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＜神奈川県に関する図書＞

書　　名 シリーズ名 著 者 名 出 版 社 発行年月

「ヤマセミだより」＆丹沢周辺自然情報 神奈川県立宮ヶ瀬ビジターセンター 神奈川県立宮ヶ瀬ビジターセンター 2004.12

神奈川県立博物館総合案内 神奈川県立博物館編 神奈川県立博物館 1985.2 

かながわの博物館 かもめ文庫 大戸吉古 神奈川合同出版 1984.1

社寺めぐり 清川村文化財保護委員会 清川村教育委員会 1972.12

大山寺縁起 大山寺編 大山寺編 1984.10 

綾瀬市史.8上　別編　自然 綾瀬市編 綾瀬市 2001.3

伊勢原史話. 第1集 小沢幹･伊勢原市教育委員会社会教育課編 伊勢原市教育委員会 1983.3

神奈川県史　各論編.4　自然 神奈川県編 神奈川県 1978.7

神奈川県の歴史 県史シリーズ 中丸和伯著 山川出版社 1974.1

津久井町史.自然編
相模原市教育委員会教育局生涯学習部
博物館市史編さん班 相模原市 2013.3

津久井町史.資料編　近世１ 津久井町史編集委員会編 津久井町 2004.3

統計神奈川県史 かながわのあゆみ（昭和40年～60年） 神奈川県企画部統計課編 神奈川県 1989.3

二宮町史.資料編1　自然・原始、古代、中世、近世 二宮町編 二宮町 1990.11

秦野　郷土のあゆみ 秦野市編 秦野市 1977.3

まんが大和の歴史.5　明治･大正･昭和時代 横田とくおマンガ 大和市教育委員会 1994.9

山北町史.別編　山北町の自然 山北町編 山北町 2002.3

かながわの古道50選 神奈川県土木部道路管理課編 神奈川県 1995.1

かながわの古道50選てくてくマップ 神奈川県土木部道路管理課編 神奈川県 1995.1

小田原が生んだ辻村伊助と辻村農園 松浦正郎著 箱根博物会 1994.7

愛川町郷土誌.資料編　自然１
愛川町教育委員会･
愛川町郷土誌編纂委員会編

愛川町 1979.9

厚木の観光ポケットブック 厚木市商業観光課編 厚木市商業観光課 1992.4

あつぎ･野山や川の散策ガイド 厚木市郷土資料館編 厚木市郷土資料館 2004.3

あつぎ百科　厚木市郷土資料館常設展示図録 厚木市郷土資料館編 厚木市教育委員会 1998.11

いるか丘陵の自然観察ガイド 岸由二編 山と渓谷社 1997.5

ガイドブック鎌倉の四季 かもめ文庫 富岡畦草 神奈川合同出版 1985.9

神奈川県の自然公園ガイド 神奈川県国立公園協会編 神奈川県国立公園協会 2002.12

神奈川県の地理と歴史 神奈川地理研究会編 野村出版 1973

かながわの川. 上 神奈川県高等学校教科研究会地理部会 神奈川新聞社 1989.7

かながわの川. 下 神奈川県高等学校教科研究会地理部会 神奈川新聞社 1989.7

かながわの古道 かもめ文庫 阿部正道 神奈川合同出版 1981.3

神奈川の自然をたずねて 神奈川の自然をたずねて編集委員会 築地書館株式会社 2006.3

かながわの花の名所100選　花の名所と周辺観光案内 神奈川県観光協会編 神奈川県観光協会 1996.3

かながわハイク・ガイド かもめ文庫 松尾良文 神奈川合同出版 1982.3

北丹沢ガイドブック　改訂 植木知司編 北丹沢山岳センター 2007.5

清川物語　村制35周年記念要覧 清川村総務課 清川村 1991.9

相模川流域の自然と文化　平塚市博物館展示ガイド 平塚市博物館編 平塚市博物館 1993.3

さがみはらの地名 －村をつないだ道･坂･川－ 相模原市教育委員会編 相模原市教育委員会 1990.3

酒匂川文化財総合調査報告書.1973
神奈川県教育委員会
酒匂川文化財調査委員会編

神奈川県教育委員会
酒匂川文化財調査委員会

1974.3

四季の箱根路　自然公園指導員巡視活動の記録 神奈川県自然公園指導員湘南グループ編 神奈川県自然公園指導員湘南グループ 1998.3

多摩川と多摩丘陵 福田重信著，山田裕男編 福田社会福祉研究所 1978.11

丹沢　大山･道志山塊　特別改訂版 アルペンガイド 山岳図書編集部編 山と渓谷社 1996.4

丹沢　道志山塊･三ツ峠 アルパインガイド 山と渓谷社編 山と渓谷社 1973

丹沢自然ハンドブック　都会のオアシス・その魅力をさぐる 古林賢恒 自由国民社 1997.6

丹沢物語 朝日新聞社横浜支局 朝日ソノラマ 1973.8

丹沢 山のものがたり 秦野市 秦野市 1998.9

丹沢夜話.続続 ハンス･シュトルテ著 有隣堂 1995.5

つるみ川流域ウォーキングガイド つるみ川流域ネットワーキング制作 つるみ川流域ウォーキングガイド編集委員会 1996.5

南湖郷土誌
茅ヶ崎市文化資料館,
南湖郷土誌編集委員会編

茅ヶ崎市教育委員会 1995.3

二宮町郷土誌 二宮町教育委員会編 二宮町教育委員会 1972.3

箱根逍遥 水野克比古写真 山翠楼 1993.1

波多野の歩み　民話と傳説 池田多嘉蔵 池田多嘉蔵 1972.5

花散歩神奈川を歩く ブルーガイド編集部編 実業之日本社 2003.2

ぶらっと相模川 －訪ねてみよう、今むかし－ 神奈川県都市部 神奈川県都市部 1992.3

ふるさと津久井.1 津久井町史編集委員会編 津久井町役場企画政策室 2000.3

ふるさと津久井.2 津久井町史編集委員会編 津久井町役場企画政策室 2001.3

ふるさと津久井.3（特別号） 津久井町史編集委員会編 津久井町役場企画政策室 2002.3

不破哲三さんと北丹沢を語る 北丹沢山岳センター編 北丹沢山岳センター 2001.12

やまなみ五湖　五感探訪 神奈川新聞社編 神奈川県企画部政策調整室 1992.3

やまなみ五湖　水のある風景３６選 神奈川県企画部政策調整室企画，三宅修写真 神奈川県企画部政策調整室 1994
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＜神奈川県に関する図書＞

書　　名 シリーズ名 著 者 名 出 版 社 発行年月

2005厚木市制50周年記念誌 時の贈り物未来へのメッセージ 市政企画部広報課編 厚木市 2005.2

池子の森 －池子弾薬庫返還運動の記録－ 逗子市編 ぎょうせい 1993.2

かまくら 市政要覧グラフ版 市長室広報課編 鎌倉市 1993.2

前人栽樹後人涼 長洲一二編著 ぎょうせい 1994.1

燈燈無尽. 第4 長洲一二著 ぎょうせい 1991.8 

燈燈無尽. 続 長洲一二著 ぎょうせい 1983.8

箱根町集団施設地区計画調査報告書 神奈川県編 神奈川県 1970.12

秦野市市制施行50周年記念市勢要覧.2005 秦野市役所企画部企画課 秦野市 2005.1

（もっと）2神奈川！
地域を楽しく生きる人･店･グループのエコロジカルネットワークリスト

グラスルーツinかながわプロジェクト編 グラスルーツinかながわプロジェクト 1993.9

神奈川ドキュメント教育 神奈川県政地方記者会編 神奈川県政地方記者会 1989.1

神奈川の遺跡 神奈川県教育委員会 有隣堂 1990.3

祠めぐり 清川村文化財保護委員会編 清川村教育委員会 1975.3

かながわの祭と芸能 かもめ文庫 永田衡吉 神奈川合同出版 1977.11

山の神の民俗と信仰　丹沢･桂川･足柄 佐藤芝明著 佐藤芝明 1990.11

三浦半島の民話と伝説 かなしんブックス 菊池幸彦編著 神奈川新聞社 1986.5

生田緑地の自然観察.4　野鳥 川崎市青少年科学館編 川崎市教育委員会 1991.3

神奈川自然誌　海・山・街のいのちをつなぐ NPO法人神奈川県自然保護協会 NPO法人神奈川県自然保護協会 2006.2

神奈川自然誌資料. 1 神奈川県立博物館編 神奈川県立博物館 1980

神奈川自然誌資料. 2 神奈川県立博物館編 神奈川県立博物館 1981

神奈川自然誌資料. 5 神奈川県立博物館編 神奈川県立博物館 1984.3

神奈川自然誌資料. 7 神奈川県立博物館編 神奈川県立博物館 1986.3

神奈川自然誌資料. 8 神奈川県立博物館編 神奈川県立博物館 1987.3

神奈川自然誌資料. 9 神奈川県立博物館編 神奈川県立博物館 1988.3

神奈川自然誌資料. 10 神奈川県立博物館編 神奈川県立博物館 1989.3

神奈川自然誌資料. 11 神奈川県立博物館編 神奈川県立博物館 1990.3

神奈川自然誌資料. 12 神奈川県立博物館編 神奈川県立博物館 1991.3

神奈川自然誌資料. 13 神奈川県立博物館編 神奈川県立博物館 1992.3

神奈川自然誌資料. 17 神奈川県立生命の星･地球博物館編 神奈川県立生命の星･地球博物館 1996.3

神奈川自然誌資料. 19 神奈川県立生命の星･地球博物館編 神奈川県立生命の星･地球博物館 1998.3

神奈川自然誌資料. 20 神奈川県立生命の星･地球博物館編 神奈川県立生命の星･地球博物館 1999.3

神奈川自然誌資料. 21 神奈川県立生命の星･地球博物館編 神奈川県立生命の星･地球博物館 2000.3

神奈川自然誌資料. 23 神奈川県立生命の星･地球博物館編 神奈川県立生命の星･地球博物館 2002.3

神奈川自然誌資料. 25 神奈川県立生命の星･地球博物館編 神奈川県立生命の星･地球博物館 2004.3

神奈川自然誌資料. 28 神奈川県立生命の星･地球博物館編 神奈川県立生命の星･地球博物館 2007.3

神奈川自然誌資料. 30 神奈川県立生命の星･地球博物館編 神奈川県立生命の星･地球博物館 2009.3

神奈川自然誌資料. 38 神奈川県立生命の星･地球博物館編 神奈川県立生命の星･地球博物館 2017.2

くずは　北小学校環境ガイドブック 秦野市立北小学校,秦野市立北小学校PTA編 秦野市立北小学校 1997.5

西小環境ガイドブック四十八瀬 秦野市立西小学校 秦野市立西小学校 1993.8

箱根の自然　自然観察の手引き 旭丘高等学校編 旭丘高等学校 1966.7

ヨコハマ自然学　大きな街の小さな自然 「ヨコハマ自然学」編纂委員会 横浜市緑政局緑政部緑政課 1989.7

厚木の里山を歩く 厚木市教育委員会生涯学習課編 厚木市教育委員会 1997.3

港北の自然とわたくしたち　生きている鶴見川 
「港北の自然とわたくしたち
生きている鶴見川」編集委員会編

横浜市港北区 1989.6

仙石原湿原の四季 ガイドブック かなしんブックス 井上香世子ほか共著 神奈川新聞社 1988.8

丹沢大山自然環境総合調査報告書
神奈川県公園協会・丹沢大山自然環境
総合調査団企画委員会 神奈川県環境部 1997.3 

丹沢の自然 －その生い立ちと生きもの－ 神奈川県立生命の星･地球博物館編 神奈川県立生命の星･地球博物館 2003.10

丹沢の自然再生 木平勇吉ほか 日本林業調査会 2012.11

丹沢の自然再生 木平勇吉ほか 日本林業調査会 2012.11

地球を見る ～宇宙から見た神奈川～ 神奈川県立生命の星･地球博物館編 神奈川県立生命の星･地球博物館 2001.10

津久井の自然観察 津久井郡広域行政組合編 津久井郡広域行政組合 1991.3

身近な地学ハイキング 平塚市博物館編 平塚市博物館 2003.7

神奈川県の気象 横浜地方気象台編 気象協会関東中部本部 1962.2

相模湾物語 －海は生きている－ 朝日新聞横浜支局編 仙石出版社 1971.9

砂浜の発見 －ビーチコーミング入門－ 平塚市博物館編 平塚市博物館 1992.12

神奈川県温泉地学研究所三十年のあゆみ 神奈川県温泉地学研究所編 神奈川県温泉地学研究所 1992.1

箱根 火山と温泉 かもめ文庫 大木靖衛 神奈川合同出版 1979.9

箱根火山　いま証される噴火の歴史 神奈川県立生命の星･地球博物館編 神奈川県立生命の星･地球博物館 2008.7

丹沢 山紀行 菅原信夫 白山書房 2012.7

石ころは語る －神奈川の石ころとそのふるさと－ 秦野地学研究会編著 夢工房 1997.10

動く大地を読む －流域の1億年と平塚の地盤－ 平塚市博物館編 平塚市博物館 1996.7

海から生まれた神奈川－伊豆･小笠原弧の形成と活断層－ 特別展示解説書 今村勇・蟹江康光編 神奈川県立生命の星･地球博物館 1999.7
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＜神奈川県に関する図書＞

