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ブックカタログ

研究者
向け

研究・実験に役立つ

あなたのタンパク質精製、大丈夫ですか？
胡桃坂仁志，有村泰宏／編　定価（本体 4,000円＋税）

細胞・組織染色の達人
高橋英機／監，大久保和央／著，ジェノスタッフ株式会社／他 
定価（本体 6,200円＋税）

FLASH薬理学
丸山　敬／著　定価（本体 3,200円＋税）

科研費獲得の方法とコツ　改訂第6版
児島将康／著　定価（本体 3,800円＋税）

はじめてでもできてしまう科学英語プレゼン
Philip Hawke，太田敏郎／著　定価（本体 1,800円＋税）

伝わる医療の描き方
原木万紀子／著，内藤宗和／監　定価（本体 3,200円＋税）

マンガでわかるゲノム医学　
ゲノムって何？を知って健康と医療に役立てる！
水島-菅野純子／著，サキマイコ／イラスト　定価（本体 2,200円＋税）

研究者・留学生のためのアメリカビザ取得完全マニュアル
大蔵昌枝／著，大須賀　覚，野口剛史／監　
定価（本体 3,200円＋税）

トップジャーナル395編の「型」で書く医学英語論文
河本　健，石井達也／著　定価（本体 2,600円＋税）

こんなにも面白い医学の世界　からだのトリビア教えます
中尾篤典／著　定価（本体 1,000円＋税）

基礎から学ぶ植物代謝生化学
水谷正治，士反伸和，杉山暁史／編　定価（本体 4,200円＋税）

理系総合のための生命科学　第４版
東京大学生命科学教科書編集委員会／編　
定価（本体 3,800円＋税）

2018年の新刊
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バイオサイエンスと医学の
確かな情報をお届けします！

2017年 2018年

2016年以前の発行号につきましては，実験医学online(www.yodosha.co.jp/jikkenigaku/)をご覧ください！

バイオサイエンスと医学の最先端総合誌

毎月1日発行　B5判　定価（本体2,000円＋税）

月 刊
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　皆さまは研究生活で、どのようなことにお困りですか？

　研究テーマが固まらない、実験が上手くいかない、論文

執筆が難しい、学会の英語発表で緊張する…。そんなたく

さんの困難に出会われていることと思います。そんな時に、

羊土社の書籍をお手に取ってみてはいかがでしょうか。

　雑誌「実験医学」では、最新の研究成果やホットトピッ

クを日本語でいち早く紹介。ラボで、移動中に、出張先

で、あるいはご自宅で、生命科学分野の厳選された情報

をいつでもチェックいただけます。

　実用書では、実験プロトコールを読んで達人のワザを

掴み、英語本でプレゼンテーションの極意を吸収して、

科研費獲得の方法とコツを勝ち取ったりと、いま本当に

必要な解決法や道標を発見していただけます。

　私ども羊土社は、研究現場で真摯に挑戦されている皆

さまを応援しております。本カタログを通して、成功や解

決につながる書籍に出会っていただけましたら幸いです。

ひつじ社員ともども、何とぞよろしくお願い申し上げます。 

2018 年 11 月

ひつじ社員ともども、何とぞよろしくお願い申し上げます。 

2018 年 11 月

研究現場で
お困りのことはありませんか？
羊土社の書籍で、その解決法を
見つけてください

ソリューション

2
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12月号（Vol.36　No.19）

RNAが修飾される！エピトランスクリプトームによる生命機能と疾患の制御

五十嵐和彦，深水昭吉／企画 ■ ISBN 978-4-7581-2514-7

■ ISBN 978-4-7581-2505-5

3月号（Vol.36　No.4）

再発見！MYCの多機能性
奥田晶彦／企画

■ ISBN 978-4-7581-2513-0

11月号（Vol.36　No.18）

急増する炎症性腸疾患に挑む
長谷耕二／企画

■ ISBN 978-4-7581-2512-3

10月号（Vol.36　No.16）

脂肪の量と質を制御する
菅波孝祥／企画

■ ISBN 978-4-7581-2504-8

2月号（Vol.36　No.3）

「病は気から」の謎に迫る　Neuroimmunology
井上　誠／企画

■ ISBN 978-4-7581-2503-1

1月号（Vol.36　No.1）

どこでも 誰でも より長くナノポアシークエンサーが研究の常識を変える！

荒川和晴／企画

■ ISBN 978-4-7581-2511-6

9月号（Vol.36　No.14）

疾患を制御するマクロファージの多様性
佐藤　荘／企画

■ ISBN 978-4-7581-2510-9

8月号（Vol.36　No.13）

サイズ生物学
山本一男，原　裕貴／企画

■ ISBN 978-4-7581-2509-3

7月号（Vol.36　No.11）

次世代抗体医薬の衝撃
津本浩平／企画

■ ISBN 978-4-7581-2508-6

6月号（Vol.36　No.9）

がんは免疫系をいかに抑制するのか
西川博嘉／企画

■ ISBN 978-4-7581-2507-9

5月号（Vol.36　No.8）

クライオ電子顕微鏡で見えた生命のかたちとしくみ
佐藤主税／企画

■ ISBN 978-4-7581-2506-2

4月号（Vol.36　No.6）

一次繊毛の世界
井上尊生／企画

■ ISBN 978-4-7581-0167-7

9月号（Vol.35　No.14）

知られざるp53の肖像
大木理恵子／企画

■ ISBN 978-4-7581-2500-0

10月号（Vol.35　No.16）

オルガノイド4.0時代
武部貴則／企画

■ ISBN 978-4-7581-2501-7

11月号（Vol.35　No.18）

造血研究—新時代への挑戦
石川文彦／企画

■ ISBN 978-4-7581-2502-4

12月号（Vol.35　No.19）

少数性生物学ってなんだ？
永井健治／企画

■ ISBN 978-4-7581-0163-9

5月号（Vol.35　No.8）

臓器老化の本質に迫るステムセルエイジング
西村栄美／企画

■ ISBN 978-4-7581-0164-6

6月号（Vol.35　No.9）

糖鎖がついにわかる！狙える！
植田幸嗣，久野　敦／企画

■ ISBN 978-4-7581-0165-3

7月号（Vol.35　No.11）

ユビキチン化を介した　オルガネロファジー
松田憲之／企画

■ ISBN 978-4-7581-0166-0

8月号（Vol.35　No.13）

いま、生命科学と医学研究の明日を考えよう
実験医学編集部／企画，水島　昇／協力

■ ISBN 978-4-7581-0159-2

1月号（Vol.35　No.1）

生命の複雑性と個別性に挑むオープンシステムサイエンス
桜田一洋／企画

■ ISBN 978-4-7581-0160-8

2月号（Vol.35　No.3））

未知なるリンパ
渡部徹郎／企画

■ ISBN 978-4-7581-0161-5

3月号（Vol.35　No.4）

がん免疫療法×ゲノミクスで変わるがん治療！
柴田龍弘／企画

■ ISBN 978-4-7581-0162-2

4月号（Vol.35　No.6）

食欲と食嗜好のサイエンス
佐々木　努／企画
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Experimental Medicine

