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◆第一線で活躍する科学者のインタビューも充実
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C O N T E N T S

CAMPBELL BIOLOGY,11th edition
キャンベル生物学 原書11版

世界各国で高い評価を受けている生物学の教科書世界各国で高い評価を受けている生物学の教科書
全 8部，56章で構成され，生命の化学，細胞，遺伝学，進化のメカニズム，生物多様性の進化的歴史，植物・

動物の形態と機能，生態学まで幅広く生命現象をとらえている．国際生物学オリンピックの推薦テキストでもあ

り，高校生から読みこなせるよう丁寧に解説．生物学の発展が勢いを増す現在，ヒトや社会とのかかわりはいっ

そう広がり，深まりつつある．原書11版では，最新内容の充実はもちろん，実際の研究で役立つ「科学スキル」

を身につける演習をはじめとしたさまざまなコーナーが追加され，さらに有用な構成となっている．

◆  5つの統一テーマ「組織化」「情報」「エネルギーと物質」「相互作用」「進化」を明示し，生物学を貫く視点から各章を読み解ける．

◆  「科学スキル演習」では，実際の研究データを題材に，結果の解釈，グラフ化，数学的能力，実験計画など，研究に必要なスキルを習得できる．

◆  「問題解決演習」では，科学スキルを使って実生活の問題に対処する練習ができる．

◆  新しい図「ビジュアル解説」ではモデルの読み取り方を学ぶことができ，「関連性を考えよう」では生命現象を全体像として捉えることができる．

◆  随所に設けられた質問「図読み取り問題」「描いてみよう」では，図や写真を解釈する力，図示によって情報を伝える力を鍛えることができる．

「科学スキル演習」

「問題解決演習」

「ビジュアル解説」

「探究図」

「関連性を考えよう」

「章の始まり」
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（五十音順　2018 年 2 月現在）

 1 進化，生物学のテーマ，科学的探究

第1部 生命の化学

第 4部 進化のメカニズム

第5部 生物多様性の進化的歴史

第6部 植物の形態と機能

第2部 細　胞

第 3部 遺 伝 学

22 変化を伴う継承：ダーウィンの生命観　
23 集団の進化　
24 種の起源　
25 地球の生命史　

 2 生命の化学的基礎　
 3 水と生命　
 4 炭素と生命の分子レベルの多様性　
 5 巨大な生体分子の構造と機能　

 6 細胞の旅　
 7 膜の構造と機能　
 8 代謝（導入編）　
 9 細胞呼吸と発酵　
10 光 合 成　
11 細胞の情報連絡　
12 細胞周期　

13 減数分裂と有性生活環　
14 メンデルと遺伝子の概念　
15 染色体の挙動と遺伝　
16 遺伝の分子機構　
17 遺伝子からタンパク質へ　
18 遺伝子の発現制御　
19 ウイルス　
20 DNA を用いた手法とバイオテクノロジー　
21 ゲノムと進化　

26 系統と生命の樹　
27 細菌と古細菌　
28 原生生物　
29 植物の多様性Ⅰ：いかにして植物は陸上に進出したか　
30 植物の多様性Ⅱ：種子植物の進化　
31 菌　類
32 動物の多様性　
33 無脊椎動物　
34 脊椎動物の起源と進化　

35 維管束植物の構造，成長，発生　
36 維管束植物の栄養吸収と輸送　
37 土壌と植物の栄養　
38 被子植物の生殖とバイオテクノロジー　
39 内外のシグナルに対する植物の応答　

第 7部 動物の形態と機能　
40 動物の形態と機能の基本原理　
41 動物の栄養　
42 循環とガス交換　
43 免 疫 系　
44 浸透圧調節と排出　
45 ホルモンと内分泌系　
46 動物の生殖　
47 動物の発生　
48 神経，シナプス，シグナル
49 神 経 系
50 感覚と運動のメカニズム
51 動物の行動

第8部 生 態 学　
52 生態学の入門と生物圏　
53 個体群生態学　
54 群集生態学　
55 生態系と復元生態学　
56 保全生物学と地球規模の変化　

付録 A　解　答
付録 B　周 期 表
付録 C　単位換算表
付録 D　光学顕微鏡と電子顕微鏡の比較
付録 E　生物の分類体系
付録 F　科学スキルのまとめ

原書11版の特長