書　　名 シリーズ名 著 者 名 出 版 社 発行年月

神奈川県・地学のガイド 奥村清著 コロナ社 1977

相模原が海だったころ －中津層･上総層と神奈川県下の化石－ 相模原市立博物館編 相模原市立博物館 1998.7

丹沢の化石サンゴ礁　化石は語る、1500万年前南海の火山島だった。 門田真人著 オールプランナー 2002.9

日本最古の霊長類･中津層出土のサル化石
　～250万年前の神奈川の生きものたち～

神奈川県立生命の星･地球博物館編 神奈川県立生命の星･地球博物館 1996.3

川の自然観察 大涌谷自然科学館編 大涌谷自然科学館 1994.3

森のちいさなおとしもの 横浜自然観察の森ガイドブック 横浜市緑政局 横浜市緑政局 1997.12

厚木市七沢の動植物.Ⅱ 厚木市教育委員会編 厚木市教育委員会 2005.3

厚木の自然 －身近な動植物－ 厚木市教育研究所編 厚木市教育委員会 1985.3

綾瀬市史調査報告書2　動物･植物データ集 綾瀬市編 綾瀬市 2000.3

いのちあつまれ小網代 岸由二 株式会社木魂社 1987.11

おおやまの生きもの　開館記念特別展 厚木市郷土資料館 厚木市郷土資料館 1998.11

神奈川県立自然保護センター業務報告書　昭和58年 自然保護センター報告編集委員会編 神奈川県立自然保護センター 1983.3

神奈川県立自然保護センター調査研究報告　第1号 昭和59年 自然保護センター報告編集委員会編 神奈川県立自然保護センター 1984.3

神奈川県立自然保護センター調査研究報告　第2号 昭和60年 自然保護センター報告編集委員会編 神奈川県立自然保護センター 1985.3

神奈川県立自然保護センター調査研究報告　第3号 昭和61年 自然保護センター報告編集委員会編 神奈川県立自然保護センター 1986.3

神奈川県立自然保護センター調査研究報告　第4号 昭和62年 自然保護センター報告編集委員会編 神奈川県立自然保護センター 1987.3

神奈川県立自然保護センター報告　第5号 昭和63年 自然保護センター報告編集委員会編 神奈川県立自然保護センター 1988.3

神奈川県立自然保護センター報告　第6号 平成元年 自然保護センター報告編集委員会編 神奈川県立自然保護センター 1989.3

神奈川県立自然保護センター報告　第7号 平成2年 自然保護センター報告編集委員会編 神奈川県立自然保護センター 1990.3

神奈川県立自然保護センター報告　第8号 平成3年 自然保護センター報告編集委員会編 神奈川県立自然保護センター 1991.3

神奈川県立自然保護センター報告　第9号 平成4年 自然保護センター報告編集委員会編 神奈川県立自然保護センター 1992.3

神奈川県立自然保護センター報告　第10号 平成5年 自然保護センター報告編集委員会編 神奈川県立自然保護センター 1993.3

神奈川県立自然保護センター報告　第11号 平成6年 自然保護センター報告編集委員会編 神奈川県立自然保護センター 1994.3

神奈川県立自然保護センター報告　第12号 平成7年 自然保護センター報告編集委員会編 神奈川県立自然保護センター 1995.3

神奈川県立自然保護センター報告　第13号 平成8年 自然保護センター報告編集委員会編 神奈川県立自然保護センター 1996.3

神奈川県立自然保護センター報告　第14号 平成9年 自然保護センター報告編集委員会編 神奈川県立自然保護センター 1997.3

神奈川県立自然保護センター報告　第15号 平成10年 自然保護センター報告編集委員会編 神奈川県立自然保護センター 1998.3

神奈川県立自然保護センター報告　第16号 平成11年 自然保護センター報告編集委員会編 神奈川県立自然保護センター 1999.3

神奈川県立自然保護センター報告　第17号 平成12年 自然保護センター報告編集委員会編 神奈川県立自然保護センター 2000.3

神奈川県レッドデータ生物調査報告書 神奈川県レッドデ－タ生物調査団編 神奈川県立生命の星・地球博物館 1995.3

かながわのいきもの「いま・むかし」 シンポジウム報告書 神奈川県温暖化防止活動推進センター編 神奈川県温暖化防止活動推進センター 2009.3

鎌倉の自然　中学校理科学習 鎌倉市教育研究所 鎌倉市教育委員会 1986.3

箱根の樹木と自然 木原均 箱根樹木園 1971.8

秦野の水生生物 秦野市教育研究所 秦野市教育研究所 1988.3

三浦の自然 三浦市教育委員会編 三浦市教育委員会 1989.3

三浦半島の水辺 －身近な生物と私たちの暮らし－ 横須賀市自然博物館編 横須賀市自然博物館 1996.2

大和の自然 大和市教育研究所編 大和市教育委員会 1997.3

ヨコハマ環境読本　都市と生きものたち 
横浜市環境保全局調整部環境政策課,
カーター・アート環境計画編 横浜市 1991.8

横浜の自然は今… －横浜の自然環境、その変遷と現状－ グリーンタフ編集スタッフ グリーンタフ事務局 2003.1

開発の中の生物たち 人間選書 小田柿進二著 農山漁村文化協会 1988.4

樹洞 神奈川県立生命の星･地球博物館 神奈川県立生命の星･地球博物館 2009.7

三浦半島の自然環境 －5万分の1自然環境図説説明書－ 横須賀市自然博物館編 横須賀市自然博物館 1991.3

厚木の植物1996／植物に魅せられた人たち 厚木市教育委員会編 厚木市教育委員会 1996.2

ガイドブック箱根の逆さ杉 かなしんブックス 大木靖衛・袴田和夫・伊東博 神奈川新聞社 1988.3

かながわの植物園 かもめ文庫 高橋雅・神奈川県県民部文化室企画 神奈川新聞社 1990.1

清川村の花図鑑 清川村企画財政課編 清川村企画財政課 2004.3

箱根湿生花園の花 井上香世子 箱根町観光公社 1990.4

箱根植物目録 松浦茂寿著 箱根博物会 1958.3

神奈川県社寺林調査報告書 －第一次調査－ 神奈川県教育委員会編 神奈川県教育委員会 1973.3

厚木市荻野の植物. Ⅰ 丹沢植物調査団編 厚木市教育委員会 1995.3

厚木市荻野の植物. Ⅱ 丹沢植物調査団編 厚木市教育委員会 1996.3

厚木市の植生 厚木市編 厚木市 1982.3

厚木の歴史探訪9 －木・林・森－ 伊従保美ほか編 厚木市文化財協会 2011.6

綾瀬の樹木 綾瀬市教育研究所編 綾瀬市教育研究所 2000.3

江の島の植生 宮脇昭ほか共著 神奈川県 1984.7

神奈川県植物誌. 1988 神奈川県植物誌調査会・神奈川県立博物館 神奈川県立博物館 1988.3

神奈川県の現存植生 宮脇昭著 神奈川県教育委員会 1972.3

神奈川県の潜在自然植生 宮脇昭編著 神奈川県教育委員会 1976

神奈川県の花ごよみ －2003･2004年度の調査報告－ 神奈川県植物誌調査会編 神奈川県植物誌調査会 2008.12

神奈川県横浜市金沢区を歩いてみよう！植物ウォッチング 金子昇写真･文 文芸社 2008.3
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神奈川の植物ときのこ 神奈川県植物ときのこの会編著 暁印書館 1984.7