年8冊発行　B5判　定価（本体5,400円＋税）年8冊発行　B5判　定価（本体5,400円＋税）

増 刊

毎号30本の総説で
注目分野の最新動向を広く！深く！

4

実験医学別冊

実験医学別冊

目的別で選べる
シリーズ

実験ハンドブック
シリーズ

上記以外にも、さまざまなご要望に
お応えする実験関連書がございます！

無敵の
バイオテクニカル
シリーズ p.7

実験法Ｑ＆Ａ
シリーズ

p.9

p.8

p.9

p.10その他の実験解説書

実験医学別冊

p.8

スタンダードシリーズ・
NGSアプリケーション
シリーズ

NGS ゲノム編集 ES/iPS …

導入したい！
最新技術を今注目の

網羅的な解説書
ありますか！？

ラボで1冊買っておきたい

目的や予算にあわせて

効率的に実験したい！

実験の悩み・トラブルを

ピンポイントに

解決したい！

遺伝子 細胞 マウス …

基本実験を

ゼロから学びたい！

豊富
なラ
インナ

ップより

自分
に合っ

た書籍が選べます!
実験医学別冊
最強の
ステップアップ
シリーズ p.6

（Vol.35　No.12）

認知症　 
発症前治療のために解明すべき分子病態は何か？
森　啓／編 ■ ISBN 978-4-7581-0364-0

（Vol.35　No.15）

The　オートファジー　
研究者たちの集大成が見える最新ビジュアルテキスト
水島　昇，吉森　保／編 ■ ISBN 978-4-7581-0365-7

（Vol.35　No.17）

ヒト疾患のデータベースとバイオバンク
山本雅之，荻島創一／編 ■ ISBN 978-4-7581-0366-4

（Vol.35　No.20）

総力戦で挑む老化・寿命研究
今井眞一郎，吉野　純，鍋島陽一／編 
 ■ ISBN 978-4-7581-0367-1

（Vol.35　No.2）

糖尿病　研究の“いま”と治療の“これから”

綿田裕孝／編 ■ ISBN 978-4-7581-0360-2

（Vol.35　No.5）

生命科学で使える　はじめての
数理モデルとシミュレーション
鈴木　貴，久保田浩行／編 ■ ISBN 978-4-7581-0361-9

（Vol.35　No.7）

生体バリア　
粘膜や皮膚を舞台とした健康と疾患のダイナミクス
清野　宏，植松　智／編 ■ ISBN 978-4-7581-0362-6

（（Vol.35　No.10）

がん代謝　ワールブルグを超えて全容解明に挑む
曽我朋義／編 ■ ISBN 978-4-7581-0363-3

（Vol.36　No.10）

脂質クオリティ
生命機能と健康を支える脂質の多様性
有田　誠／編 ■ ISBN 978-4-7581-0371-8

（Vol.36　No.7）

超高齢社会に挑む骨格筋のメディカルサイエンス
筋疾患から代謝・全身性制御へと広がる筋研究を、健康寿命
の延伸につなげる
武田伸一／編 ■ ISBN 978-4-7581-0370-1

（Vol.36　No.12）

脳神経回路と高次脳機能
スクラップ＆ビルドによる心の発達と脳疾患の謎を解く
榎本和生，岡部繁男／編 ■ ISBN 978-4-7581-0372-5

（Vol.36　No.20）

生きてるものは全部観る！
イメージングの選び方・使い方100＋
原田慶恵，永井健治／編 ■ ISBN 978-4-7581-0375-6

（Vol.36　No.17）

教科書を書き換えろ！染色体の新常識
ポリマー・相分離から疾患・老化まで
平野達也，胡桃坂仁志／編 ■ ISBN 978-4-7581-0374-9

（Vol.36　No.15）

動き始めた　がんゲノム医療
深化と普及のための基礎研究課題
中釜　斉／監，油谷浩幸，石川俊平，竹内賢吾，間野博行／編

■ ISBN 978-4-7581-0373-2

（Vol.36　No.5）

レドックス疾患学
酸素・窒素・硫黄活性種はどう作用するのか、どこまで健康・
疾患と関わるのか？
赤池孝章，本橋ほづみ，内田浩二，末松　誠／編

■ ISBN 978-4-7581-0369-5

（Vol.36　No.2）

がん不均一性を理解し、治療抵抗性に挑む
がんはなぜ進化するのか？再発するのか？
谷内田真一／編 ■ ISBN 978-4-7581-0368-8
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● 実験医学別冊　最強のステップUPシリーズ● 実験医学別冊　最強のステップUPシリーズ 

見つける、量る、可視化する！
質量分析実験ガイド
ライフサイエンス・医学研究で役立つ機器選択、
サンプル調製、分析プロトコールのポイント

杉浦悠毅，末松　誠／編

■ 定価（本体 5,700 円＋税）　■ B5 判　■ 239頁　 
■ ISBN 978-4-7581-0186-8

あらゆる生体試料を対象とした分析のノウハウを解説！

in vivoイメージング実験
プロトコール
原理と導入のポイントから２光子顕微鏡の 
応用まで

石井　優／編

■ 定価（本体 6,200 円＋税）　■ B5 判　■ 251頁　 
■ ISBN 978-4-7581-0185-1

マウス体内で生きた細胞を観る全ての知識がここに

今すぐ始めるゲノム編集
TALEN＆CRISPR/Cas9の必須知識と 
実験プロトコール

山本　卓／編

■ 定価（本体 4,900 円＋税）　■ B5 判　■ 207 頁　 
■ ISBN 978-4-7581-0190-5

ゲノム編集の基本知識から成功プロトコールを一挙解説！

原理からよくわかる 
リアルタイムPCR 
完全実験ガイド

北條浩彦／編

■ 定価（本体 4,400 円＋税）　■ B5 判　■ 233頁　 
■ ISBN 978-4-7581-0187-5

比べる，探す，定量する！リアルタイムPCRを使いこなす！

シングルセル 
解析プロトコール
わかる！使える！　1細胞特有の実験のコツから
最新の応用まで

菅野純夫／編

■ 定価（本体 8,000 円＋税）　■ B5 判　 
■ 345 頁　■ ISBN 978-4-7581-2234-4

「木を見て森も見る」最新手法の待望の本格プロトコール集

新版　
フローサイトメトリー 
もっと幅広く使いこなせる！
マルチカラー解析も、ソーティングも、もう悩まない！

中内啓光／監，清田　純／編

■ 定価（本体 6,200 円＋税）　■ B5 判　 
■ 326頁　■ ISBN 978-4-7581-0196-7

医学・生物学の必須技術「フローサイトメトリー」を達人が
直伝！

miRNA研究からがん診断まで応用∞！
エクソソーム解析 
マスターレッスン
研究戦略とプロトコールが本と動画でよくわかる

落谷孝広／編

■ 定価（本体 4,900 円＋税）　■ B5 判　■ 86頁 
■ DVD 付　■ ISBN 978-4-7581-0192-9

話題の研究をあなたのラボで！基本手技が見て解る動画付録

初めてでもできる！ 
超解像イメージング
STED、PALM、STORM、SIM、顕微鏡シス
テムの選定から撮影のコツと撮像例まで

岡田康志／編

■ 定価（本体 7,600 円＋税）　■ B5 判　 
■ 308頁　■ ISBN 978-4-7581-0195-0

何がどこまで見えるのか？ どうすればできるのか？ を丁寧に
解説！

● 実験医学別冊　最強のステップUPシリーズ

実験書
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● 実験医学別冊　無敵のバイオテクニカルシリーズ

