実【訳】 201808 ¥5,940 ¥8,910 KP00015318 9784806715672

合　計 ¥62,040 ¥93,060

６つの化石・人類への道［新生代］
化石が語る生命の歴史

遊びが学びに欠かせないわけ
自立した学び手を育てる

手話の歴史　上
ろう者が手話を生み、奪われ、取り戻すまで

虫から死亡推定時刻はわかるのか？
法昆虫学の話

築地書館

築地書館

築地書館

築地書館

ドナルド・R・プロセロ【著】
江口あとか【訳】

ピーター・グレイ【著】
吉田新一郎【訳】

ハーラン・レイン【著】
斉藤渡【訳】
前田浩【監修・解説】

三枝聖

ProductID：KP00013063
底本ISBN：9784806715580

ProductID：KP00013060
底本ISBN：9784806715559

ProductID：KP00013068
底本ISBN：9784806715603

ProductID：KP00013641
底本ISBN：9784806715634

同時アクセス数1
本体価格（税別） ¥3,960

同時アクセス数1
本体価格（税別） ¥5,280

同時アクセス数1
本体価格（税別） ¥5,500

同時アクセス数1
本体価格（税別） ¥3,300

同時アクセス数3
本体価格（税別） ¥5,940

同時アクセス数3
本体価格（税別） ¥7,920

同時アクセス数3
本体価格（税別） ¥8250

同時アクセス数3
本体価格（税別） ¥4,950

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

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

フランス革命など歴史の大きなうねりの中、フランスで生
まれ育ったろう少年ローラン・クレール。クレールが世界
初のろう学校で教育を受け、自らも教師となり、トーマス・
ギャローデットの招きを受け、ろう教育を広めるべくアメリ
カの地を踏むまでを、フランスとアメリカのろう教育の変
遷とともに語る。

死体につく虫の種類、成長段階、個体数―昆虫たち
の証言に耳を傾け、声なき死体の情報にたどりつく。
法昆虫学者が活躍する人気海外ドラマをはじめ、注
目が集まる法昆虫学を紹介する、日本で初めての書き
下ろし。

2018年5月

2018年4月

2018年5月

2018年7月