かながわの山に咲く花 神奈川県自然公園指導員連絡会編著 銀の鈴社 2009.7

鎌倉市の植生
－古都鎌倉の緑の環境創造と歴史的景観保護のための植生学的研究－

宮脇昭ほか共著 鎌倉市 1973

川崎市植物分布調査報告書 川崎市植物分布調査会編 川崎市植物分布調査会 1974.3

金時の花たち 高田和彦撮影･編集 金時山の花を探す会 2005.10

相模原の植物分布状況等調査報告書 相模原市教育委員会編 相模原市教育委員会 1986.1

座間市の植物 座間市教育委員会編 座間市教育委員会 1983.3

湘南植物誌.2 －双子葉植物　離弁花類－ 平塚市博物館編 平塚市博物館 1986.3

湘南植物誌.3 －シダ植物・裸子植物・単子葉植物－ 平塚市博物館編 平塚市博物館 1987.3

湘南植物誌.5 －分布図集　増補改訂版－ 平塚市博物館編 平塚市博物館 2000.3

新かながわ花の旅 かもめ文庫 富岡畦草著 神奈川新聞社 1994.3

茅ヶ崎市の植生 宮脇昭ほか共著 茅ヶ崎市 1976

箱根仙石原の植生 宮脇昭ほか共著 横浜植生学会 1980.3

箱根におけるオオハンゴンソウ　確認地カルテ2009 神奈川県自然環境保全センター箱根出張所 神奈川県自然環境保全センター箱根出張所 2010.3

箱根におけるオオハンゴンソウ　確認地カルテ2010 神奈川県自然環境保全センター箱根出張所 神奈川県自然環境保全センター箱根出張所 2011.3

箱根におけるオオハンゴンソウ　確認地カルテ2011 神奈川県自然環境保全センター箱根出張所 神奈川県自然環境保全センター箱根出張所 2012.3

箱根･真鶴半島の植生調査報告書 宮脇昭ほか共著 神奈川県教育委員会 1969

秦野の植物 －樹木･シダ編－ 秦野市教育研究所編 秦野市教育研究所 1991.3

平塚市の植生 宮脇昭ほか共著 平塚市 1976.3

藤沢市の植生 宮脇昭著 藤沢市生活環境部環境みどり課 1971.2

藤沢市の植生 宮脇昭ほか共著 藤沢市 1984.7

文化相模の花や木 出口長男著 相模書房 1971.12

真鶴半島の植物 松浦正郎著 松浦正郎 1976.11

三浦半島の植物 －最近の研究成果から－ 横須賀市自然博物館編 横須賀市自然博物館 1989.7

大和市のシンボルツリー100選 －まちを身近にする樹木たち－ （財）大和市みどりのまちづくり振興財団 （財）大和市みどりのまちづくり振興財団 -

大和市文化財調査報告書.第40集　大和市の植物 大和市動植物総合調査会編 大和市教育委員会 1991.3

ヨコハマ植物散歩 －市民の森と身近な自然－ 横浜植物会編著 神奈川新聞社 1995.11

相模湾の海藻 松浦正郎著，箱根博物会編 夢工房 2004.5

湘南のキノコ 平塚市博物館編 平塚市博物館 1991.7

厚木の花めぐり ―神奈川県央植物誌 諏訪哲夫著 山手出版社 2006.9

丹沢草花図鑑　寄地区周辺　北村泰三先生スケッチ画集 北村泰三著・山水桐朋四期生会編 北村悌次郎 2001.2

丹沢の花 かもめ文庫 田中勝 神奈川合同出版 1982.2

横浜の花 安原修次著･写真 ほおずき書籍 1994.3

厚木市荻野の動物.Ⅱ 丹沢動物調査団編 厚木市教育委員会 1996.3

野毛山の動物たち 神奈川新聞社 神奈川新聞社 1973

相模川水系の水生動物 ―川の生態系を構成するいきものたち 神奈川県環境科学センター編 神奈川県環境科学センター 1997.10

座間市の動物 座間市教育委員会編 座間市教育委員会 1993.3

サルのざぶとん －箱根山動物ノート－ かなしんブックス 田代道弥著 神奈川新聞社 1990.3

湘南の動物 －獣蛇蛙魚－ 平塚市博物館編 平塚市博物館 1991.3

津久井町の動物　津久井町史調査報告書 相模原市立博物館市史編さん班 相模原市 2013.2

厚木のチョウ･日本のチョウ 厚木市教育委員会編 厚木市教育委員会 1994.11

生田緑地の昆虫 －付 蛙･蛇･獣、きのこ－ 川崎市青少年科学館編 川崎市教育委員会 1992.3

神奈川県昆虫誌.1 神奈川県昆虫談話会編 神奈川昆虫談話会 2004.12

神奈川県昆虫誌.2 神奈川県昆虫談話会編 神奈川昆虫談話会 2004.12

神奈川県昆虫誌.3 神奈川県昆虫談話会編 神奈川昆虫談話会 2004.12

神奈川県昆虫誌.4 神奈川県昆虫談話会編 神奈川昆虫談話会 2004.12

かながわの自然図鑑　昆虫 神奈川県立生命の星･地球博物館編 有隣堂 2000.3

相模川の水生昆虫 相模原市立博物館編 相模原市立博物館 2008.3

水生昆虫の世界 －水の中の小さな虫たち－ 相模原市立博物館編 相模原市立博物館 1999.7

津久井町の昆虫Ⅰ 津久井町史編集委員会編 津久井町役場企画政策室 2004.3

津久井町の昆虫Ⅱ 津久井町史編集委員会編 相模原市市民局市民活力推進部津久井町地域自治区事務所 2008.3

秦野の昆虫 秦野市教育研究所 秦野市教育研究所 1987.3

相模川の魚たち 神奈川新聞社出編著 神奈川新聞社出版局 1986.6

箱根の魚類 －エビ･カニ･貝類ガイドブック－ かなしんブックス 石原竜雄ほか共著 神奈川新聞社 1986.7

大和市文化財調査報告書.第37集　大和市の脊椎動物 大和市動植物総合調査会編 大和市教育委員会 1990.3

あつぎの野鳥　厚木市郷土資料館第12回収蔵資料展 厚木市郷土資料館編 厚木市教育委員会 2001.3

生田緑地の野鳥 川崎市青少年科学館編 川崎市青少年科学館 1998.3

かながわの鳥 柴田敏隆 神奈川合同出版 1983.3

神奈川の野鳥 日本野鳥の会神奈川支部 有隣堂 1980.5

箱根の鳥 かなしんブックス 箱根町野生鳥類調査団編著 神奈川新聞社 1985.3

秦野の野鳥　改訂版 秦野市教育委員会 秦野市教育委員会 1992.3

4 



＜神奈川県に関する図書＞

書　　名 シリーズ名 著 者 名 出 版 社 発行年月

身近な藤沢の鳥と親しもう 藤沢市教育文化センター編 藤沢市教育文化センター 1997.3

神奈川県立博物館調査研究報告(自然科学)第10号
　ニホンザルの今･昔･未来

横溝吉香・木村佐知子 神奈川県立生命の星･地球博物館 2000.3

かながわの自然図鑑　哺乳類 神奈川県立生命の星･地球博物館 有隣堂 2003.1

箱根山のサル 福田史夫著 晶文社 1992.12

県土は子孫からの預かりもの －若き日の土木技術者の挑戦と夢－ 小方武雄著 神奈川新聞社 2004.12

相模川事典 平塚市博物館編 平塚市博物館 1994

相模川の水とくらし ―とりもどそうきれいな水を 神奈川県環境部編 神奈川県環境部 1986.11

21世紀への誓い ｢足柄の緑と水源を守る｣勝利の軌跡 緑と水源を守る会編著 緑と水源を守る会 1986.5

かながわ環境白書　平成20年版 神奈川県 環境農政局環境農政部環境計画課 2008.12

かながわ環境白書　平成21年版 神奈川県 環境農政局環境農政部環境計画課 2010.2

かながわ環境白書　平成22年版 神奈川県 環境農政局企画調整部環境計画課 2010.3

かながわ環境白書　平成24年版 神奈川県 環境農政局環境保全部環境計画課 2013.3

かながわ環境白書　平成25年版 神奈川県 環境農政局環境部環境計画課 2014.3

かながわ環境白書　平成26年版 神奈川県 環境農政局環境部環境計画課 2015.3

かながわ環境白書　平成27年版 神奈川県 環境農政局環境部環境計画課 2016.3

かながわ環境白書　平成28年版 神奈川県 環境農政局環境部環境計画課 -

かながわ環境白書　平成29年版 神奈川県 環境農政局環境部環境計画課 -

かながわ環境白書　平成30年版 神奈川県 環境農政局環境部環境計画課 -

平成22年度神奈川県自然環境保全センター研究企画部
研究連携課業務報告 No.43

神奈川県自然環境保全センター
研究連携課編

神奈川県自然環境保全センター 2011.6

平成23年度神奈川県自然環境保全センター研究企画部
研究連携課業務報告 No.44

神奈川県自然環境保全センター
研究連携課編

神奈川県自然環境保全センター 2012.6

平成24年度神奈川県自然環境保全センター研究企画部
研究連携課業務報告 No.45

神奈川県自然環境保全センター
研究連携課編

神奈川県自然環境保全センター 2013.9

平成25年度神奈川県自然環境保全センター研究企画部
研究連携課業務報告 No.46

神奈川県自然環境保全センター
研究連携課編

神奈川県自然環境保全センター 2014.10

平成26年度神奈川県自然環境保全センター研究企画部
研究連携課業務報告 No.47

神奈川県自然環境保全センター
研究連携課編

神奈川県自然環境保全センター 2015.9

平成26年度神奈川県自然環境保全センター研究企画部
研究連携課業務報告 No.48

神奈川県自然環境保全センター
研究連携課編

神奈川県自然環境保全センター 2016.11

平成26年度神奈川県自然環境保全センター研究企画部
研究連携課業務報告 No.49

神奈川県自然環境保全センター
研究連携課編

神奈川県自然環境保全センター 2017.11

平成26年度神奈川県自然環境保全センター研究企画部
研究連携課業務報告 No.50

神奈川県自然環境保全センター
研究連携課編

神奈川県自然環境保全センター 2018.11

神奈川県自然環境保全センター自然情報　第1号 神奈川県自然環境保全センター編 神奈川県自然環境保全センター 2002.3

神奈川県自然環境保全センター自然情報　第2号 神奈川県自然環境保全センター編 神奈川県自然環境保全センター 2003.3

神奈川県自然環境保全センター報告　第1号 神奈川県自然環境保全センター編 神奈川県自然環境保全センター 2004.3

神奈川県自然環境保全センター報告　第2号 神奈川県自然環境保全センター編 神奈川県自然環境保全センター 2005.3

神奈川県自然環境保全センター報告　第3号 神奈川県自然環境保全センター編 神奈川県自然環境保全センター 2006.3

神奈川県自然環境保全センター報告　第4号 神奈川県自然環境保全センター編 神奈川県自然環境保全センター 2007.3

神奈川県自然環境保全センター報告　第5号 神奈川県自然環境保全センター編 神奈川県自然環境保全センター 2008.3

神奈川県自然環境保全センター報告　第6号 神奈川県自然環境保全センター編 神奈川県自然環境保全センター 2009.3

神奈川県自然環境保全センター報告　第7号 神奈川県自然環境保全センター編 神奈川県自然環境保全センター 2009.9

神奈川県自然環境保全センター報告　第8号 神奈川県自然環境保全センター編 神奈川県自然環境保全センター 2011.8

神奈川県自然環境保全センター報告　第9号 神奈川県自然環境保全センター編 神奈川県自然環境保全センター 2012.3

神奈川県自然環境保全センター報告　第10号 神奈川県自然環境保全センター編 神奈川県自然環境保全センター 2013.3

神奈川県自然環境保全センター報告　第11号 神奈川県自然環境保全センター編 神奈川県自然環境保全センター 2013.3

神奈川県自然環境保全センター報告（調査報告編） 第12号 神奈川県自然環境保全センター編 神奈川県自然環境保全センター 2014.3

神奈川県自然環境保全センター報告　第13号 神奈川県自然環境保全センター編 神奈川県自然環境保全センター 2015.7

神奈川県自然環境保全センター報告　第14号 神奈川県自然環境保全センター編 神奈川県自然環境保全センター 2016.11

神奈川県自然環境保全センター報告　第15号 神奈川県自然環境保全センター編 神奈川県自然環境保全センター 2018.3

神奈川の大気汚染　平成20年度 環境科学センター 環境科学センター 2009.12

環境アセスメント10年のあゆみ
　－子や孫に引き継ぐ環境づくりのために－

「環境アセスメント10年のあゆみ」
編集委員会編

神奈川県環境部環境政策課 1991.11

グリーン･デモクラシー －いま池子から訴える－ 富野暉一郎著 白水社 1991.11

丹沢 ブナは訴える 神奈川新聞社編集局編著 神奈川新聞社 1993.11

丹沢アウトドア･ライフを考える '95丹沢シンポジウム DONブックス 丹沢ドン会企画･編集 夢工房 1996.12

丹沢があぶない! 山小屋の主人たちと語る '92丹沢シンポジウム DONブックス 丹沢ドン会企画・編集 夢工房 1993.4

丹沢にトンネルを掘るな！ストップ！水無堀山林道工事 '96年6･9集会の記録 DONブックス 丹沢ドン会企画･編集 夢工房 1996.12

丹沢の生きものたちの悲鳴 '94丹沢シンポジウム DONブックス 丹沢ドン会企画･編集 夢工房 1995.12

丹沢の林道を考える '93丹沢シンポジウム DONブックス 丹沢ドン会企画･編集 夢工房 1994.10

丹沢を楽しむ　自然にやさしい丹沢ガイド DONブックス 鈴木澄雄写真･文 夢工房 1993.8

丹沢を日本のツェルマットに 丹沢ブナ枯死シンポジウム DONブックス 丹沢ブナ党企画･編集 夢工房 1995.12

緑の復権 神奈川新聞編集局 神奈川新聞社 1974.12

横浜・野島の海と生きものたち 海をつくる会編 八月書館 1995.10

かながわの橋100選 土木部道路整備課 神奈川県 1992.3
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＜神奈川県に関する図書＞

書　　名 シリーズ名 著 者 名 出 版 社 発行年月

石材ウォッチング －街の中の石材調べ－ 平塚市博物館編 平塚市博物館 2002.3

街の中の石材 －地球からの贈り物－ 平塚市博物館編 平塚市博物館 2000.10

神奈川農林水産統計年報.平成15-16年 関東農政局横浜統計･情報センター編 関東農政局横浜統計･情報センター 2005.2

かながわの公園50選　写真集 高橋雅雄/解説執筆 神奈川県都市部都市公園課 1994.3

かながわの緑と造園　創立10周年記念 神奈川県造園業協会広報委員会編 神奈川県造園業協会 1984.12

かながわの緑と造園　創立20周年記念 神奈川県造園業協会 神奈川県造園業協会 1995.02

かながわの緑と造園　創立30周年記念 神奈川県造園業協会編 神奈川県造園業協会 2005.3

神奈川県森林研究所研究報告.第25号 神奈川県森林研究所編 神奈川県森林研究所 1999.3

神奈川県森林研究所研究報告.第26号 神奈川県森林研究所編 神奈川県森林研究所 1999.3

かながわの美林50選 神奈川県 神奈川県 1989.1

丹沢レポート 鈴木澄雄 至芸出版社 1982.7

生田緑地の樹木 川崎市青少年科学館編 川崎市青少年科学館 1998.3

神奈川県森林現況図 神奈川県農政部林務課編 神奈川県農政部林務課 1973

かながわの名木100選 神奈川県教育庁文化財保護課編著 神奈川合同出版 1987.4

湘南の樹木 平塚市博物館編 平塚市博物館 1989.3

第61回全国植樹祭記録誌 第61回全国植樹祭神奈川県実行委員会 神奈川県 2011.2

かながわしずくちゃんと森のなかまたち 水源環境保全･再生かながわ県民会議 環境農政局緑政部水源環境保全課 2019.3

厚木街道いまむかし 大矢邦男 大矢邦男 1986.7

かながわの鉄道 かもめ文庫 長谷川弘和,吉川文夫 神奈川合同出版 1978.9

愛川の文化財 愛川町教育委員会 愛川町教育委員会 2011.3

神奈川縣文化財圖鑑.史跡　名勝　天然記念物篇 神奈川県教育委員会 神奈川県教育委員会 1978.3

神奈川縣文化財圖鑑.補遺篇
神奈川県教育庁社会教育部
文化財保護課企画･編集

神奈川県教育委員会 1987.3 

ふるさとの文化財.天然記念物篇 神奈川県教育庁文化財保護課編 神奈川県教育庁文化財保護課 1983.2

大和市文化財調査報告書.第41集　大和市の昆虫 大和市動植物総合調査会編 大和市教育委員会 1991.3

大和市文化財調査報告書.第46集　絶滅生物誌 大和市教育委員会編 大和市教育委員会 1991.12

清川村の野立ちの石像群 清川村教育委員会編 清川村教育委員会 1977.3

裏丹沢　新井完夫写真集 新井完夫 文一総合出版 2012.3

裏丹沢　新井完夫写真集 新井完夫 文一総合出版 2012.3

写真集　丹沢 鈴木澄雄 至芸出版社 1982.3

かもしかキャンプ '93 神奈川県立中央青年の家編 神奈川県立中央青年の家 1993.5

生涯登山を目指して　横浜山岳会創立80周年記念誌 横浜山岳会編 横浜山岳会 2012.9

かながわの文学碑 杉田三郎 神奈川合同出版 1978.3

文学の中の神奈川 神奈川県県民部広報課編 神奈川県県民部広報課 1991.12

かながわ 海と魚の季寄せ 野上飛雲編 かなしん出版 1988.6

四季の抒情 －西丹沢の四季－ 湯川仁士 湯川仁士 2014.12

地球の詩かながわ 神奈川県環境部環境政策課 神奈川県環境部環境政策課 1992.9

山峡の譜 －続丹沢山麓雑記－ 山口文一著 神奈川新聞出版局 1986.9

この山に溢れる想い　今昔 蛭ヶ岳山荘 木全広幸 NPO法人北丹沢山岳センター 2009.8
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＜図鑑＞

書　　名 シリーズ名 著 者 名 出 版 社 発行年月

日本の山 山渓カラー名鑑 山と渓谷社編 山と渓谷社 1981.10 

原色化石図鑑 保育社の原色図鑑 益富壽之助・浜田隆士著 保育社 1966.9

原色岩石図鑑 保育社の原色図鑑 益富寿之助 保育社 1955

原色鉱物岩石検索図鑑 柴田秀賢・須藤俊男 図書の北隆館 1964.6

原色鉱石図鑑 保育社の原色図鑑 木下亀城著 保育社 1962.3

川の生物　フィールド総合図鑑 リバーフロント整備センター編 山海堂 1996.4

野外探検大図鑑 松岡達英/絵，塩野米松/構成･文 小学館 1993.7

日本海洋プランクトン図鑑　 保育社の原色図鑑 山路勇著 保育社 1984.7

日本淡水プランクトン図鑑　改訂版 保育社の原色図鑑 水野寿彦著 保育社 1977.11

日本プランクトン図鑑 山路勇著 保育社 1959

色別野の花図鑑 菅原久夫著 小学館 2001.4

原色牧野植物大図鑑 牧野富太郎著，本田正次編 北隆館 1982.5

原色牧野植物大図鑑.続編 牧野富太郎著，本田正次編 北隆館 1983.5

検索入門 野草図鑑. 1　つる植物の巻 保育社の検索入門図鑑 長田武正著，長田喜美子写真  保育社 1984.3 

検索入門 野草図鑑. 2　ゆりの巻 保育社の検索入門図鑑 長田武正著，長田喜美子写真  保育社 1984.3 

検索入門 野草図鑑. 3　すすきの巻 保育社の検索入門図鑑 長田武正著，長田喜美子写真  保育社 1984.5 

検索入門 野草図鑑. 4　たんぽぽの巻 保育社の検索入門図鑑 長田武正著，長田喜美子写真  保育社 1984.7

検索入門 野草図鑑. 5　すみれの巻 保育社の検索入門図鑑 長田武正著，長田喜美子写真  保育社 1984.9 

検索入門 野草図鑑. 6　おきなぐさの巻 保育社の検索入門図鑑 長田武正著，長田喜美子写真  保育社 1984.11  

検索入門 野草図鑑. 7　さくらそうの巻 保育社の検索入門図鑑 長田武正著，長田喜美子写真  保育社 1985.1 

検索入門 野草図鑑. 8　はこべの巻 保育社の検索入門図鑑 長田武正著，長田喜美子写真  保育社 1985.2 

検索入門 野草図鑑　別巻 総索引 保育社の検索入門図鑑 - 保育社 1985

原色植物大図鑑. 1　合弁花亜綱 村越三千男原著，牧野富太郎補筆改訂 誠文堂新光社 1955 

原色植物大図鑑. 2　離弁花亜綱(1) 村越三千男原著，牧野富太郎補筆改訂 誠文堂新光社 1955 

原色植物大図鑑. 3　双子葉綱,離弁花亜綱(2),単子葉綱(1) 村越三千男原著，牧野富太郎補筆改訂 誠文堂新光社 1956 

原色植物大図鑑. 4　単子葉綱(2),裸子植物亜門,隠花植物門(1) 村越三千男原著，牧野富太郎補筆改訂 誠文堂新光社 1956 

原色植物大図鑑. 5　隠花植物門(2),総索引 村越三千男原著，牧野富太郎補筆改訂 誠文堂新光社 1956 

原色世界植物大図鑑 林弥栄・古里和夫監修 北隆館 1986.4

原色日本樹木図鑑 保育社の原色図鑑 岡本省吾著，北村四郎補 保育社 1959-

原色日本植物図鑑（上）草本篇 第1　合弁花類　改訂版 保育社の原色図鑑 北村四郎・村田源・堀勝共著 保育社 1978.3

原色日本植物図鑑（中）草本篇 第2　離弁花類 保育社の原色図鑑 北村四郎・村田源共著 保育社 1961.6

原色日本植物図鑑（下）草本篇 第3  単子葉類 保育社の原色図鑑 北村四郎・村田源・小山鉄夫共著 保育社 1964.8

原色日本植物図鑑. 木本編 1 保育社の原色図鑑 北村四郎・村田源共著 保育社 1971.11-

原色日本植物図鑑. 木本編 2 保育社の原色図鑑 北村四郎・村田源共著 保育社 1979.10-

原色日本植物生態図鑑<Ⅰ>　水平分布・垂直分布編 田辺和雄 保育社 1960

原色野草観察・検索図鑑 保育社の原色図鑑 長田武正 保育社 1981.5

植物の生態図鑑 川上親孝編 学習研究社 1994.7 

生物大図鑑･植物2 単子葉植物　決定版 桜井良三編 世界文化社 1984.4

原色日本帰化植物図鑑 保育社の原色図鑑 長田武正 保育社 1976

日本帰化植物図鑑 長田武正著 北隆館 1972 

日本原色雑草図鑑 新版  
日本植物調節剤研究協会企画，
沼田真・吉沢長人編集

全国農村教育協会 1975 

日本の高山植物 山渓カラー名鑑 豊国秀夫編 山と渓谷社 1988.9

日本の野草 山渓カラー名鑑 林弥栄編 山と渓谷社 1983.9

花色でひける野草･雑草観察図鑑　野に咲く四季の草花478種 高橋良孝監修 成美堂出版 2004.4

人里の植物. 1 カラー自然ガイド 長田武正著 保育社 1973 

人里の植物. 2 カラー自然ガイド 長田武正 保育社 1973 

牧野新日本植物圖鑑　新訂
牧野富太郎著，
小野幹雄・大場秀章・西田誠新訂･編集 北隆館 2000.3 

牧野日本植物図鑑　学生版 牧野富太郎著 北隆館 1967.3

野草･雑草観察図鑑　身近で見る430種のプロフィール 岩瀬徹著,鈴木庸夫写真 成美堂出版 1998.6

野草図鑑.夏編 アウトドア図鑑シリーズ 北隆館編 北隆館 1995.7

野草図鑑.秋編 アウトドア図鑑シリーズ 北隆館編 北隆館 1995.8

野草図鑑.春編 アウトドア図鑑シリーズ 北隆館編 北隆館 1996.3

野草大図鑑 OUTDOOR GRAPHICS 高橋秀男監修 北隆館 1990.4

原色高山植物大図鑑 小野幹雄・林弥栄監修 北隆館 1987.3

原色新日本高山植物図鑑. 1 保育社の原色図鑑 清水建美著 保育社 1982.5

原色日本高山植物図鑑　　　増補改訂版 保育社の原色図鑑 武田久吉著 保育社 1965-

原色日本高山植物図鑑. 続 保育社の原色図鑑 武田久吉著 保育社 1962

高山植物 小学館のフィールド･ガイドシリーズ 菅原久夫著 小学館 1991.7

高山に咲く花 山渓ハンディ図鑑 清水建美編･解説，木原浩写真 山と渓谷社 2002.7

日本水生植物図鑑 大滝末男・石戸忠共著 北隆館 1980.7 
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＜図鑑＞