改訂第３版 
遺伝子工学実験ノート

RNA実験ノート

上巻　DNA実験の基本をマスターする
上巻田村隆明／編

■ 定価（本体 3,800 円＋税）　■ A4 判　 
■ 232 頁　■ ISBN 978-4-89706-927-2

バイオ研究に欠かせない遺伝子工学実験が満載！

下巻　遺伝子の発現・機能を解析する 下巻
■ 定価（本体 3,900 円＋税）　■ A4 判　 
■ 216頁　■ ISBN 978-4-89706-928-9

■ 定価（本体 4,000 円＋税）　■ A4 判　 
■ 215 頁　■ ISBN 978-4-89706-943-2

実験の基本とコツがよくわかる，タンパク質実験のバイブル！

■ 定価（本体 4,000 円＋税）　■ A4 判　 
■ 222 頁　■ ISBN 978-4-89706-944-9

改訂第4版　 
タンパク質実験ノート

岡田雅人，宮崎　香／編

岡田雅人，三木裕明，宮崎　香／編

タンパク質をとり出そう（抽出・精製・発現編）

タンパク質をしらべよう（機能解析編）

RNA 実験の基本が身に付く，好評
の実験入門書．

上巻

下巻

■ 定価（本体 4,300 円＋税）　■ A4 判　 
■ 188頁　■ ISBN 978-4-89706-924-1

■ 定価（本体 4,200 円＋税）　■ A4 判　 
■ 134頁　■ ISBN 978-4-89706-925-8

稲田利文，塩見春彦／編
RNAの基本的な取り扱いから 
解析手法まで

小分子RNAの解析から 
RNAiへの応用まで

マウス・ラット実験ノート
はじめての取り扱い，飼育法から投与，解剖， 
分子生物学的手法まで

中釜　斉，北田一博，庫本高志／編

■ 定価（本体 3,900 円＋税）　■ A4 判　■ 169頁　 
■ ISBN 978-4-89706-926-5

実験計画立案・飼い方・繁殖などの具体的なやり方を丁
寧に紹介！

改訂 細胞培養入門ノート

井出利憲，田原栄俊／著

■ 定価（本体 4,200 円＋税）　■ A4 判　■ 171頁　 
■ ISBN 978-4-89706-929-6

細胞培養のスペシャリストが操作の基本とコツを伝授！

改訂第３版  
顕微鏡の使い方ノート
はじめての観察からイメージングの応用まで

野島　博／編

■ 定価（本体 5,700 円＋税）　■ A4 判　■ 247 頁　 
■ ISBN 978-4-89706-930-2

メーカーの技術者が伝授するコツが満載で，初めて顕微
鏡を扱う方にも安心．

改訂第3版 バイオ実験の進めかた

佐々木博己／編 ■ 定価（本体 4,200 円＋税）　■ A4 判　■ 200頁　 
■ ISBN 978-4-89706-923-4

バイオ研究の流れがフローチャートでよくわかる！200 以上の実験法を網羅．

バイオ研究がぐんぐん進む コンピュータ活用ガイド
データ解析から，文献管理，研究発表までの基本ツールを完全マスター
門川俊明／企画編集 
美宅成樹／編集協力

■ 定価（本体 3,200 円＋税）　■ A4 判　■ 157 頁　 
■ ISBN 978-4-89706-922-7

コンピュータの知と技を身につけ，バイオの世界を駆け上がれ！

改訂 PCR実験ノート
みるみる増やすコツとPCR産物の多彩な活用法

谷口武利／編 ■ 定価（本体 3,300 円＋税）　■ A4 判　■ 179頁　 
■ ISBN 978-4-89706-921-0

確かに増える，確かに使える．応用的な PCR 技術も多数掲載．

イラストでみる
超基本バイオ実験ノート
ぜひ覚えておきたい分子生物学実験の準備と基本操作

田村隆明／著 ■ 定価（本体 3,600 円＋税）　■ A4 判　■ 187 頁　 
■ ISBN 978-4-89706-920-3

初心者必携！この１冊さえあればはじめての実験も困りません！
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目的別で選べる核酸実験の原理とプロトコール
分離・精製からコンストラクト作製まで，効率を上げる条件設定の考え方と実験操作が必ずわかる
平尾一郎， 
胡桃坂仁志／編

■ 定価（本体 4,700 円＋税）　■ B5 判　 
■ 264頁　■ ISBN 978-4-7581-0180-6

DNA/RNA 実験の基本を懇切丁寧に詳述

目的別で選べるタンパク質発現プロトコール
発現系の選択から精製までの原理と操作
永田恭介， 
奥脇　暢／編

■ 定価（本体 4,200 円＋税）　■ B5 判　 
■ 268頁　■ ISBN 978-4-7581-0175-2

タンパク質を絶対手に入れるためのあらゆる方法と考え

目的別で選べるPCR実験プロトコール
失敗しないための実験操作と条件設定のコツ
佐々木博己／編著　 
青柳一彦，河府和義／著

■ 定価（本体 4,500 円＋税）　■ B5 判　 
■ 212 頁　■ ISBN 978-4-7581-0178-3

反応量や反応時間など,きめ細かく解説．さらに多彩なPCR 活用法を収録．

目的別で選べる遺伝子導入プロトコール
発現解析とRNAi実験がこの１冊で自由自在！最高水準の結果を出すための実験テクニック
仲嶋一範，北村義浩，
武内恒成／編

■ 定価（本体 5,200 円＋税）　■ B5 判　 
■ 252 頁　■ ISBN 978-4-7581-0184-4

対象別に，方法別に，あらゆる遺伝子導入法を自由自在に操る！

目的別で選べる細胞培養プロトコール
培養操作に磨きをかける！基本の細胞株・ES・iPS細胞の知っておくべき性質から品質検査まで
中村幸夫／編， 
理化学研究所バイオリソースセンター／協力

■ 定価（本体 5,600 円＋税）　■ B5 判　 
■ 308頁　■ ISBN 978-4-7581-0183-7

コンタミさせない確かな培養操作を身につける！

● 実験医学別冊　スタンダードシリーズ

● 実験医学別冊　NGSアプリケーションシリーズ

● 実験医学別冊　目的別で選べるシリーズ

エピジェネティクス
実験スタンダード
もう悩まない！　 
ゲノム機能制御の読み解き方

牛島俊和，眞貝洋一，塩見春彦／編

■ 定価（本体 7,400 円＋税）　■ B5 判　■ 398頁　 
■ ISBN 978-4-7581-0199-8

遺伝子みるならエピもみよう！　結果を出せるプロトコール集

マウス表現型 
解析スタンダード
系統の選択、飼育環境、臓器・疾患別解析の 
フローチャートと実験例

伊川正人，高橋　智，若菜茂晴／編
■ 定価（本体 6,800 円＋税）　■ B5 判　■ 351頁　 
■ ISBN 978-4-7581-0198-1

ゲノム編集時代の必読書 ! 
「いち早く表現型を知りたい」に応えます．

次世代シークエンス解析スタンダード
NGSのポテンシャルを活かしきるWET&DRY
二階堂　愛／編 ■ 定価（本体 5,500 円＋税）　■ B5 判　■ 404頁　 

■ ISBN 978-4-7581-0191-2

ChIP-Seq，RNA-Seq など NGS 実験・解析の全体像

ES・iPS細胞実験スタンダード
再生・創薬・疾患研究のプロトコールと臨床応用の必須知識
中辻憲夫／監　 
末盛博文／編

■ 定価（本体 7,400 円＋税）　■ B5 判　■ 358頁　 
■ ISBN 978-4-7581-0189-9

ES・iPS 細胞を使う時代の標準プロトコール！

NGSアプリケーション
今すぐ始める！メタゲノム解析　 
実験プロトコール
ヒト常在細菌叢から環境メタゲノムまで 
サンプル調製と解析のコツ
服部正平／編
■ 定価（本体 8,200 円＋税）　■ A4変型判　 
■ 231頁　■ ISBN 978-4-7581-0197-4

腸内細菌も環境メタゲノムも，この1冊にお任せ！

NGSアプリケーション
RNA-Seq実験ハンドブック
発現解析からncRNA、シングルセルまで 
あらゆる局面を網羅！

鈴木　穣／編

■ 定価（本体 7,900 円＋税）　■ A4変型判　 
■ 282 頁　■ ISBN 978-4-7581-0194-3

次世代シークエンスの最注目手法，待望の実験書が登場！
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論文だけではわからない　 
ゲノム編集成功の秘訣Q&A
TALEN、CRISPR/Cas9の極意

山本　卓／編

■ 定価（本体 5,400 円＋税）　■ B5 判　■ 269頁　 
■ ISBN 978-4-7581-0193-6

現場が求める成功のポイントを解説！ 思い通りに遺伝子改変！！

改訂第５版 
新 遺伝子工学ハンドブック

村松正實，山本　雅，岡㟢康司／編

■ 定価（本体 7,600 円＋税）　■ B5 判　■ 366頁　 
■ ISBN 978-4-7581-0177-6

“研究者のバイブル”と大好評の実験書！

分子間相互作用解析ハンドブック
タンパク質とタンパク質・核酸・糖・脂質・低分子間のネットワーク解析
礒辺俊明，中山敬一， 
伊藤隆司／編

■ 定価（本体 6,900 円＋税）　■ B5 判　■ 287 頁　 
■ ISBN 978-4-7581-0170-7

タンパク質を中心とした分子間相互作用を解析するための１冊！

生命科学のための機器分析実験ハンドブック 
分光分析，顕微解析，磁気共鳴分析，質量分析，イメージング解析などのあらゆる 
分析機器のプロトコールを完全網羅

■ 定価（本体 8,500 円＋税）　■ B5 判　■ 306頁　 
■ ISBN 978-4-7581-0169-1

実践的な使用法を多数掲載，いま必要な機器がきっと見つかる！

西村善文／編 

改訂 培養細胞実験ハンドブック
基本から最新の幹細胞培養法まで完全網羅！
黒木登志夫／監 
許 南浩，中村幸夫／編

■ 定価（本体 7,200 円＋税）　■ B5 判　■ 330頁　 
■ ISBN 978-4-7581-0174-5

iPS 細胞の作製法や ES 細胞の分化誘導など，再生医療をめざす幹細胞実
験法も多数掲載．

● 実験法Q&Aシリーズ

● 実験医学別冊　実験ハンドブックシリーズ

ラボ必携　
フローサイトメトリー
Q&A
正しいデータを出すための100箇条

戸村道夫／編

■ 定価（本体 6,400 円＋税）　■ B5 判　■ 313頁　 
■ ISBN 978-4-7581-2235-1

フローサイトメトリーの悩みを一挙解決！待望の Q&A 集

バイオ実験トラブル解決超基本Q&A
大藤道衛／著 ■ 定価（本体 3,800 円＋税）　■ A5 判　■ 247 頁　 

■ ISBN 978-4-89706-276-1

バイオ実験のトラブルをどのように解決したらよいかを，Q&A 方式で具体例
を挙げて解説

RNAi実験なるほどQ&A
知っておきたい原理の基本＋効果が高く特異的なRNAiのコツ！
程　久美子， 
北條浩彦／編

■ 定価（本体 4,200 円＋税）　■ B5 判　■ 220頁　 
■ ISBN 978-4-7581-0807-2

原理の基本からトラブル回避法まで，成功のコツをとことん解説！

マウス・ラットなるほどQ&A
実は知らない基礎知識＋取り扱いのコツがつかめる！
中釜　斉，北田一博，
城石俊彦／編

■ 定価（本体 4,400 円＋税）　■ B5 判　■ 255 頁　 
■ ISBN 978-4-7581-0715-0

今さら聞けないマウス・ラットの疑問をこの一冊ですっきり解決！

意外に知らない、いまさら聞けない 
バイオ実験超基本 
Q＆A　改訂版

大藤道衛／編

■ 定価（本体 3,400 円＋税）　■ A5 判　■ 284頁　 
■ ISBN 978-4-7581-2015-9

数多くの実験初心者を救ってきた大ベストセラー！
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あなたのラボに 
AI（人工知能）×ロボットが 
やってくる
研究に生産性と創造性をもたらすテクノロジー

夏目　徹／編

■ 定価（本体 3,300 円＋税）　■ B5 判　■ 140頁　 
■ ISBN 978-4-7581-2236-8

それはユートピアか？ディストピアか？今そこにある未来を紹介

あなたのタンパク質精製、
大丈夫ですか？
貴重なサンプルをロスしないための達人の技

胡桃坂仁志，有村泰宏／編

■ 定価（本体 4,000 円＋税）　■ A5 判　■ 186頁　 
■ ISBN 978-4-7581-2238-2

後 に々なって気づいても，もう遅い！タンパク質実験の落とし
穴には気をつけましょう．

● 実験書単行本

改訂 バイオ試薬調製 
ポケットマニュアル
欲しい試薬がすぐにつくれる基本操作と 
注意・ポイント

田村隆明／著

■ 定価（本体 2,900 円＋税）　■ B6 変型判　
■ 275 頁　■ ISBN 978-4-7581-2049-4

溶液・試薬の調製法や実験の基本操作はこの１冊にお任せ．

バイオ実験法＆必須データ
ポケットマニュアル
ラボですぐに使える基本操作といつでも役立つ
重要データ

田村隆明／著

■ 定価（本体 3,200 円＋税）　■ B6 変型判　 
■ 324頁　■ ISBN 978-4-7581-0802-7

実用性抜群の新しい実験書が登場！基礎実験はこの１冊
におまかせ

あなたの細胞培養、 
大丈夫ですか?！
ラボの事例から学ぶ結果を出せる「培養力」
中村幸夫／監 
西條　薫，小原有弘／編

■ 定価（本体 3,500 円＋税）　■ A5 判　■ 246頁　 
■ ISBN 978-4-7581-2061-6

誰もが行う細胞培養…誰も知らない罠だらけ ?

細胞・組織染色の達人
実験を正しく組む、行う、解釈する免疫染色と
ISHの鉄板テクニック

高橋英機／監，大久保和央／著，
ジェノスタッフ株式会社／執筆協力

■ 定価（本体 6,200 円＋税）　■ AB 判　■ 186頁　 
■ ISBN 978-4-7581-2237-5

正しい染色データを得るための実験計画とコツを紹介！

時間と研究費（さいふ）にやさしい 
エコ実験
村田茂穂／編 ■ 定価（本体 2,500 円＋税）　■ A5 判　 

■ 192 頁　■ ISBN 978-4-7581-2068-5

ケチ？とんでもない，エコです …節約研究術の数々，お試しを！

実験医学別冊
現象を見抜き検出できる！ 細胞死実験プロトコール
アポトーシスとその他細胞死の顕微鏡による検出から，DNA断片化や関連タンパク
質の検出，FACSによる解析まで網羅
刀祢重信，小路武彦／編 ■ 定価（本体 6,400 円＋税）　■ B5 判　 

■ 224頁　■ ISBN 978-4-7581-0181-3

この細胞死では，何が起こっているのか？自分で解析できる！

バイオ画像解析 手とり足とりガイド
バイオイメージングデータを定量して生命の形態や動態を理解する！

小林徹也，青木一洋／編 ■ 定価（本体 5,000 円＋税）　■ A4変型判　
■ 221頁　■ ISBN 978-4-7581-0815-7

画像データを用いた解析の基本と実践をやさしく解説！

水は実験結果を左右する！ 超純水超入門
データでなっとく，水の基本と使用のルール
日本ミリポア株式会社 
ラボラトリーウォーター事業部／編著

■ 定価（本体 2,500 円＋税）　■ B5 判　 
■ 109頁　■ ISBN 978-4-89706-480-2

意外と知らない水の基礎知識や，水質は実験にどのような影響を及ぼすの
か等，わかりやすく解説．
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● 統計