書　　名 シリーズ名 著 者 名 出 版 社 発行年月

日本水草図鑑 角野康郎 文一総合出版 1994.7 

水辺の植物 カラー自然ガイド 堀田満著 保育社 1973 

山の植物. 1 カラー自然ガイド 清水建美著 保育社 1974 

山の植物. 2 カラー自然ガイド 清水建美著 保育社 1974 

山の植物. 3 カラー自然ガイド 堀田満著 保育社 1975 

きのこ カラー自然ガイド 今関六也・本郷次雄共著 保育社 1973 

原色冬虫夏草図鑑 清水大典著 誠文堂新光社 1994.12 

原色日本海藻図鑑　増補版 保育社の原色図鑑 瀬川宗吉著 保育社 1983.11

原色日本菌類図鑑 保育社の原色図鑑 今関六也・本郷次雄共著 保育社 1957

原色日本菌類図鑑. 続 保育社の原色図鑑 今関六也・本郷次雄共著 保育社 1965

原色日本新菌類図鑑. 1 保育社の原色図鑑 今関六也・本郷次雄編著 保育社 1987.6

原色日本地衣植物図鑑 保育社の原色図鑑 吉村庸著 保育社 1974

日本のきのこ 山渓カラー名鑑 今関六也ほか編著，伊沢正名ほか写真 山と渓谷社 1988.11 

原色日本蘚苔類図鑑 保育社の原色図鑑 岩月善之助・水谷正美共著，服部新佐監修 保育社 1972

検索入門 しだの図鑑 保育社の検索入門図鑑 光田重幸著 保育社 1986.3 

原色日本羊歯植物図鑑 保育社の原色図鑑 田川基二著 保育社 1959

日本のシダ植物図鑑　分布・生態・分類. 第1巻 倉田悟・中池敏之編集 東京大学出版会 1979.7 

日本のシダ植物図鑑　分布・生態・分類. 第2巻 倉田悟・中池敏之編集 東京大学出版会 1981.9 

日本のシダ植物図鑑　分布・生態・分類. 第3巻 倉田悟・中池敏之編集 東京大学出版会 1983.3 

日本のシダ植物図鑑　分布・生態・分類. 第4巻 倉田悟・中池敏之編集 東京大学出版会 1985.1 

日本のシダ植物図鑑　分布・生態・分類. 第5巻 倉田悟・中池敏之編 東京大学出版会 1987.2 

樹に咲く花. 合弁花・単子葉・裸子植物 山渓ハンディ図鑑 茂木透写真，高橋秀男・勝山輝男監修 山と渓谷社 2001.7

樹に咲く花. 離弁花 1 山渓ハンディ図鑑 茂木透写真，高橋秀男・勝山輝男監修 山と渓谷社 2000.4

樹に咲く花. 離弁花 2 山渓ハンディ図鑑 茂木透写真，高橋秀男・勝山輝男監修 山と渓谷社 2000.1

検索入門 樹木.2 保育社の検索入門図鑑 尼川大録・長田武正著 保育社 1988.6

日本の樹木 山渓カラー名鑑 林弥栄 山と渓谷社 1985.9

野の花　フィールド百花. 1 フィールド百科 大場達之解説 山と渓谷社 1982.4 

野の花　フィールド百花. 2 フィールド百科 大場達之解説 山と渓谷社 1982.5 

野の花　フィールド百花. 3 フィールド百科 大場達之解説 山と渓谷社 1982.6 

山の花　フィールド百花. 1 フィールド百科 大場達之解説 山と渓谷社 1982.5 

検索入門 針葉樹 保育社の検索入門図鑑 中川重年著 保育社 1994.4

日本のスミレ　増補改訂 山渓ハンディ図鑑 いがりまさし写真･解説，高橋秀男監修 山と溪谷社 2004.3

日本の野菊 山渓ハンディ図鑑 いがりまさし写真･解説 山と渓谷社 2007.9

野に咲く花 山渓ハンディ図鑑
平野隆久写真，畔上能力ほか解説，
林弥栄監修

山と渓谷社 1989.10

山に咲く花 山渓ハンディ図鑑
永田芳男写真，畔上能力編･解説，
菱山忠三郎・西田尚道解説

山と渓谷社 1996.9 

新日本動物図鑑. 上 岡田要・内田清之助・内田亨監修 北隆館 1965

新日本動物図鑑. 中 岡田要・内田清之助・内田亨監修 北隆館 1965

新日本動物図鑑. 下 岡田要・内田清之助・内田亨監修 北隆館 1965

世界の動物 原色細密生態図鑑1
　無脊椎動物 アメーバ･サンゴ･貝･昆虫･ヒトデなど

今泉吉典総監修 講談社 1982.4 

世界の動物 原色細密生態図鑑2
　魚1 サメ･ウナギ･サケ･アンコウなど

今泉吉典総監修 講談社 1982.4 

世界の動物 原色細密生態図鑑3
　魚2 タイ･カジキ･ハゼ･フグなど

今泉吉典総監修 講談社 1982.4 

世界の動物 原色細密生態図鑑4
　両生類・爬虫類 カエル･カメ･トカゲ･ヘビ･ワニなど

今泉吉典総監修 講談社 1982.4 

世界の動物 原色細密生態図鑑5
　鳥1 ダチョウ･ペンギン･ワシ･カモ･チドリなど

今泉吉典総監修 講談社 1982.4 

世界の動物 原色細密生態図鑑6
　鳥2 ハト･オウム･フクロウ･カッコウ･スズメなど

今泉吉典総監修 講談社 1982.4 

世界の動物 原色細密生態図鑑7
　哺乳動物1 カンガルー･コウモリ･モグラ･サル･ウサギなど

今泉吉典総監修 講談社 1982.4 

世界の動物 原色細密生態図鑑8
　哺乳動物2 ネズミ･イヌ･クマ･アライグマ･イタチなど

今泉吉典総監修 講談社 1982.4 

世界の動物 原色細密生態図鑑9
　哺乳動物3 ネコ･アザラシ･ゾウ･ウマ･サイなど

今泉吉典総監修 講談社 1982.4 

世界の動物 原色細密生態図鑑10
　哺乳動物4 カバ･シカ･キリン･ウシ･クジラなど

今泉吉典総監修 講談社 1982.4 

世界の動物 原色細密生態図鑑　別冊 総さくいん 今泉吉典総監修 講談社 1982.4 

原色日本海岸動物図鑑　改訂版 保育社の原色図鑑 内海富士夫 保育社 1956

原生動物図鑑 猪木正三監修 講談社 1981.8

原色日本貝類図鑑・改訂増補版 保育社の原色図鑑 吉良哲明著 保育社 1959

原色日本貝類図鑑. 続 保育社の原色図鑑 波部忠重著 保育社 1961

原色日本蜘蛛類大図鑑 八木沼健夫著 保育社 1960 

検索入門 セミ・バッタ 保育社の検索入門図鑑 宮武頼夫・加納泰嗣編著 保育社 1992.5

原色昆虫大図鑑第1巻　蝶蛾篇 朝比奈正二郎・石原保・安松京三監修 北隆館 1959 
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書　　名 シリーズ名 著 者 名 出 版 社 発行年月

原色昆虫大図鑑第2巻　甲虫篇 朝比奈正二郎・石原保・安松京三監修 北隆館 1963 

原色昆虫大図鑑第3巻　蜻蛉・直翅・半翅・膜翅他篇 朝比奈正二郎・石原保・安松京三監修 北隆館 1965 

原色日本蛾類図鑑.上　改訂新版 保育社の原色図鑑 江崎悌三ほか共著 保育社 1957

原色日本蛾類図鑑.下　改訂新版 保育社の原色図鑑 江崎悌三ほか共著 保育社 1958

原色日本蛾類幼虫図鑑.上 保育社の原色図鑑 六浦晃ほか共著 保育社 1965.8

原色日本蛾類幼虫図鑑.下 保育社の原色図鑑 六浦晃ほか共著 保育社 1969.3

原色日本甲虫図鑑.1 保育社の原色図鑑 森本桂・林長閑編著 保育社 1986.5

原色日本甲虫図鑑.2 保育社の原色図鑑 上野俊一ほか編著 保育社 1985.1

原色日本甲虫図鑑.3 保育社の原色図鑑 黒沢良彦ほか編著 保育社 1985.11

原色日本甲虫図鑑.4 保育社の原色図鑑 林匡夫ほか編著 保育社 1984.4

原色日本昆虫生態図鑑（Ⅰ）カミキリ編 小島圭三・林匡夫著 保育社 1969

原色日本昆虫生態図鑑（Ⅱ）トンボ編 石田昇三著 保育社 1969

原色日本昆虫生態図鑑（Ⅲ）チョウ編 福田晴夫ほか共著 保育社 1972.6

原色日本蝶類図鑑　全改訂新版 保育社の原色図鑑 川副昭人・若林守男共著 保育社 1976

原色日本蝶類生態図鑑.1 保育社の原色図鑑 福田晴夫ほか共著 保育社 1982.11

原色日本蝶類生態図鑑.2 保育社の原色図鑑 福田晴夫ほか共著 保育社 1983.5

昆虫の写真図鑑
　オールカラー世界の昆虫、クモ、その他の虫300科.完璧版

地球自然ハンドブック
ジョージ･C.マクガヴァン著，
野村周平日本語版監修，岸本年郎ほか共訳 日本ヴォーグ社 2000.5

水生昆虫 カラー自然ガイド 津田松苗・六山正孝共著 保育社 1973 

日本原色アブラムシ図鑑 森津孫四郎著 全国農村教育協会 1983.5

日本原色カイガラムシ図鑑 河合省三 全国農村教育協会 1980.12

日本原色カメムシ図鑑 －陸生カメムシ類－ 安永智秀ほか共著，友国雅章監修 全国農村教育協会 1993.12

日本産蛾類大図鑑 第1巻　解説編 井上寛ほか著，第一出版センター編 講談社 1982.9 

日本産蛾類大図鑑 第2巻　図版・目録編 井上寛ほか著，第一出版センター編 講談社 1982.9 

日本産蝶類大図鑑. 解説編　改訂増補 藤岡知夫著 講談社 1981 

日本産蝶類大図鑑. 資料編　改訂増補 藤岡知夫著 講談社 1981 

日本産蝶類大図鑑. 図版編　改訂増補 藤岡知夫著 講談社 1981 

日本産トンボ目幼虫検索図説 石田勝義著 北海道大学図書刊行会 1996.8 

日本の蝶.1 カラー自然ガイド 高橋昭・田中蕃・若林守男共著 保育社 1973

日本の蝶.2 カラー自然ガイド 高橋昭・田中蕃・若林守男共 保育社 1973 

原色日本魚類図鑑　改訂版 保育社の原色図鑑 蒲原稔治著 保育社 1961

原色日本魚類図鑑. 続 保育社の原色図鑑 蒲原稔治 保育社 1961

原色日本淡水魚類図鑑　全改訂新版 保育社の原色図鑑 宮地伝三郎・川那部浩哉・水野信彦共著 保育社 1978.8

原色日本両生爬虫類図鑑 保育社の原色図鑑 中村健児・上野俊一共著 保育社 1963

日本カエル図鑑 前田憲男・松井正文著 文一総合出版 1990.6

日本産魚類生態大図鑑 益田一・小林安雅著 東海大学出版会 1994.10

日本のカエル+サンショウウオ類 山渓ハンディ図鑑 松橋利光写真，奥山風太郎解説 山と溪谷社 2002.4 

日本の魚. 海水編 小学館のフィールド･ガイドシリーズ 田口哲著 小学館 1989.5

原色鳥類検索図鑑 宇田川竜男著 北隆館 1964 

原色日本鳥類図鑑 保育社の原色図鑑 小林桂助著 保育社 1983.5

原色日本野鳥生態図鑑＜Ⅰ＞ 清棲幸保著 保育社 1959 

原色日本野鳥生態図鑑＜Ⅱ＞ 清棲幸保著 保育社 1959 

日本産鳥類図鑑 高野伸二ほか写真 東海大学出版会 1981.11

日本鳥類大図鑑 . 補遺･総索引　増補改訂版 清棲保之著 講談社 1978

日本の野鳥 山渓カラー名鑑 高野伸二編，浜口哲一ほか解説 山と渓谷社 1985.9 

日本の野鳥 山渓ハンディ図鑑 叶内拓哉・安部直哉・上田秀雄著 山と溪谷社 1998.5 

野山の鳥 カラー自然ガイド 小林桂助著 保育社 1973

野鳥図鑑 高野伸二・柳沢紀夫著 日本鳥類保護連盟 1979

野鳥の図鑑　にわやこうえんの鳥からうみの鳥まで 藪内正幸/さく 福音館書店 1991.6 

原色日本哺乳類図鑑 保育社の原色図鑑 今泉吉典著 保育社 1960

生物大図鑑・動物　哺乳類・爬虫類・両生類 決定版 桜井良三編 世界文化社 1985.11 

原色日本薬用植物図鑑 保育社の原色図鑑 木村康一・木村孟淳共著 保育社 1964

薬草カラー図鑑　身近にある効きめの確かな
　（薬効･成分･用い方･歴史･採取法･栽培法オールガイド）

わたしの健康別冊 伊沢一男著 主婦の友社 1984.4

薬草カラー図鑑　春夏秋冬、効きめの確かな435種
　薬効･成分･用い方･歴史･採取法･栽培法オールガイド

伊沢一男著 主婦の友社 1982.10

原色園芸植物大図鑑 本田正次ほか監修 北隆館 1984.5

花と園芸の図鑑 浅山英一著 小学館 1963.9

原色草花･野菜病害虫図鑑 保育社の原色図鑑 奥野孝夫ほか共著 保育社 1978.6

原色果実図鑑 保育社の原色図鑑 久保利夫著 保育社 1962

色･大きさ･開花順で引ける季節の花図鑑 鈴木路子監修 日本文芸社 2004.7

園芸植物 山渓カラー名鑑 鈴木基夫・横井政人監修 山と渓谷社 1998.4

観葉植物 山渓カラー名鑑 高林成年編･解説 山と渓谷社 1991.9
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原色園芸植物図鑑〔Ⅰ〕 一・二年草編　改訂版 保育社の原色図鑑 塚本洋太郎著 保育社 1963