実験で使うとこだけ 
生物統計１ キホンのキ 
改訂版 

池田郁男／著

■ 定価（本体 2,200 円＋税）　■ A5 判　■ 110頁　 
■ ISBN 978-4-7581-2076-0

好評入門書が改訂！検定前の心構えからSD，SEの使い分けまで

実験で使うとこだけ 
生物統計２　キホンのホン
改訂版

池田郁男／著

■ 定価（本体 2,700 円＋税）　■ A5 判　■ 173頁　 
■ ISBN 978-4-7581-2077-7

好評入門書が改訂！実験研究者が「使う」検定法だけ教えます！

Rとグラフで実感する
生命科学のための統計入門

石井一夫／著

■ 定価（本体 3,900 円＋税）　■ B5 判　■ 212 頁　 
■ ISBN 978-4-7581-2079-1

手を動かして身につける統計力！すぐに使えるRのコード付き！

実験医学別冊 

マイクロアレイデータ統計解析プロトコール
藤渕　航，堀本勝久／編 ■ 定価（本体 5,400 円＋税）　■ B5 判　 

■ 255 頁　■ ISBN 978-4-7581-0173-8

統計学が苦手でも大丈夫！Excel などの汎用ソフトでここまで解析できる！

短期集中！オオサンショウウオ先生の 
医療統計セミナー　
論文読解レベルアップ30

田中司朗，田中佐智子／著

■ 定価（本体 3,800 円＋税）　■ B5 判　■ 198頁　 
■ ISBN 978-4-7581-1797-5

教材は一流論文！正しい統計の読み取り方が身につく怒涛の30 講

ぜんぶ絵で見る 
医療統計
身につく！　研究手法と分析力

比江島欣慎／著

■ 定価（本体 2,600 円＋税）　■ A5 判　■ 178頁　 
■ ISBN 978-4-7581-1807-1

統計用語と研究デザインの方法が“見る見る”わかる

みなか先生といっしょに 
統計学の王国を歩いてみよう
三中信宏／著 ■ 定価（本体 2,300 円＋税）　■ A5 判　 

■ 191頁　■ ISBN 978-4-7581-2058-6

感覚が掴める！「やり直しの統計学」高座，開演！

パソコンで簡単！  
すぐできる生物統計
R.Ennos／著 
打波　守，野地澄晴／訳

■ 定価（本体 3,200 円＋税）　■ B5 判　
■ 263頁　■ ISBN 978-4-7581-0716-7

大学生から研究者まで幅広く役に立つ，生物統計の入門書！

バイオ実験に絶対使える統計の基本
Q&A
秋山　徹／監 
井元清哉，河府和義，藤渕　航／編

■ 定価（本体 4,200 円＋税）　■ B5 判　 
■ 254頁　■ ISBN 978-4-7581-2034-0

実験で役立つ「ツール」としての統計の考え方とコツがわかる！

実感と納得の統計学
鎌谷直之／著 ■ 定価（本体 4,200 円＋税）　■ B5 判　 

■ 245 頁　■ ISBN 978-4-89706-495-6

統計学の本質が理解できる初めての入門書！これからの標準テキストになり
うる一冊です

統計
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FLASH 
薬理学

丸山　敬／著

■ 定価（本体 3,200 円＋税）　■ B5 判　■ 375 頁　 
■ ISBN 978-4-7581-2089-0

詳しすぎず易しすぎない，最初に読むべき薬理学の教科書

● 解説書単行本

骨ペディア　 
骨疾患・骨代謝 
キーワード事典

日本骨代謝学会／編

■ 定価（本体 6,800 円＋税）　■ B5 判　■ 328頁　
■ ISBN 978-4-7581-2056-2

分子，細胞から疾患まで…骨研究のすべてが髄までわかる！

膨大なデータを徹底整理する
サイトカイン・増殖因子キーワード事典
宮園浩平，秋山 徹， 
宮島 篤，宮澤恵二／編

■ 定価（本体 7,200 円＋税）　■ B5 判　 
■ 422 頁　■ ISBN 978-4-7581-2055-5

必要不可欠な情報をバランスよく整理！研究の場で即座に使える！

イラストで徹底理解する
エピジェネティクスキーワード事典
分子機構から疾患・解析技術まで
牛島俊和， 
眞貝洋一／編

■ 定価（本体 6,600 円＋税）　■ B5 判　■ 318頁　
■ ISBN 978-4-7581-2046-3

エピジェネティクスと生命現象・因子の関係性が一目でわかる！

免疫・アレルギー疾患の分子標的と治療薬事典
生物学的製剤，低分子化合物のターゲット分子と作用機序，薬効のすべて

田中良哉／編 ■ 定価（本体 7,600 円＋税）　■ B5 判　■ 375 頁　 
■ ISBN 978-4-7581-2041-8

ターゲット分子と薬剤，相互に情報を参照しあえる最強用語集！

イラストで徹底理解する
シグナル伝達キーワード事典
山本 雅，仙波憲太郎， 
山梨裕司／編

■ 定価（本体 6,600 円＋税）　■ B5 判　 
■ 351頁　■ ISBN 978-4-7581-2033-3

ネットワークの全体像と各因子の詳細な機能が一目でわかる！

がんの分子標的と治療薬事典
西尾和人， 
西條長宏／編

■ 定価（本体 7,600 円＋税）　■ B5 判　■ 347 頁　 
■ ISBN 978-4-7581-2016-6

分子標的治療を多角的に理解できる基礎・臨床問わず必携の１冊

やさしく学べる　がん免疫療法のしくみ
玉田耕治／著 ■ 定価（本体 2,500 円＋税）　■ B5 判　 

■ 75 頁　■ ISBN 978-4-7581-2071-5

“第 4 のがん治療”の基本知識を，ゼロから正しく解説します

進化医学 人への進化が生んだ疾患
井村裕夫／著 ■ 定価（本体 4,200 円＋税）　■ B5 判　■ 239頁　 

■ ISBN 978-4-7581-2038-8

人はなぜ病気になる？病気のより深い理解に欠かせない，重要な視点！

ポイントを押さえたシンプルな解説と豊富な図で，複雑な脳の構造と機能が
スッキリ理解できる！

みる見るわかる脳・神経科学入門講座 改訂版 
渡辺雅彦／著

■ 定価（本体 3,600円＋税）　■ B5 判　 
■ ISBN 978-4-7581-0730-3

■ 定価（本体 3,600円＋税）　■ B5 判　 
■ ISBN 978-4-7581-0729-7前編 はじめて学ぶ、脳の構成細胞と

情報伝達の基盤

後編 はじめて学ぶ、情報伝達の制御と
脳の機能システム

免疫ペディア
101のイラストで免疫学・臨床免疫学に強くなる！

熊ノ郷　淳／編

■ 定価（本体 5,700 円＋税）　■ B5 判　■ 317 頁　 
■ ISBN 978-4-7581-2080-7

複雑な免疫学の理解に語句検索ですぐわかる灯りのような1冊を

カラー図解
脳神経ペディア

「解剖」と「機能」が見える・つながる事典 

渡辺雅彦／著

■ 定価（本体 6,800 円＋税）　■ B5 判　■ 286頁　 
■ ISBN 978-4-7581-2082-1

＜構造＞と＜機能＞の知識をリンクさせ，脳神経をすっきり理解！

解説書・研究生活
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科研費獲得の方法とコツ　 
改訂第6版
実例とポイントでわかる 
申請書の書き方と応募戦略

児島将康／著

■ 定価（本体 3,800 円＋税）　■ B5 判　■ 277 頁　 
■ ISBN 978-4-7581-2088-3

制度変更後、新しくなった申請書の書き方を丁寧に解説した
最新版！

● 研究生活

行動しながら考えよう　 
研究者の問題解決術

島岡　要／著

■ 定価（本体 2,400 円＋税）　■四六判　■ 239頁　 
■ ISBN 978-4-7581-2078-4

「人生の問題」にけりをつけて，「科学の問題」に立ち向かおう！

● イラストレイテッドシリーズ

● もっとよくわかる

病態と治療戦略がみえる
免疫・アレルギー疾患イラストレイテッド
田中良哉／編 ■ 定価（本体 7,200 円＋税）　■ B5 変型判　 

■ 359頁　■ ISBN 978-4-7581-2044-9

発症機序から診断・治療戦略まで，オールカラーで見てイメージ！

がん生物学 イラストレイテッド
渋谷正史，
湯浅保仁／編

■ 定価（本体 6,200 円＋税）　■ B5 変型判　 
■ 412 頁　 ■ ISBN 978-4-7581-2021-0

がんを理解できるテキストの決定版！

改訂第３版 脳神経科学イラストレイテッド
分子・細胞から実験技術まで
真鍋俊也，森　寿，渡辺雅彦， 
岡野栄之，宮川　剛／編

■ 定価（本体 6,600 円＋税）　 
■ B5 変型判　■ 397 頁　 
■ ISBN 978-4-7581-2040-1

脳神経科学の好評テキスト，全イラストをカラー化して大改訂！

糖尿病学イラストレイテッド
発症機序・病態と治療薬の作用機序
春日雅人／編 ■ 定価（本体 6,400 円＋税）　■ B5 変型判　 

■ 309頁　■ ISBN 978-4-7581-2031-9

糖尿病とその合併症の発症機序から薬の作用まで徹底解説！

改訂第3版 分子生物学イラストレイテッド
田村隆明， 
山本　雅／編

■ 定価（本体 4,900 円＋税）　■ B5 変型判　 
■ 349頁　■ ISBN 978-4-7581-2002-9

基本から先端まで丸ごとわかる定番テキスト！

タンパク質科学イラストレイテッド
竹縄忠臣／編 ■ 定価（本体 5,400 円＋税）　■ B5 変型判　 

■ 333頁　■ ISBN 978-4-89706-492-5

合成・修飾といった基本事項から細胞内機能・疾患研究までをイラストつきで解説．

もっとよくわかる！ 幹細胞と再生医療
長船健二／著 ■ 定価（本体 3,800 円＋税）　■ B5 判　■ 174頁　 

■ ISBN 978-4-7581-2203-0

ES 細胞，iPS 細胞研究はここまで進んだ！

もっとよくわかる！感染症
病原因子と発症のメカニズム
阿部章夫／著 ■ 定価（本体 4,500 円＋税）　■ B5 判　■ 277 頁　 

■ ISBN 978-4-7581-2202-3

病原体の感染戦略を中心に流行や症状までしっかりわかる

もっとよくわかる！ 脳神経科学
やっぱり脳はスゴイのだ！
工藤佳久／著・画 ■ 定価（本体 4,200 円＋税）　■ B5 判　■ 255 頁　 

■ ISBN 978-4-7581-2201-6

複雑な脳神経がしっかり＆楽しくわかる驚きの入門書！

もっとよくわかる！免疫学
河本　宏／著 ■ 定価（本体 4,200 円＋税）　■ B5 判　■ 222 頁　 

■ ISBN 978-4-7581-2200-9

“わかりやすさ”をとことん追求．今度こそ免疫学がわかる！

やるべきことが見えてくる研究者の仕事術 島岡　要／著
■ 定価（本体 2,800 円＋税） ■ A5 判 ■ 179頁 ■ ISBN 978-4-7581-2005-0

研究者に必要なのは知識や技術力だけではない！

ライフハックで雑用上等 阿部章夫／著
■ 定価（本体 2,600円＋税）　■A5判　■ 190頁　■ ISBN 978-4-7581-2052-4

研究時間は楽しく生み出せ！雑用に打ち克つ効率アップのワザ

研究留学のすゝ め！
UJA（海外日本人研究者ネットワーク）／編，カガクシャ・ネット／編集協力 
■ 定価（本体 3,500円＋税）　■A5判　■ 302頁　■ ISBN 978-4-7581-2074-6

留学先？グラント？…ベストな留学へ，経験者がノウハウを伝授！

科研費申請書の赤ペン添削ハンドブック 児島将康／著
■ 定価（本体 3,600円＋税）　■A5判　■ 327頁　■ ISBN 978-4-7581-2069-2

科研費の書き方が具体例の添削でわかる．充実の78case＆アドバイス

研究者のための思考法 10のヒント 島岡　要／著
■ 定価（本体 2,700 円＋税） ■ A5 判 ■ 222 頁 ■ ISBN 978-4-7581-2037-1

天職とは，創造性とは？…悩みが突破力に変わる処方箋！

理系のアナタが知っておきたいラボ生活の中身
野地澄晴／著

■ 定価（本体 2,800 円＋税） ■ B5 判 ■ 182 頁 ■ ISBN 978-4-7581-2032-6

ラボ生活の心構え，基本操作，不文律が一冊でわかる！

解説書・研究生活
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はじめてでもできてしまう
科学英語プレゼン

“5S”を学んで、いざ発表本番へ

Philip Hawke，太田敏郎／著

■ 定価（本体 1,800 円＋税）　■ A5 判　■ 127 頁　 
■ ISBN 978-4-7581-0850-8

プレゼンは準備が９割！どうしようを安心に変える特効薬

● 英語・プレゼン単行本

日本人研究者が間違えやすい英語科学論文の正しい書き方
アクセプトされるための論文の執筆から投稿・採択までの大切な実践ポイント
Ann M. Körner／著 
瀬野悍二／訳・編

■ 定価（本体 2,600 円＋税）　■ B5 変型判　 
■ 150頁　■ ISBN 978-4-89706-486-4

20 年査読をしてきた英語圏一流研究者が贈る論文の書き方決定版！

ハーバードでも通用した研究者の英語術
ひとりで学べる英文ライティング・スキル
島岡　要， 
Joseph A. Moore／著

■ 定価（本体 3,200 円＋税）　■ B5 判　 
■ 183頁　■ ISBN 978-4-7581-0840-9

研究者に本当に必要な英語力とは？その身に付け方とは？

音声DL版　国際学会のための科学英語絶対リスニング
ライブ英語と基本フレーズで英語耳をつくる！
山本　雅／監，田中顕生／著， 
Robert F. Whittier／英文監修

■ 定価（本体 4,300 円＋税）　■ B5 判　 
■ 182 頁　■ ISBN 978-4-7581-0848-5

学会での英語リスニング力を鍛えます！大好評実践書の音声 DL 版

日本人研究者のための120％伝わる英語対話術
ネイティブの発音＆こなれたフレーズで研究室・国際学会を勝ち抜く英語口をつくる！
浦野文彦，Marjorie Whittaker， 
Christine Oslowski／著

■ 定価（本体 3,800 円＋税）　■ B5 判　 
■ 190頁　■ ISBN 978-4-7581-0844-7

自信と勇気をもって，さあ，英語でコミュニケーション！

理系英会話アクティブラーニング１
テツヤ、国際学会いってらっしゃい
発表・懇親会・ラボツアー編書くコツと鉄則
Kyota Ko，Simon Gillett／著 
近藤科江，山口雄輝／監