原色園芸植物図鑑〔Ⅱ〕 宿根草編.1　改訂版 保育社の原色図鑑 塚本洋太郎著 保育社 1964

原色園芸植物図鑑〔Ⅲ〕 宿根草編.2　改訂版 保育社の原色図鑑 塚本洋太郎著 保育社 1964

原色園芸植物図鑑〔Ⅳ〕 球根編　改訂版 保育社の原色図鑑 塚本洋太郎著 保育社 1977.6

原色園芸植物図鑑〔Ⅴ〕 花木編　改訂版 保育社の原色図鑑 塚本洋太郎著 保育社 1967

新･花と植物百科
クリストファー･ブリッケル責任編集，
塚本洋太郎監訳

同朋舎 2001.3

花色･仲間･落葉･常緑で引ける庭木植木図鑑 川原田邦彦監修 日本文芸社 2006.4

原色家畜家禽図鑑 保育社の原色図鑑 上坂章次 保育社 1964

原色飼鳥大図鑑 宇田川竜男著 保育社 1961

原色樹木検索図鑑 矢野佐著 石戸忠画 北隆館 1964 

野山の木.1 カラー自然ガイド 堀田満著 保育社 1974

野山の木.2 カラー自然ガイド 堀田満著 保育社 1975 

検索入門 冬の樹木 保育社の検索入門図鑑 平野弘二著 保育社 1998.10

原色日本林業樹木図鑑. 第1巻 倉田悟 地球出版 1971.11

原色日本林業樹木図鑑. 第2巻 倉田悟 地球出版 1968.4

原色日本林業樹木図鑑. 第3巻 倉田悟 地球出版 1971

原色日本林業樹木図鑑. 第4巻 倉田悟 地球出版 1973

原色日本林業樹木図鑑. 第5巻 倉田悟 地球出版 1976

樹木大図鑑 OUTDOOR GRAPHICS 高橋秀男監修 北隆館 1991.4

日本の樹木. 上 小学館のフィールド･ガイドシリーズ 中川重年 小学館 1991.3

原色樹木病害虫図鑑 保育社の原色図鑑 奥野孝夫ほか共著 保育社 1977.5

おいしい野生植物の図鑑.1 橋本郁三 誠文堂新光社 1986.2

おいしい野生植物の図鑑.2 橋本郁三 誠文堂新光社 1986.2

おいしい野生植物の図鑑.3 橋本郁三 誠文堂新光社 1985.10

きのこ 小学館のフィールド･ガイドシリーズ 菅原光二著 小学館 1991.9

原色木材大図鑑　改訂版 貴島恒夫・岡本省吾・林昭三共著 保育社 1962

山菜 小学館のフィールド･ガイドシリーズ 中川重年著 小学館 1993.5
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＜事典・辞典＞

書　名 シリーズ名 著 者 名 出 版 社 発行年月

世界大百科事典. 1　 下中邦彦編 平凡社 1981.4 

世界大百科事典. 2 下中邦彦編 平凡社 1981.4 

世界大百科事典. 3 下中邦彦編 平凡社 1981.4 

世界大百科事典. 4 下中邦彦編 平凡社 1981.4 

世界大百科事典. 5 下中邦彦編 平凡社 1981.4 

世界大百科事典. 6 下中邦彦編 平凡社 1981.4 

世界大百科事典. 7 下中邦彦編 平凡社 1981.4 

世界大百科事典. 8 下中邦彦編 平凡社 1981.4 

世界大百科事典. 9 下中邦彦編 平凡社 1981.4 

世界大百科事典. 10　 下中邦彦編 平凡社 1981.4 

世界大百科事典. 11　 下中邦彦編 平凡社 1981.4 

世界大百科事典. 12　 下中邦彦編 平凡社 1981.4 

世界大百科事典. 13　 下中邦彦編 平凡社 1981.4 

世界大百科事典. 14　 下中邦彦編 平凡社 1981.4 

世界大百科事典. 15 下中邦彦編 平凡社 1981.4 

世界大百科事典. 16　 下中邦彦編 平凡社 1981.4 

世界大百科事典. 17 下中邦彦編 平凡社 1981.4 

世界大百科事典. 18 下中邦彦編 平凡社 1981.4 

世界大百科事典. 19 下中邦彦編 平凡社 1981.4 

世界大百科事典. 20 下中邦彦編 平凡社 1981.4 

世界大百科事典. 21 下中邦彦編 平凡社 1981.4 

世界大百科事典. 22 下中邦彦編 平凡社 1981.4 

世界大百科事典. 23 下中邦彦編 平凡社 1981.4 

世界大百科事典. 24 下中邦彦編 平凡社 1981.4 

世界大百科事典. 25 下中邦彦編 平凡社 1981.4 

世界大百科事典. 26 下中邦彦編 平凡社 1981.4 

世界大百科事典. 27 下中邦彦編 平凡社 1981.4 

世界大百科事典. 28 下中邦彦編 平凡社 1981.4 

世界大百科事典. 29 下中邦彦編 平凡社 1981.4 

世界大百科事典. 30 下中邦彦編 平凡社 1981.4 

世界大百科事典. 31 下中邦彦編 平凡社 1981.4 

世界大百科事典. 32 下中邦彦編 平凡社 1981.4 

世界大百科事典. 33 下中邦彦編 平凡社 1981.4 

世界大百科事典. 34 下中邦彦編 平凡社 1981.4 

世界大百科事典. 35 下中邦彦編 平凡社 1981 

世界大百科年鑑. 1982年版 - 平凡社 1982 

世界大百科年鑑. スペシャル 1973‐81 - 平凡社 1982 

玉川百科大辞典. 10 　植物 玉川大学出版部編 誠文堂新光社 1959

環境教育事典 環境教育事典編集委員会 労働旬報社 1992.6

原色現代科学大事典. 1　宇宙 赤堀四郎ほか監修者 学研 1968

原色現代科学大事典. 2　地球 赤堀四郎ほか監修者 学研 1967

原色現代科学大事典. 6　人間 赤堀四郎ほか監修者 学研 1968

原色現代科学大事典. 7　生命 赤堀四郎ほか監修者 学研 1968

原色現代科学大事典. 8　物質と運動 赤堀四郎ほか監修者 学研 1968

原色現代科学大事典. 9　化学 赤堀四郎ほか監修者 学研 1968

原色現代科学大事典. 10　機械 赤堀四郎ほか監修者 学研 1968

原色現代科学大事典. 別巻　総索引 赤堀四郎ほか監修者 学研 1969

玉川新百科. 6　天文・気象 玉川大学出版部編，小原国芳監修 誠文堂新光社 1971

地学事典 地学団体研究会地学事典編集委員会編 平凡社 1973.4

気象の事典 和達清夫監修 東京堂出版 1974

海洋の事典 和達清夫監修，寺田一彦等編 東京堂 1960

生態の事典 沼田真編 東京堂出版 1976.1

資源植物事典 柴田桂太編 北隆館 1989

植物の事典 小倉謙監修 東京堂 1957 

図解植物観察事典 岡村はたほか共著 地人書館 1982.1

図解動物観察事典 富川哲夫ほか共著 地人書館 1982.9 

オックスフォード動物行動学事典
デイヴィド･マクファーランド編
木村武二監訳

どうぶつ社 1993.12 

野鳥の事典 清棲幸保著 東京堂出版 1966

廣川薬用植物大事典 木島正夫等 広川書店 1963

講談社園芸大百科事典 フルール.1　早春の花 講談社編 講談社 1980.2

講談社園芸大百科事典 フルール.2　春の花1 講談社編 講談社 1985.3

11 



＜事典・辞典＞

書　名 シリーズ名 著 者 名 出 版 社 発行年月

講談社園芸大百科事典 フルール.3　春の花2 講談社編 講談社 1981.3

講談社園芸大百科事典 フルール.4　初夏の花 講談社編 講談社 1980.6

講談社園芸大百科事典 フルール.5　夏の花1 講談社編 講談社 1980.7

講談社園芸大百科事典 フルール.6　夏の花2 講談社編 講談社 1981.3

講談社園芸大百科事典 フルール.7　秋の花 講談社編 講談社 1980.9

講談社園芸大百科事典 フルール.8　冬の花 講談社編 講談社 1980.11

講談社園芸大百科事典 フルール.9　園芸の基礎 講談社編 講談社 1981.2

講談社園芸大百科事典 フルール.10　栽培の技法 講談社編 講談社 1981.1

講談社園芸大百科事典 フルール.11　グリーンライフ 講談社編 講談社 1980.1

講談社園芸大百科事典 フルール.12　園芸便利事典 講談社編 講談社 1980.12

講談社園芸大百科事典 花の生活カタログ フルール特別巻 講談社編 講談社 1981

木の事典. 第1集 第1巻 平井信二，菅野国男/顕微鏡写真 かなえ書房編集室77出版部 1979.1

木の事典. 第1集 第2巻 平井信二，菅野国男/顕微鏡写真 かなえ書房編集室77出版部 1979.11

木の事典. 第1集 第3巻 平井信二，菅野国男/顕微鏡写真 かなえ書房編集室77出版部 1979.12

木の事典. 第1集 第4巻 平井信二，菅野国男/顕微鏡写真 かなえ書房編集室77出版部 1980.2

木の事典. 第1集 第5巻 平井信二，菅野国男/顕微鏡写真 かなえ書房編集室77出版部 1980.4

木の事典. 第1集 第6巻 平井信二，菅野国男/顕微鏡写真 かなえ書房編集室77出版部 1980.6

木の事典. 第1集 第7巻 平井信二，菅野国男/顕微鏡写真 かなえ書房編集室77出版部 1980.9

木の事典. 第2集 第8巻 平井信二，菅野国男/顕微鏡写真 かなえ書房編集室77出版部 1981.1

木の事典. 第2集 第9巻 平井信二，菅野国男/顕微鏡写真 かなえ書房編集室77出版部 1981.4

木の事典. 第2集 第10巻 平井信二，菅野国男/顕微鏡写真 かなえ書房編集室77出版部 1981.6

木の事典. 第2集 第11巻 平井信二，菅野国男/顕微鏡写真 かなえ書房編集室77出版部 1981.8

木の事典. 第2集 第12巻 平井信二，菅野国男/顕微鏡写真 かなえ書房編集室77出版部 1981.10

木の事典. 第2集 第13巻 平井信二，菅野国男/顕微鏡写真 かなえ書房編集室77出版部 1981.12

木の事典. 第2集 第14巻 平井信二，菅野国男/顕微鏡写真 かなえ書房編集室77出版部 1982.2

木の事典. 第3集 第15巻 平井信二，菅野国男/顕微鏡写真 かなえ書房編集室77出版部 1982.4

木の事典. 第3集 第16巻 平井信二，菅野国男/顕微鏡写真 かなえ書房編集室77出版部 1982.6

木の事典. 第3集 第17巻 平井信二，菅野国男/顕微鏡写真 かなえ書房編集室77出版部 1982.8

木の事典. 第4集 第18巻 平井信二，菅野国男/顕微鏡写真 かなえ書房編集室77出版部 1981.11

木の事典. 第4集 第19巻 平井信二，菅野国男/顕微鏡写真 かなえ書房編集室77出版部 1983.1

岩波理化学辞典 玉虫文一ほか編集 岩波書店 1971

岩波生物学辞典 山田常雄ほか編集 岩波書店 1983.3

植物学ラテン語辞典 豊国秀夫編 至文堂 1988.2

英和和英生物学用語辞典 永野為武編 三共出版 1972

世界鳥類和名辞典 山階芳麿著 大学書林 1986.5 
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＜生態・レッドデータブック＞