■ 定価（本体 2,400 円＋税）　■ A5 判　 
■ 200頁　■ ISBN 978-4-7581-0845-4

いざ本番へ！困る場面を乗り切れる，英語の言い回しはコレ！

理系英会話アクティブラーニング２
テツヤ、ディスカッションしようか
スピーチ・議論・座長編
Kyota Ko，Simon Gillett／著 
近藤科江，山口雄輝／監

■ 定価（本体 2,200 円＋税）　■ A5 判　 
■ 207 頁　■ ISBN 978-4-7581-0846-1

自分の考え，割り込み，仕切り... 英語で場を操る言い回し！

日本人研究者のための  
絶対できる英語プレゼンテーション
Philip Hawke，Robert F. Whittier／著 
福田　忍／訳　伊藤健太郎／編集協力

■ 定価（本体 3,600 円＋税）　■ B5 判　 
■ 207 頁　■ ISBN 978-4-7581-0842-3

ネイティブ講師がポイントと上達法を手とり足とり直伝！

トップサイエンティストの英語を聴く！
サーチュインに魅せられた研究者たち
今井眞一郎／監　 
佐藤千尋／英文監修

■ 定価（3,800 円＋税）　■ B5 判　 
■ 166頁　■ ISBN 978-4-7581-0182-0

ネイティブの英語でリスニング力も鍛えられます．

実験医学別冊

トップジャーナル395編の
「型」で書く医学英語論文

言語学的Move分析が明かした執筆の武器に 
なるパターンと頻出表現

河本　健，石井達也／著

■ 定価（本体 2,600 円＋税）　■ A5 判　■ 149頁　 
■ ISBN 978-4-7581-1828-6

論文を12のパート（Move）に分け，書き方と頻出表現を解説

研究者・留学生のための
アメリカビザ取得 
完全マニュアル

大蔵昌枝／著，大須賀 覚，野口剛史／監

■ 定価（本体 3,200 円＋税）　■ A5 判　■ 173頁　 
■ ISBN 978-4-7581-0849-2

複雑なビザ取得手続きをアメリカの移民法弁護士が丁寧に解説

伝わる医療の描き方
患者説明・研究発表がもっとうまくいく 
メディカルイラストレーションの技術

原木万紀子／著，内藤宗和／監

■ 定価（本体 3,200 円＋税）　■ B5 判　■ 143頁　 
■ ISBN 978-4-7581-1829-3

プレゼンにイラストが必要？ 探すより自作してみませんか！

英語・プレゼン
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● ライフサイエンス英語シリーズ

ライフサイエンス英語 
動詞使い分け辞典
動詞の類語がわかればアクセプトされる論文が
書ける！
河本　健，大武　博／著

ライフサイエンス辞書プロジェクト／監
■ 定価（本体 5,600 円＋税）　■ B6 判　■ 733頁　 
■ ISBN 978-4-7581-0843-0

豊富な用例で，意味が似ている動詞の使い分けがわかる！

ライフサイエンス 
組み合わせ英単語
類語・関連語が一目でわかる

河本　健，大武　博／著 
ライフサイエンス辞書プロジェクト／監

■ 定価（本体 4,200 円＋税）　■ B6 判　■ 360頁　 
■ ISBN 978-4-7581-0841-6

正しい英文を書くための正しい単語の組み合わせが解る・
引ける！

ライフサイエンス 
必須英和・和英辞典 
改訂第3版

ライフサイエンス辞書プロジェクト／編著

■ 定価（本体 4,800 円＋税）　■ B6 変型判　 
■ 660頁　■ ISBN 978-4-7581-0839-3

英和・和英に加え音声データで発音も聞ける機能的な１冊！

相手の心を動かす英文手紙とe-mailの効果的な書き方
理系研究者のための好感をもたれる表現の解説と例文集
Ann M. Körner／著 
瀬野悍二／訳・編

■ 定価（本体 3,800 円＋税）　■ B5 変型判　 
■ 198頁　■ ISBN 978-4-89706-489-5

研究生活に必要な英文手紙を例文解説とCD-ROM で完全マスター！

困った状況も切り抜ける医師・科学者の英会話
国際学会や海外ラボでの会話術と苦情，断り，抗議など厄介な対人関係に対処する表現法
Ann M. Körner／著 
瀬野悍二／訳・編

■ 定価（本体 3,600 円＋税）　■ B5 変型判　 
■ 148頁　■ ISBN 978-4-7581-0834-8

コミュニケーションが上手くいく，スマートな英会話術を伝授！

科学英語論文の赤ペン添削講座
はじめてでも書ける！ 実例で身に付く！　アクセプトされる論文を書くコツと鉄則
山口雄輝／著 
Robert F. Whittier／英文監修 

■ 定価（本体 3,200 円＋税）　■ B5 判　 
■ 172 頁　■ ISBN 978-4-89706-479-6

本当の問題は英語力ではなかった

発表が楽しくなる！研究者の劇的プレゼン術
見てくれスライド論＆よってらっしゃいポスター論と聴衆の心をつかむ講演技術
堀口安彦／著 ■ 定価（本体 2,900 円＋税）　■ A5 判　 

■ 174頁　■ ISBN 978-4-7581-0814-0

見やすい＆わかりやすいプレゼンを徹底解説．ビフォーアフター形式でよく
わかるスライド改良例も収録．

ライフサイエンス
論文作成のための英文法
河本　健／編 
ライフサイエンス辞書プロジェクト／監

■ 定価（本体 3,800 円＋税）　■ B6 判　 
■ 294頁　■ ISBN 978-4-7581-0836-2

なんとなく正しい英文からステップアップ！やり直しの英文法！！

ライフサイエンス
論文を書くための英作文＆用例500
河本　健，大武　博／著 
ライフサイエンス辞書プロジェクト／監

■ 定価（本体 3,800 円＋税）　■ B5 判　 
■ 229頁　■ ISBN 978-4-7581-0838-6

論文執筆の即戦力，ライフサイエンス英語シリーズの決定版！

ライフサイエンス英語
類語使い分け辞典
河本　健／編 
ライフサイエンス辞書プロジェクト／監

■ 定価（本体 4,800 円＋税）　■ B6 判　 
■ 510頁　■ ISBN 978-4-7581-0801-0

“通じる”論文執筆の強力ツール！ネイティブならこう言い換える！！

ライフサイエンス
文例で身につける英単語・熟語
河本　健，大武　博／著 
ライフサイエンス辞書プロジェクト／監 
Dan Savage／英文校閲・ナレーター

■ 定価（本体 3,500 円＋税）　■ B6 変型判　 
■ 302 頁　■ ISBN 978-4-7581-0837-9

学術英語に強くなる！生命科学者の語彙力アップを強力サポート

ライフサイエンス英語表現
使い分け辞典　第2版

河本　健，大武　博／編， 
ライフサイエンス辞書プロジェクト／監

■ 定価（本体 6,900 円＋税）　■ B6 判　 
■ 1215 頁　■ ISBN 978-4-7581-0847-8

１億語の分析から論文特有のコロケーションが「見える」

英語・プレゼン
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基礎から学ぶ植物代謝生化学
水谷正治，士反伸和，杉山暁史／編
■ 定価（本体 4,200 円＋税）　■ B5 判　■ ISBN 978-4-7581-2090-6