書　　名 シリーズ名 著 者 名 出 版 社 発行年月

町田の自然 －この子らのために－ 町田市教育委員会文化部社会教育課編 町田市教育委員会文化部社会教育課 1978.3

石鎚山系の自然と人文 －石鎚山系総合学術調査報告－ 石鎚山系総合学術調査団編 愛媛新聞社事業部 1960

香川の自然ガイドブック.1　身近な自然ウォッチング
香川県生活環境部環境局
環境土地政策課編

香川県生活環境部環境局
環境・土地政策課

1998.3

香川の自然ガイドブック.2　かがわの自然
香川県生活環境部環境局
環境・土地政策課自然保護室編集

香川県生活環境部環境局
環境・土地政策課自然保護室 1998.11 

香川の自然ガイドブック.3　自然との共生を考える
香川県生活環境部環境局
環境･土地政策課編

香川県生活環境部環境局
環境･土地政策課

1999.3

香川の自然ガイドブック　かがわの自然保護マップ
香川県生活環境部環境局
環境･土地政策課編

香川県生活環境部環境局
環境･土地政策課

1999.4

京都府レッドデータブック. 2002 上巻　野生生物編 京都府企画環境部環境企画課 京都府企画環境部環境企画課 2002.4

京都府レッドデータブック. 2002 下巻　地形･地質･自然生態系編 京都府企画環境部環境企画課 京都府企画環境部環境企画課 2002.4

京都府レッドデータブック. 2003　普及版 
京都府レッドデータ調査選定･評価委
員会普及版編集委員編

サンライズ出版 2003.3

長崎県自然環境ガイドブック－県北地域－ グリーンデータ 長崎県生活環境部自然保護課編 長崎県生活環境部自然保護課 1998.3

長崎県自然環境ガイドブック－多良山系・雲仙山系周辺－ グリーンデータ 長崎県生活環境部自然保護課編 長崎県生活環境部自然保護課 1999.3

福井県のすぐれた自然. 植生編 福井県自然環境保全調査研究会監修 福井県県民生活部自然保護課 1999.3 

福井県のすぐれた自然. 地形・地質編 福井県自然環境保全調査研究会監修 福井県県民生活部自然保護課 1999.3 

福井県のすぐれた自然. 動物編 福井県自然環境保全調査研究会監修 福井県県民生活部自然保護課 1999.3 

富士市の自然　富士市域自然調査報告書 富士市都市整備部みどりの課編 富士市 1986.3

保全上重要なわかやまの自然 －和歌山県レッドデータブック－ 和歌山県環境生活部環境生活総務課編 和歌山県 2001.3

森と海と清流の仲間たち －土佐の自然ガイドブック－ 土佐の自然ガイドブック編集委員会編 高知県国民休暇県局自然保護課 1990.3

わたしたちの自然. 1991 岐阜県編 岐阜県 1991

五色台野外学習ガイドブック　光と風と緑の中で 香川県自然科学館協議会 香川県自然科学館協議会 1990

ふるさとの自然観察ガイド －諫早・多良岳周辺－ 長崎県保健環境部自然保護課編 長崎県生物学会 1989.3

ふるさとの自然観察ガイド －長崎市周辺－ 長崎県保健環境部自然保護課編 長崎県生物学会 1988.3

手賀沼と共に生きる 我孫子市 我孫子市 1992.1

私が見た手賀沼 我孫子市,山階鳥類研究所 我孫子市 1993.8

ひょうごの地形･地質･自然景観　失われつつある貴重な自然 レッドデータ 田中眞吾・中島和一編，兵庫県監修 神戸新聞総合出版センター 1998.9

あいち・なごや生物多様性条約第10回締約会議 支援実行委員会
公式記録 COP10

生物多様性条約第11回締約国会議
支援実行委員会

生物多様性条約第10回締約国
会議　支援実行委員会 2011.2

石川県の絶滅のおそれのある野生生物
　いしかわレッドデータブック.植物編

石川県環境安全部自然保護課編 石川県環境安全部自然保護課 2000.3

石川県の絶滅のおそれのある野生生物
　いしかわレッドデータブック.動物編

石川県環境安全部自然保護課編  石川県環境安全部自然保護課 2000.3

カラー生物百科 下中邦彦 平凡社 1976.2

千葉県メッシュマップ 千葉県立中央博物館 千葉県立中央博物館友の会 1990

ナチュラリスト入門.秋　落葉の手紙 岩波ブックレット 新妻昭夫編 岩波書店 1989.6

ナチュラリスト入門.夏　海からの伝言 岩波ブックレット 新妻昭夫編 岩波書店 1989.6

ふくい身近な生き物シンポジウム2002
「身近な水辺の生き物と共にくらすために私たちができることを考えよう－魚類編－」

福井県海浜自然センター編 福井県海浜自然センター 2003.3

ふくい身近な生き物シンポジウム2003
「里地の田んぼや池の生き物と共に生きるために」

福井県海浜自然センター編 福井県海浜自然センター 2003.11

日本の絶滅危惧生物　 エコロジーガイド 加藤辰己・太田英利共著 保育社 1993.19

愛知の自然をたずねて No.1 愛知県農地林務部編 愛知県 1982

愛知の自然をたずねて No.2 愛知県農地林務部編 愛知県 1982

愛知の自然をたずねて No.3 愛知県農地林務部編 愛知県 1982

愛知の自然をたずねて No.4 愛知県農地林務部編 愛知県 1983

愛知の自然をたずねて No.5 愛知県農地林務部編 愛知県 1983

愛知の自然をたずねて No.6 愛知県農地林務部編 愛知県 1983

愛知の自然をたずねて No.7 愛知県農地林務部編 愛知県 1983

愛知の自然をたずねて No.8 愛知県農地林務部編 愛知県 1984

愛知の自然をたずねて No.9 愛知県農地林務部編 愛知県 1984

愛知の自然をたずねて No.10 愛知県農地林務部編 愛知県 1984

愛知の自然をたずねて No.11 愛知県農地林務部編 愛知県 1984

青森県の希少な野生生物 －青森県レッドデータブック－ 青森県環境生活部自然保護課 青森県 2000.3

青森県の希少な野生生物 －青森県レッドデータブック－ 普及版 青森県環境生活部自然保護課 青森県 2001.3

秋田県の絶滅のおそれのある野生生物2002
　－秋田県版レッドデータブック－ 植物編

秋田県生活環境部自然保護課 秋田県 2002.3

秋田県の絶滅のおそれのある野生生物2002
　－秋田県レッドデータブック－ 動物編

秋田県生活環境部自然保護課 秋田県 2002.3

茨城における絶滅のおそれのある野生生物.植物編 茨城県環境保全課 茨城県環境保全課 1997.3

茨城における絶滅のおそれのある野生生物.動物編 茨城県生活環境部環境政策課 茨城県生活環境部環境政策課 2000.3

茨城における絶滅のおそれのある野生生物.動物編 普及版 茨城県生活環境部環境政策課 茨城県生活環境部環境政策課 2001.3

愛媛県レッドデータブック －愛媛県の絶滅のおそれのある野生生物－ 愛媛県貴重野生動植物検討委員会編  愛媛県県民環境部環境局自然保護課 2003.3

大阪府における保護上重要な野生生物 －大阪府レッドデータブック－ 大阪府環境農林水産部緑の環境整備室 大阪府 2000.3

大阪府野生生物目録 大阪府環境農林水産部緑の環境整備室 大阪府環境農林水産部 2000.3

岡山県版レッドデータブック －絶滅のおそれのある野生生物－ 岡山県 岡山県環境保全事業団 2003.3
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＜生態・レッドデータブック＞

書　　名 シリーズ名 著 者 名 出 版 社 発行年月

おきなわ海の自然観察.1 サンゴ礁の磯―糸満市大度海岸 西平守孝著 沖縄県環境保健部自然保護課 1991.3

沖縄県の絶滅のおそれのある野生生物 －レッドデータおきなわ－ 沖縄県環境保健部自然保護課編 沖縄県環境保健部 1996.3

沖縄やんばるの森　世界的な自然をなぜ守れないのか 伊藤嘉昭著 岩波書店 1995.12

鹿児島県の絶滅のおそれのある野生動植物
　－鹿児島県レッドデータブック－ 植物編

鹿児島県環境生活部環境保護課企
画･編集

鹿児島県 2003.3

鹿児島県の絶滅のおそれのある野生動植物
　－鹿児島県レッドデータブック－ 動物編

鹿児島県環境生活部環境保護課企
画･編集

鹿児島県環境技術協会 2003.3

河川における外来種対策の考え方とその事例　改訂版 外来種影響･対策研究会監修 財団法人リバーフロント整備センター 2008.12

川の生き物たち.2　昭和63年度足立区河川生物調査報告書 東京都足立区都市環境部環境課 東京都足立区環境課 1989.3

岐阜県の絶滅のおそれのある野生生物
　－岐阜県レッドデータブック－ 2001

岐阜県健康福祉環境部
自然環境森林課

岐阜県 2001.3

丘陵博物館. 上　多摩の自然の記録 斎藤博 アンヴィエル 1982.1

丘陵博物館. 下　多摩の自然の記録 斎藤博 アンヴィエル 1982.2

クマとナマコと修学旅行 盛口満著 どうぶつ社 1995.6

くまもとの希少な野生動植物 Red data book 普及版 熊本県希少野生動植物検討委員会編著 熊本県環境生活部自然保護課 1999.3

群馬県の絶滅のおそれのある野生生物. 植物編 群馬県環境生活部自然環境課 群馬県 2001.1

群馬県の絶滅のおそれのある野生生物. 植物編 普及版 群馬県環境生活部自然環境課 群馬県 2001.3

群馬県の絶滅のおそれのある野生生物. 動物編 群馬県環境生活部自然環境課編 群馬県 2002.2

高知県レッドデータブック
　高知県の絶滅のおそれのある野生植物.植物編

高知県牧野記念財団編集 高知県文化環境部環境保全課 2000.2

埼玉県レッドデータブック. 2002 動物編　改訂 埼玉県環境防災部みどり自然課 埼玉県 2002.3

さいたまレッドデータブック埼玉県希少野生生物調査報告書. 動物編 埼玉県環境部自然保護課 埼玉県 1996.3

さいたまレッドデータブック. 植物編 埼玉県環境生活部自然保護課 埼玉県 1998.3

さいたまレッドデータブック. 動物編　普及版 埼玉県環境部自然保護課 埼玉県 1997.3

佐賀県の絶滅のおそれのある野生動植物 －レッドデータブックさが－ 佐賀県希少野生生物調査検討会編著 佐賀県環境政策局環境企画課 2001.3

ザ・高尾. 4　すみれの詩 新井二郎 のんぶる舎 1989.3

里山の生きものたち －蝶の舞うふるさと らんざん－ 自然の会･オオムラサキ編集委員会 自然の会･オオムラサキ、生き物シンポジウム実行委員会 1999.11

滋賀県で大切にすべき野生生物 滋賀県琵琶湖環境部自然保護課編  滋賀県琵琶湖環境部自然保護課 2000

しまねレッドデータブック
　－島根県の保護上重要な野生動植物－ 植物編

島根県環境生活部景観自然課編集 島根県環境生活部景観自然課 1997.3

しまねレッドデータブック
　－島根県の保護上重要な野生動植物－ 動物編

島根県環境生活部景観自然課編集 島根県環境生活部景観自然課 1997.3

千葉県生物多様性ハンドブック.2　外来生物がやってきた 千葉県生物多様性センター編 千葉県環境生活部自然保護課 2011.3

千葉県生物多様性ハンドブック.3　希少な生物を守ろう 千葉県生物多様性センター編 千葉県環境生活部自然保護課 2012.3

千葉県の保護上重要な野生生物
　－千葉県レッドデータブック－ 動物編　2011改訂版

千葉県環境生活部自然保護課 千葉県 2011.3

手賀沼の生態学　水質汚濁ワースト１の現状と生物の変遷 浅間茂 崙書房出版 1989.9

東京都の保護上重要な野生生物種
　東京都レッドデータブック 普及版

東京都環境保全局自然保護部 東京都環境保全局自然保護部 1999.3

東洋のガラパゴス小笠原 －固有生物の魅力とその危機－ 神奈川県立生命の星･地球博物館編 神奈川県立生命の星･地球博物館 2004.7

徳島県の絶滅のおそれのある野生生物
　－徳島県版レッドデータブック－ 2001

徳島県版レッドデータブック
掲載種検討委員会編著

徳島県環境生活部環境政策課 2001.3

徳島県の絶滅のおそれのある野生生物
　徳島県版レッドデータブック.植物編 普及版

徳島県版レッドデータブック
掲載種選定作業委員会編著

徳島県県民環境部環境局
循環型社会推進課自然共生室 2003.3

徳島県の絶滅のおそれのある野生生物
　徳島県版レッドデータブック.動物編 普及版

徳島県版レッドデータブック
掲載種選定作業委員会編著

徳島県県民環境部環境局
循環型社会推進課自然共生室 2002.3

富山県の絶滅のおそれのある野生生物 －レッドデータブックとやま－ 富山県生活環境部自然保護課編 富山県生活環境部自然保護課 2002.3

長崎県希少野生動植物種リスト（レッドリスト） 長崎県県民生活環境部自然保護課編集 長崎県県民生活環境部自然保護課 2000.1

長崎県の無人島 ―その自然と生物. 1993 長崎県無人島調査委員会編 長崎県 1993.1

長野県版レッドデータブック
　～長野県の絶滅のおそれのある野生生物.維管束植物編～

長野県自然保護研究所,
長野県生活環境部環境自然保護課編 長野県自然保護研究所 2002.3 

ながさきの希少な野生動植物 －レッドデータブック2001－ 長崎県県民生活環境部自然保護課制作 長崎県県民生活環境部自然保護課 2001.3

ながさきの希少な野生動植物 レッドデータブック2001 普及版 長崎県県民生活環境部自然保護課製作 長崎県県民生活環境部自然保護課 2001.3

日本産野生生物目録 －本邦産野生動植物の種の現状－ 環境庁自然保護局野生生物課編 自然環境研究センタ－ 1993.12 

日本の水生帰化生物　生きものたちの国際化 姫路市立水族館編 姫路市立水族館 1995.9

日本の生物多様性　自然と人との共生 自然環境研究センター編 環境省自然環境局生物多様性センター 2010.1

日本の動物分布図集 財団法人自然環境研究センター 環境省自然環境局生物多様性センター 2010.3

兵庫の希少水生生物　滅びゆく兵庫の生物たち 姫路市立水族館編 姫路市立水族館 1999.9

兵庫の貴重な自然 －兵庫県版レッドデータブック2003－改訂 兵庫県県民生活部環境局自然環境保全課 兵庫県県民生活部環境局自然環境保全課 2003.3

ひょうごの野生植物 絶滅が心配されている植物たち レッドデータ 福岡誠行編，兵庫県監修 神戸新聞総合出版センター 1996.3

ひょうごの野生動物 絶滅が心配されている動物たち レッドデータ 兵庫県自然保護協会編，兵庫県監修 神戸新聞総合出版センター 1997.3

福井県の陸水生物　みどりのデータバンク付属資料(第2回)
福井県自然環境保全調査研究会
陸水生物部会編

福井県県民生活部自然保護課 1998.3

福岡県の希少野生生物 －福岡県レッドデータブック2001－ 福岡県環境部自然環境課制作 福岡県環境部 2001.3

北海道の希少野生生物 北海道レッドデータブック2001 北海道環境生活部環境室自然環境課 北海道 2001.3

梵珠山自然探訪 青森県自然保護課編 青森県自然保護課 1996.3

宮城県の希少な野生動植物 －宮城県レッドデータブック－ 宮城県環境生活部自然保護課 宮城県 2001.3

宮城県の希少な野生動植物 －宮城県レッドデータブック－ 普及版 宮城県環境生活部自然保護課 宮城県 2002.3
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＜生態・レッドデータブック＞