基礎から学ぶ遺伝子工学　第２版
田村隆明／著
■ 定価（本体 3,400 円＋税）　■ B5 判　■ ISBN 978-4-7581-2083-8

ブックカタログ

研究者
向け

研究・実験に役立つ

あなたのタンパク質精製、大丈夫ですか？
胡桃坂仁志，有村泰宏／編　定価（本体 4,000円＋税）

細胞・組織染色の達人
高橋英機／監，大久保和央／著，ジェノスタッフ株式会社／他 
定価（本体 6,200円＋税）

FLASH薬理学
丸山　敬／著　定価（本体 3,200円＋税）

科研費獲得の方法とコツ　改訂第6版
児島将康／著　定価（本体 3,800円＋税）

はじめてでもできてしまう科学英語プレゼン
Philip Hawke，太田敏郎／著　定価（本体 1,800円＋税）

伝わる医療の描き方
原木万紀子／著，内藤宗和／監　定価（本体 3,200円＋税）

マンガでわかるゲノム医学　
ゲノムって何？を知って健康と医療に役立てる！
水島-菅野純子／著，サキマイコ／イラスト　定価（本体 2,200円＋税）

研究者・留学生のためのアメリカビザ取得完全マニュアル
大蔵昌枝／著，大須賀　覚，野口剛史／監　
定価（本体 3,200円＋税）

トップジャーナル395編の「型」で書く医学英語論文
河本　健，石井達也／著　定価（本体 2,600円＋税）

こんなにも面白い医学の世界　からだのトリビア教えます
中尾篤典／著　定価（本体 1,000円＋税）

基礎から学ぶ植物代謝生化学
水谷正治，士反伸和，杉山暁史／編　定価（本体 4,200円＋税）

理系総合のための生命科学　第４版
東京大学生命科学教科書編集委員会／編　
定価（本体 3,800円＋税）

2018年の新刊
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書籍に関するお問い合わせはこちら

〒 101-0052
東京都千代田区神田小川町 2-5-1
TEL  03-5282-1211
FAX  03-5282-1212
E-mail  eigyo@yodosha.co.jp

＜発行元＞
＜取扱店＞

2018.11

あなたと私はどうして違う？ 体質と遺伝子のサイエンス
99.9％同じ設計図から個性や病気が生じる秘密
中尾光善／著 ■ 定価（本体 1,800 円＋税）　■四六判　 

■ 222 頁　■ ISBN 978-4-7581-2057-9

驚異のエピジェネティクス
遺伝子がすべてではない!? 生命のプログラムの秘密
中尾光善／著 ■ 定価（本体 2,400 円＋税）　■四六判　 

■ 215 頁　■ ISBN 978-4-7581-2048-7

Dr.北野の
ゼロから始めるシステムバイオロジー
北野宏明／企画・執筆 ■ 定価（本体 3,400 円＋税）　■ A5 判　 

■ 191頁　■ ISBN 978-4-7581-2054-8

小さくて頼もしいモデル生物
歴史を知って活かしきる
森脇和郎／監 ■ 定価（本体 2,700 円＋税）　■ A5 判　 

■ 142 頁　■ ISBN 978-4-7581-2047-0

やさしい基礎生物学 第２版
南雲　保／編著　今井一志，大島海一，鈴木秀和，田中次郎／著
■ 定価（本体 2,900 円＋税）　■ B5 判　■ ISBN 978-4-7581-2051-7

基礎からしっかり学ぶ生化学
山口雄輝／編著　成田　央／著
■ 定価（本体 2,900 円＋税）　■ B5 判　■ ISBN 978-4-7581-2050-0

基礎から学ぶ生物学・細胞生物学 第３版
和田　勝／著　髙田耕司／編集協力
■ 定価（本体 3,200 円＋税）　■ B5 判　■ ISBN 978-4-7581-2065-4

生命科学 改訂第３版
東京大学生命科学教科書編集委員会／編
■ 定価（本体 2,800 円＋税）　■ B5 判　■ ISBN 978-4-7581-2000-5

理系総合のための生命科学 第４版
東京大学生命科学教科書編集委員会／編
■ 定価（本体 3,800 円＋税）　■ B5 判　■ ISBN 978-4-7581-2086-9

現代生命科学
■ 定価（本体 2,800 円＋税）　■ B5 判　■ ISBN 978-4-7581-2053-1
東京大学生命科学教科書編集委員会／編

はじめの一歩のイラスト感染症・微生物学
本田武司／編
■ 定価（本体 3,200 円＋税）　■ B5 判　■ ISBN 978-4-7581-2023-4

はじめの一歩のイラスト生理学 改訂第2版
照井直人／編
■ 定価（本体 3,500 円＋税）　■ B5 判　■ ISBN 978-4-7581-2029-6

はじめの一歩のイラスト薬理学 石井邦雄／著
■ 定価（本体 2,900 円＋税）　■ B5 判　■ ISBN 978-4-7581-2045-6

● 東京大学生命科学教科書シリーズ

● 基礎から学ぶシリーズ

● やさしい教科書シリーズ

● はじめの一歩シリーズ

教科書の詳しいご案内は教科書Webページ（www.yodosha.co.jp/textbook/）をご覧ください．

※ 本カタログ内は，2018 年 12 月現在の刊行物を掲載しています．最新情報は羊土社ホームページにてご確認ください

 ISBN 978-4-7581-2090-6

Ya-Sa-Shi-I Biological Science  
（やさしい基礎生物学English version）

南雲　保／編著，今井一志，大島海一，鈴木秀和，田中次郎／著， 
豊田健介，程木義邦，大林夏湖，David M. WILLIAMS／英訳
■ 定価（本体 3,600 円＋税）　■ B5 判　■ ISBN 978-4-7581-2070-8

はじめの一歩の生化学・分子生物学　第３版
前野正夫，磯川桂太郎／著
■ 定価（本体 3,800 円＋税）　■ B5 判　■ ISBN 978-4-7581-2072-2

はじめの一歩の病態・疾患学 林　洋／編

■ 定価（本体 2,700 円＋税）　■ B5 判　■ ISBN 978-4-7581-2085-2

はじめの一歩の病理学　第２版
深山正久／編
■ 定価（本体 2,900 円＋税）　■ B5 判　■ ISBN 978-4-7581-2084-5

 ISBN 978-4-7581-2086-9

演習で学ぶ生命科学　第２版
東京大学生命科学教科書編集委員会／編
■ 定価（本体 3,800 円＋税）　■ B5 判　■ ISBN 978-4-7581-2086-9

大学で学ぶ 身近な生物学 吉村成弘／著
■ 定価（本体 2,800 円＋税）　■ B5 判　■ ISBN 978-4-7581-2060-9

遺伝医学 渡邉　淳／著
■ 定価（本体 4,300 円＋税）　■ B5 判　■ ISBN 978-4-7581-2062-3

● 単行本
楽しくわかる生物・化学・物理
岡田隆夫／著，村山絵里子／イラスト
■ 定価（本体 2,600 円＋税）　■ B5 判　■ ISBN 978-4-7581-2073-9

マンガでわかるゲノム医学
ゲノムって何？を知って 
健康と医療に役立てる！
水島-菅野純子／著，サキマイコ／イラスト

■ 定価（本体 2,200 円＋税）　■ A5 判　■ 221頁　 
■ ISBN 978-4-7581-2087-6

実務にも教育にも役立つと大好評！

こんなにも面白い医学の世界

からだのトリビア教えます

中尾篤典／著

■ 定価（本体 1,000 円＋税）　■ A5 判　■ 86頁　 
■ ISBN 978-4-7581-1824-8

思わず誰かに教えたくなる医学の「トリビア」を集めました！