書　　名 シリーズ名 著 者 名 出 版 社 発行年月

山原の自然　亜熱帯の森 湊和雄著 平凡社 1994.1

レッドデータブックあいち
　愛知県の絶滅のおそれのある野生生物.2009 植物編

愛知県環境調査センター編 愛知県環境部自然環境課 2009.3

レッドデータブックあいち
　愛知県の絶滅のおそれのある野生生物.2009 動物編

愛知県環境調査センター編 愛知県環境部自然環境課 2009.3 

レッドデータブックあいち
　愛知県の絶滅のおそれのある野生生物.植物編 普及版

愛知県環境部自然環境課 愛知県環境部自然環境課 2002.3

レッドデータブックあいち
　愛知県の絶滅のおそれのある野生生物.動物編 普及版

愛知県環境部自然環境課 愛知県環境部自然環境課 2002.3

レッドデータブックおおいた ～大分県の絶滅のおそれのある野生生物～ 大分県自然環境学術調査会野生生物専門部会編 大分県生活環境部生活環境課 2001.3

レッドデータブックとっとり
　－鳥取県の絶滅のおそれのある野生動植物－ 植物編

鳥取県自然環境調査研究会 鳥取県生活環境部環境政策課 2002.3

レッドデータブックとっとり
　－鳥取県の絶滅のおそれのある野生動植物－ 動物編

鳥取県自然環境調査研究会編集 鳥取県生活環境部環境政策課 2002.3

レッドデ－タブックにいがた －新潟県の保護上重要な野生生物－ 新潟県環境生活部環境企画課 新潟県環境生活部環境企画課 2001

レッドデータブックふくしま.1
　－福島県の絶滅のおそれのある野生生物－

福島県生活環境部環境生活課 福島県生活環境部環境生活課 2002.3

レッドデータブックふくしま.1
－福島県の絶滅のおそれのある野生生物－ 植物･昆虫類･鳥類 普及版

福島県生活環境部環境生活課 福島県生活環境部環境生活課 2002.3

レッドデータブックふくしま.2
　－福島県の絶滅の恐れのある野生生物－

福島県生活環境部環境政策室
自然保護グループ

福島県生活環境部環境政策室
自然保護グループ 2003.3

レッドデータブックふくしま.2 －福島県の絶滅の恐れのある野生生物－
　淡水魚類／両生･爬虫類／哺乳類 普及版

福島県生活環境部環境政策室
自然保護グループ

福島県生活環境部環境政策室
自然保護グループ 2003.3

レッドデータブックやまぐち 山口県の絶滅のおそれのある野生生物 山口県環境生活部自然保護課 山口県環境生活部自然保護課 2002.3

レッドデータブックやまぐち 山口県の絶滅のおそれのある野生生物 普及版 山口県環境生活部自然保護課 山口県環境生活部自然保護課 2003.3

わかやまの生物 きのくに叢書 南紀生物同好会編 帯伊書店 1979.9

和白干潟の生きものたち　干潟学入門 逸見泰久著 海鳥社 1994.9

岩手県野生生物目録 岩手県生活環境部自然保護課 岩手県生活環境部自然保護課 2001.3

いわてレッドデータブック ～岩手県の希少な野生生物～ 岩手県生活環境部自然保護課 岩手県生活環境部自然保護課 2001.3

いわてレッドデータブック 岩手県の希少な野生生物 普及版 岩手県生活環境部自然保護課 岩手県生活環境部自然保護課 2003.3

ウエットランド　水と命の出会うところ 松井香里編 環境庁自然保護局 2000.3

海辺　生命のふるさと レイチェル･カーソン著，上遠恵子訳 平河出版社 1987.9

かがの自然　石川の自然ガイド 石川自然誌研究会編 石川県 1985.3

木と人間　生態学ガイドブック 横山みどり翻訳 （社）日本ユネスコ協会連盟 1983.6

自然は管理できるか <生態学者の深刻な提言> 生態学研究所編，セブン･テンタクルズ訳 サイマル出版 1974

自然保護の思想 吉良竜夫著 人文書院 1976.4

生態学講座　環境汚染と生物.1 農薬と生態系 生態学講座 桐谷圭治・笹波隆文著 共立出版 1972

生態学講座　環境汚染と生物.2 水質汚濁と生態系 生態学講座 手塚泰彦著 共立出版 1972.10

生態学講座　極地の生態 生態学講座 松田達郎・星合孝男著 共立出版 1973

生態学講座　古生態学.1 基礎論 生態学講座 塚田松雄著 共立出版 1974

生態学講座　古生態学.2 応用論 生態学講座 塚田松雄著 共立出版 1974

生態学講座　社会性昆虫：とくにカリバチを中心として 生態学講座 吉川公雄著 共立出版 1973

生態学講座　植物社会学 生態学講座 佐々木好之編 共立出版 1973

生態学講座　植物地理学 生態学講座 吉岡邦二著 共立出版 1973

生態学講座　植物の生産過程 生態学講座 戸塚績・木村允著 共立出版 1973

生態学講座　植物の相互作用 生態学講座 穂積和夫著 共立出版 1973

生態学講座　人類の生態 生態学講座 大塚柳太郎・田中二郎・西田利貞著 共立出版 1974

生態学講座　水界植物群落の物質生産.1 水生植物 生態学講座 生嶋功著 共立出版 1972

生態学講座　水界植物群落の物質生産.2 植物プランクトン 生態学講座 有賀祐勝著 共立出版 1973

生態学講座　水界生態系：概論 生態学講座 宝月欣二著 共立出版 1974

生態学講座　水界動物生態学.1 生態学講座 山本護太郎・伊藤猛夫著 共立出版 1973

生態学講座　水界動物生態学.2 生態学講座 山本護太郎・伊藤猛夫著 共立出版 1973

生態学講座　生態遺伝学 生態学講座 酒井寛一著 共立出版 1973

生態学講座　生態学総論 生態学講座 門司正三著 共立出版 1976

生態学講座　生態系の保護と管理.1 森林 生態学講座 四手井綱英著 共立出版 1973

生態学講座　生態系の保護と管理.2 動物 生態学講座 村上興正著 共立出版 1975

生態学講座　生態遷移.2 生態学講座 坂本充著 共立出版 1976

生態学講座　生物の異常発生 生態学講座 巌俊一・花岡資著 共立出版 1972

生態学講座　動物個体群生態学 生態学講座 内田俊郎著 共立出版 1975

生態学講座　動物地理学：脊椎動物、とくに鳥類を中心として 生態学講座 黒田長久著 共立出版 1972

生態学講座　動物の行動 生態学講座 永野為武著 共立出版 1972

生態学講座　動物の社会 生態学講座 森下正明著 共立出版 1976

生態学講座　動物の種間関係 生態学講座 菊池泰二著 共立出版 1974

生態学講座　動物の生産過程 生態学講座 小野勇一著 共立出版 1972

生態学講座　都市生態学 生態学講座 中野尊正ほか著 共立出版 1974

生態学講座　土壌動物生態学 生態学講座 北沢右三著 共立出版 1973

生態学講座　土壌微生物の生態 生態学講座 石沢修一・鈴木達彦著 共立出版 1973
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＜生態・レッドデータブック＞

書　　名 シリーズ名 著 者 名 出 版 社 発行年月

生態学講座　熱帯の生態.1 森林 生態学講座 小川房人著 共立出版 1974

生態学講座　熱帯の生態.2 陸水 生態学講座 水野寿彦著 共立出版 1972

生態学講座　陸上植物群落の物質生産.1a 森林 生態学講座 佐藤大七郎著 共立出版 1973

生態学講座　陸上植物群落の物質生産.1b 森林の物質循還 生態学講座 堤利夫著 共立出版 1973

生態学講座　陸上植物群落の物質生産.2 草原 生態学講座 岩城英夫著 共立出版 1973

生態学講座　陸上生態系：概論 生態学講座 吉良竜夫著 共立出版 1976

生態学講座　霊長類の社会構造 生態学講座 伊谷純一郎著 共立出版 1972

生物誌からのエコロジー 三島次郎著 玉川大学出版部 1994.5

続自然保護を考える 信州大学教養部自然保護講座編 共立出版 1978.7

特別展「湿地の自然」解説 梅田美由紀・長田勝・中西由美子 福井市自然史博物館 1995.3

保全生物学のすすめ　生物多様性保全のためのニューサイエンス リチャードＢプリマック・小堀洋美 文一総合出版 2001.1

植物群落レッドデータ・ブック わが国における緊急な保護を
必要とする植物群落の現状と対策.1996

我が国における保護上重要な植物種および
植物群落研究委員会植物群落分科会編･著 日本自然保護協会 1996.4

北区の植物　自生植物フィールドガイド
東京都北区〔建設部〕
環境保全課・緑生研究所

東京都北区 1988.3

とちぎの植物　栃木県自然環境基礎調査.1 栃木県自然環境調査研究会植物部会編 栃木県林務部自然環境課 2003.3

とちぎの植物　栃木県自然環境基礎調査.2 栃木県自然環境調査研究会植物部会編 栃木県林務部自然環境課 2003.3

福井県の絶滅のおそれのある野生植物
　福井県レッドデータブック.植物編 2004

福井県福祉環境部自然保護課編 福井県福祉環境部自然保護課 2004.3

府中の植物ガイドブック 府中市･植物ガイドブック編集委員会 府中市 1982.3

我が国における保護上重要な植物種の現状
我が国における保護上重要な植物種及び
群落に関する研究委員会植物種分科会編 日本自然保護協会 1989.11 

埼玉の希少野生動物とその仲間　みつめよう！みぢかないきもの！ 埼玉県立自然史博物館編 埼玉県立自然史博物館 2000.10

埼玉の鳥とけものたち 埼玉県環境部自然保護課編 埼玉県 1986.3

富山県の鳥獣 富山県自然保護課編 富山県 1980.3 

福井県の絶滅のおそれのある野生動物
　福井県レッドデータブック.動物編　2002

福井県福祉環境部自然保護課編 福井県 2002.3

府中の野鳥・動物ガイドブック 府中の野鳥･動物ガイドブック編集委員会 府中市 1984.3

山形県の絶滅のおそれのある野生動物 レッドデータブックやまがた
山形県希少野生生物調査検討委員
会動物部会

山形県文化環境部
環境政策推進室環境保護課

2003.3

レッドデータブックやまぐち（貝類）
　山口県の絶滅のおそれのある野生生物

山口県環境生活部自然保護課 山口県環境生活部自然保護課 2003.3

とちぎの昆虫　栃木県自然環境基礎調査.1 栃木県自然環境調査研究会昆虫部会編 栃木県林務部自然環境課 2003.3

とちぎの昆虫　栃木県自然環境基礎調査.2 栃木県自然環境調査研究会昆虫部会編 栃木県林務部自然環境課 2003.3

府中の昆虫ガイドブック 府中の昆虫ガイドブック編集委員会 府中市 1983.3

とちぎの魚類　栃木県自然環境基礎調査 栃木県自然環境調査研究会魚類部会編 栃木県林務部自然環境課 2001.3

とちぎの両生類・爬虫類　栃木県自然環境基礎調査 栃木県自然環境調査研究会両生爬虫類部会 栃木県林務部自然環境課 2001.3

琵琶湖お魚ネットワーク報告書 琵琶湖博物館うおの会事務局 WWFジャパン 2007.2

石川県の哺乳類 石川県哺乳類研究会編 石川県環境安全部自然保護課 1999.3 

生物多様性センター自然環境調査目録 環境省自然環境局生物多様性センター編 環境省自然環境局生物多様性センター 2008.8

沖縄県の鳥獣行政 沖縄県環境保健部自然保護課編 沖縄県環境保健部自然保護課 1977.3

くにたち緑の交響楽　植物ガイドブック 国立植物ガイドブック制作委員会 国立市教育委員会 1990.3
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＜森林に関する図書＞

書　　名 シリーズ名 著 者 名 出 版 社 発行年月

森林浴・緑の健康法 岩崎輝雄著 合同出版 1983.11

森は効く　森林浴の楽しみ方 神山恵三監修 五柳書院 1984.6

緑化樹木の生産技術.第3集　針葉樹と特殊樹類編 日本植木協会編 日本緑化センター 1994.4

自然林の復元　国際シンポジウム｢自然林復元-その理論と実践｣論文集 近田文弘ほか共編 文一総合出版 1994.12

森林インストラクター入門 全国林業改良普及協会編 全国林業改良普及協会 1992.7

森林科学 佐々木惠彦･木平勇吉・鈴木和夫編 文永堂出版 2007.11

森林環境.2005 森林環境研究会編著 森林文化協会 2005.3

森林環境科学 只木良也著 朝倉書店 1996.2

森林への招待 西口親雄著 八坂書房 1982.9

杉のきた道　日本人の暮しを支えて 中公新書 遠山富太郎著 中央公論社 1976.1

雑木林の植生管理 ～その生態と共生の技術～ 亀山章編 ソフトサイエンス社 1996.2

帝国森林会史 帝国森林会編 帝国森林会 1983.11

水を守りに、森へ －地下水の持続可能性を求めて－ 山田健 筑摩書房 2012.1

みどり豊かな石川
石川県農林水産部造林課
全国植樹祭事務局編

石川県農林水産部造林課
全国植樹祭事務局

1983.3

森からの発想 ―サイエンスとアートをむすぶもの 稲本正著 TBSブリタニカ 1988.9

森と人間の物語　21世紀の地球に贈る緑のメッセ－ジ 小沢普照監修 ベストセラーズ 1991.8

森にかよう道 －知床から屋久島まで－ 新潮選書 内山節著 新潮社 1994.7

森に学ぶ101のヒント 日本林業技術協会編 東京書籍 2002.2

森は人類を救う 「海上の森」の中からのメッセ－ジ 助安由吉文，古谷茂写真 エイト社 1997.6

森へゆこう　大学の森へのいざない 丸善ブックス 全国大学演習林協議会編 丸善 1996.1

森を調べる50の方法 日本林業技術協会編 東京書籍 1998.2

森をつくる 信濃毎日新聞社編 信濃毎日新聞社 1983.11

森をはかる 日本林学会「森林科学」編集委員会編 古今書院 2003.8

山と森 ―国民福祉の基盤としての 塩見友之助編著 大成出版社 1973.3

ヨーロッパの自然保護と林業経営 海外農業生産性視察報告 農林水産業生産性向上会議編 農林水産業生産性向上会議 1975.5

林業百科事典 日本林業技術協会編 丸善 1976.9

私たちの森林 日本林業技術協会編 日本林業技術協会 1962.5

王子製紙山林事業史 王子製紙山林事業史編集委員会編 王子製紙 1976.6

環境林の整備と保全 環境林整備検討委員会編 日本造林協会 1993.9

国際森林年記念特別イベント
「医師と歩く森林セラピーロード」報告書

International Society of Nature and
Forest Medicine編

International Society of Nature
and Forest Medicine 2012.3

山村が壊れるその前に －あぶない日本の水と緑－ 山村経済研究所編 日本経済評論社 1994.10

山林所有の移動実態調査報告書　平成22年 山林所有の移動実態調査研究委員会編 山林所有の移動実態調査研究委員会 2010.6

山林所有の移動実態調査報告書　平成23年 山林所有の移動実態調査研究会編 山林所有の移動実態調査研究会 2011.7

山林所有の移動実態調査報告（資料）　平成23年 山林所有の移動実態調査研究委員会編 山林所有の移動実態調査研究委員会 2011.7

持続可能な森林経営のための30の提言 持続可能な森林経営研究会編 持続可能な森林経営研究会 2010.3

森林環境基地の理念 －山と木と人の融合－ 森林文化協会編 森林文化協会 1978.12

森林経理考.続 野村進行著 農林出版 1978.2

平成21年度「森林づくり」の価値を総合的に示す
新たな指標に関する調査研究

林政総合調査研究所編 林政総合調査研究所 2009

森林の機能と評価 木平勇吉編著 日本林業調査会 2005.3

緑と水の森林基金公募事業報告集　Vol.1 国土緑化推進機構編 国土緑化推進機構 2011.3

緑と水の森林基金公募事業報告集　Vol.2 国土緑化推進機構編 国土緑化推進機構 2012.3

緑の経済学 ―新･東洋のスイス論 大谷健著 潮出版社 1980.9

緑の募金事業報告集　平成20年度 国土緑化推進機構編 国土緑化推進機構 2008.12

緑の募金事業報告集　平成22年度 国土緑化推進機構編 国土緑化推進機構 2010.12

カナダにおける森林施業方式とアメリカ国有林のレクリエーション行政 春永剛聖,山本武義著 森林文芸社 1972.3

巨木力 ―大樹を愛したひとたち 川村均 リトル･カリヴァー社 2006.4

樹木.1 野外ハンドブック 富成忠夫 山と渓谷社 1979.4

樹木.2 野外ハンドブック 富成忠夫 山と渓谷社 1979.8

森林　日本文化としての 菅原聰編著 地人書館 1996.2

森林ニッポン 新潮選書 足立倫行著 新潮社 1998.5

森林の生態的見方 蜂屋欣二著 日本林業技術協会 1970.5

森林濫伐による国土荒廃の史観 伊藤武夫著 日本治山治水協会 1967.11

図説･広葉樹の見分け方 －葉形の見かけによる－ 竹内亮著 農林出版 1975.7

図説樹木学. 常緑広葉樹編 岩田利治 朝倉書店 1965

図説樹木学. 針葉樹編 矢頭献一 朝倉書店 1964

図説樹木学. 落葉広葉樹編 矢頭献一,岩田利治著 朝倉書店 1966

雑木林の博物誌 新潮選書 足田輝一著 新潮社 1977.4

「天然水の森」を科学する サントリーホールディングス編 日本林業調査会 2013.3

日本三百名山 荒井魏 毎日新聞社編 1997.3

日本樹木総検索誌　増補改訂版 杉本順一著 六月社 1965.7
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＜森林に関する図書＞

書　　名 シリーズ名 著 者 名 出 版 社 発行年月

日本の森林　国有林を荒廃させるもの 中公新書 四手井綱英著 中央公論社 1974.6

日本の森林植生 山中二男著 築地書館 1990.2

日本の森をどう守るか 岩波ブックレット 藤原信著 岩波書店 1994.1

熱帯林破壊と日本の木材貿易 黒田洋一,フランソワ･ネクトゥー共著 築地書館 1990.1

緑いきいき！岐阜の森 その多様な世界　特別展 岐阜県博物館編 岐阜県博物館 2006.4

緑の文化史 ―自然と人間のかかわりを考える 俵浩三著 北海道大学図書刊行会 1991.7

森 －そのしくみとはたらき－ 共立科学ブックス 只木良也･赤井龍男編 共立出版 1974.5

森と人間 ―2000年 川崎寿彦著 日本林業技術協会 1987.2

森の旅森の人　北海道から沖縄まで日本の森林を旅する 稲本正文，姉崎一馬写真 世界文化社 1990.4

もりやはやし　日本森林誌 自然選書 四手井綱英著 中央公論社 1974.4

落葉広葉樹図譜 －冬の樹木学－ 四手井綱英,斎藤新一郎著 共立出版 1978.11

林道　東北の山々で何が起きてるのか 河北新報社編集局編 無明舎出版 1989.11

林野庁解体　疲弊する一山村から 植村武司著 日本経済評論社 1994.11

あすを植える　地球にいのちの森を 宮脇昭・毎日新聞｢あしたの森」取材班著 毎日新聞社 2004.9

新たな森林管理　持続可能な社会に向けて 藤森隆郎著 全国林業改良普及協会 2003.3

茨城の名木・巨樹 茨城県緑化推進委員会編 茨城県緑化推進委員会 1996.2

海の森・マングローブ　ハンドブック 中村武久監修 信山社 2002.5

沖縄県の巨樹・巨木林 沖縄県環境保健部自然保護課 沖縄県環境保健部自然保護課 1990

木の名の由来 深津正・小林義雄著 日本林業技術協会 1985.2

巨木を語ろう全国フォーラム 第1回｢巨木を語ろう全国フォーラム｣実行委員会編 牧野出版 1989.3

木を癒す　樹医として歩んで 対話講座なにわ塾叢書 山野忠彦講話 ブレーンセンター 1991.11

校庭の樹木　野外観察ハンドブック 岩瀬徹･川名興共著 全国農村教育協会 1998.10

樹木　常緑広葉樹編 別冊山と渓谷 小林義雄監修 山と渓谷社 1983.7

樹木の診断・治療の実際 日本樹木医会編 日本樹木医会 1995.6

森林土壌の見わけ方.1 適地適木の基礎知識 宮崎榊ほか共著 全国林業改良普及協会 1961

森林土壌の見わけ方.2 森林土壌断面図集 全国林業改良普及協会編 全国林業改良普及協会 1961

森林の一〇〇不思議 日本林業技術協会編 東京書籍 1988.2

森林の一〇〇不思議.続 日本林業技術協会編 東京書籍 1992.2

雑木林をつくる　人の手と自然の対話・里山作業入門 倉本宣,内城道興編著 百水社 1997.2

熱帯林の100不思議 日本林業技術協会編 日本林業技術協会 1993.2

熱帯林のゆくえ ―みどりの国際協力 神足勝浩著 築地書館 1987.6

ヒトと森林　森林の環境調節作用 只木良也,吉良竜夫編 共立出版 1982.11

ふくいの巨木 小林則夫ほか編集･執筆 福井県自然保護センタ－ 1992.3

ブナ帯文化 梅原猛ほか共著 思索社 1985.6

ブナをめぐる 石橋睦美著 白水社 1995.6

松枯れの防除と対策 ―松の生理・生態と材線虫病 日本緑化センター編 日本緑化センター 1990.10

ミクロの世界をのぞく 土井雅子 土井雅子 1990.11

緑の明日へ －｢朝日の森｣の理念－ 森林文化協会編 森林文化協会 1983.9

緑の文化財 福島県総合緑化センター編 福島県総合緑化センター 1983.3

森と人の対話 ―熱帯からみる世界 山田勇編 人文書院 1996.7

森と水のサイエンス 日本林業技術協会編 日本林業技術協会 1989.2

森の木の100不思議 日本林業技術協会編 東京書籍 1996.2

森のシナリオ　写真物語・森の生態系 西口親雄著 八坂書房 1996.3

森のシナリオ　写真物語・森の生態系 西口親雄著 八坂書房 1999.9

森の樹木 自然と友だちになる法 前田禎三,谷本丈夫著 学習研究社 1986.5

森の花を楽しむ101のヒント 日本森林技術協会編 東京書籍 2005.3

森へ入ろう ～里山と楽しくつきあう～ ブックレットかながわ 神保賢一路著 神奈川新聞社 1997.1

森を読む 自然景観の読み方 大場秀章 岩波書店 1991.7

緑化樹木の生産技術.第1集　常緑広葉樹編 日本樹木医会編 日本緑化センター 1992.9

緑化用樹木の実生繁殖法<タネの扱い方と実生苗の仕立て方> 竹内虎太郎著 創文 1975.5

林業技術者のための特用樹の知識 日本林業技術協会編 日本林業技術協会 1983.2

林木育種への道 外山三郎著 農林出版 1983.3

林木の育種 古越隆信,谷口純平著 農林出版 1982.9

林野庁フォレスターが選んだ森と樹木のフィールドガイド 林野庁森歩き研究会著 山と渓谷社 1995.5

Tree C.W.ニコル著，竹内和世訳，宮崎駿絵 徳間書店 1989.9

現代の樹木医学　要約版
Alex L.Shigo著，
モダンアーボリカルチャー編集委員会訳編 日本樹木医会 1996.6

ケンペル・バーニー祭 ケンペルとバーニーを讃える会 かなしん出版 1998.11

子供一人に一本の木を 日本ユネスコ協会連盟編 日本ユネスコ協会連盟 -

シカの食害から日光の森を守れるか　野生動物との共生を考える 辻岡幹夫著 随想舎 1999.2

自然保護・森林・森林生態 四手井綱英著 農林出版 1974.11

自然保護と日本の森林 大政正隆著 農林出版 1973.8
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＜森林に関する図書＞

書　　名 シリーズ名 著 者 名 出 版 社 発行年月

自然保護の原点 共立科学ブックス 佐々木好之著 共立出版 1973.8

自然を守るとはどういうことか 人間選書 守山弘著 農山漁村文化協会 1988.2

森林・林業と自然保護 －新しい森林の保護管理のあり方－ 林業と自然保護問題研究会編 日本林業調査会 1989.10

森林の環境100不思議 日本林業技術協会編 東京書籍 1999.2

森林保全詳説 筒井迪夫編著 農林出版 1982.3

図説林木病害診断法(針葉樹編) 伊藤一雄著 林野共済会 1961.1

津波と海岸林に関する調査研究事業（平成22年度調査報告書） 森林保全・管理技術研究会編 森林安全･管理技術研究会 2012.1

日本が消したパプアニュ－ギニアの森 清水靖子著 明石書店 1994.12

熱帯雨林で私がみたこと キャサリン･コーフィールド著，雨森孝悦訳 築地書館 1990.7

熱帯林ってなんだ ―開発･環境と人びとのくらし 馬橋憲男著 築地書館 1991.10

蝕まれる森林 石弘之著 朝日新聞社 1985.7

森が危ない　NHK特集 NHK取材班著 日本放送出版協会 1986.8

森と環境を考える　明日をひらく森林の時代 丸善ブックス 飯村武著 丸善 2001.9

森の敵森の味方　ウイルスが森林を救う 片桐一正著 地人書館 1995.8

森はよみがえる　都市林創造の試み 講談社現代新書 石城謙吉著 講談社 1994.9

森よ、よみがえれ　足尾銅山の教訓と緑化作戦 秋山智英 第一ブックス 1990.2

「森を守れ」が森を殺す！ 田中淳夫著 洋泉社 1996.10

緑化樹木の病害虫（上） 病害とその防除 小林亨夫著 日本林業技術協会 1983.9

林木の気象被害 樫山徳治ほか共著 日本林業技術協会 1974.7

オオタカの営巣地における森林施業
　－生息環境の管理と間伐等における対応－

前橋営林局編 日本林業技術協会 1998.7

森林の景観施業 －現場の施業をスムースに行うために－ 片岡秀夫著 日本林業調査会 1974.3

えりも岬森づくりへの挑戦 ～風の岬に緑を～ 三倉佳境著 日本治山治水協会 1992.9

環境保全と緑化工技術<現場技術者のための手引書> 太田重良・堀江保夫著 創文 1975.3

森林と水資源 林野庁監修 林野共済会 1962.3

治山事業八十年史 日本治山治水協会編 日本治山治水協会 1992.7

緑のダムの科学 蔵治光一郎・保屋野初子編 築地書館 2014.8

リモートセンシング －林業的利用の基礎知識－ 中島巌著 日本林業技術協会 1979.12

緑化技術ハンドブック 緑化技術研究会編 全国林業改良普及協会 1974.2

緑化工技術 倉田益二郎著 林北出版 1979.4

ウッディライフを楽しむ101のヒント 日本林業技術協会編 東京書籍 2001.2

木の100不思議 日本林業技術協会編 東京書籍 1995.2

キノコ －その見分け方－ くらしの図書館シリーズ 大谷吉雄著 北隆館 1978.5

きのこの自然誌 小川真著 築地書館 1983.12 

木を読む　最後の江戸木挽き職人 林以一著 小学館 1996.11

材―樹木のかたちの謎
クラウス･マテック,ハンス･クーブラー著，
堀大才・松岡利香訳 青空計画研究所 1999.8

山菜・果実酒・薬酒　採り方・作り方から効用まで 脇田正二ほか 有紀書房 不明

百の木づかい －木材利用事例集－ 木材利用研究会編 地球社 1989.1

森のバイオマス利用アイデア集 全国林業改良普及協会編 全国林業改良普及協会 2001.8
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＜植物に関する図書＞

書　　名 シリーズ名 著 者 名 出 版 社 発行年月

タンポポとカワラノギク 現代日本生物誌 小川潔・倉本宣著 岩波書店 2001.7

思い出の花 －季節の花 山を恋い･花を愛し－ 新暦叢書 佐藤富美著 揺籃社 1987.11

花彙.上 生活の古典双書 小野蘭山・島田充房著 八坂書房 1977.4

花彙.下 生活の古典双書 小野蘭山・島田充房著 八坂書房 1977.4

学術用語集　植物学編 文部省編 大日本図書 1958.4

画文草木帖 東書選書 鶴田知也著 東京書籍 1978.9

カラー植物百科 伊藤洋ほか編 平凡社 1974 

原寸イラストによる落葉図鑑 吉山寛著，石川美枝子画 文一総合出版 1992.12

雑草の科学 のぎへんのほん 沼田真編 研成社 1979.4

山草事典　400種の解説と栽培法 月刊さつき研究社編 月刊さつき研究社 1980.4

実践的植物検索小図鑑. 1　春～初夏 ブルーバックス 石戸忠著 講談社 1979.4 

実践的植物検索小図鑑. 2　夏 ブルーバックス 石戸忠著 講談社 1979.7 

実践的植物検索小図鑑. 3　秋～冬 ブルーバックス 石戸忠著 講談社 1979.9 

植物 保育社のポケット図鑑 小林純子 保育社 1977.6

植物が消える日：地球の危機
ハロルド･クーポウィッツ,ヒラリー･ケイ著，
大場秀章訳 八坂書房 1993.10 

植物学基本　大学課程 大槻虎男・太田次郎共著 養賢堂 1965 

植物学字彙 大久保三郎ほか共編 丸善 1901

植物学名辞典 牧野富太郎・清水藤太郎著 春陽堂 1935.2

植物記 牧野富太郎著 桜井書店 1943.8

植物記. 続 牧野富太郎著 桜井書店 1944.4

植物採集ハンドブック 奥山春季著 和田書店 1953.6

植物の世界　ナチュラルヒストリーへの招待.第1号 Newton special issue 河野昭一監修 教育社 1988.5

植物の世界　ナチュラルヒストリーへの招待.第3号 Newton special issue 河野昭一監修 教育社 1988.11 

植物の世界　ナチュラルヒストリーへの招待.第4号 Newton special issue 河野昭一監修 教育社 1989.4 

植物の名前小事典 清水清著 誠文堂新光社 1978.1

植物の名前の話 前川文夫著 八坂書房 1981.4

植物和名語源新考 深津正著 八坂書房 1976.4

人類最後の日 －自然の復讐－ ちくま少年図書館 宮脇昭著，田中正三絵 筑摩書房 1972 

世界のアイリス 日本花菖蒲協会 誠文堂新光社 2005.3

世界の山草･野草ポケット事典 富山稔・森和男著 日本放送出版協会 1996.6

世界のプリムラ 世界のプリムラ編集委員会 誠文堂新光社 2007.3

草木春秋 本田正次著 石崎書店 1953 

草木図誌 東書選書 鶴田知也著 東京書籍 1979.1

続･思い出の花 －花を訪ねて幾山谷 季節の花－ 新暦叢書 佐藤富美著 揺籃社 1997.5

蝶々はなぜ菜の葉にとまるのか ―日本人の暮らしと身近な植物 稲垣栄洋著 草思社 2006.10

日本植物学史 湯浅明著 研究社 1948.7

日本植物ハンドブック　採集検索 奥山春季著 八坂書房 1974 

日本植物名彙 本田正次著 恒星社厚生閣 1957.3

日本草本植物総検索誌.双子葉編　改訂増補版 杉本順一著 井上書店 1978.11

日本草本植物総検索誌.単子葉編 杉本順一著 井上書店 1973.11

日本の山野草ポケット事典 久志博信・内藤登喜夫編 日本放送出版協会 1998.3

日本の野生植物. 木本　フィールド版 佐竹義輔ほか共編 平凡社 1993.2

野の花に親しむ.1 高橋勝雄文･写真 毎日新聞社 1995.7

野の花に親しむ.2 高橋勝雄文･写真 毎日新聞社 1995.9

野の花に親しむ.3 高橋勝雄文･写真 毎日新聞社 1995.11

野の花に親しむ.4 高橋勝雄文･写真 毎日新聞社 1996.2

野の花に親しむ.5 高橋勝雄文･写真 毎日新聞社 1996.4

野の花に親しむ.別巻栽培編 高橋勝雄文･写真 毎日新聞社 1996.6

野花.1　野での出会い山での出会い 学習研究社編 学習研究社 1997.11

花がともだち連れてきた　おばあちゃんの植物日記 加藤あき著 大和書房 1989.6 

花と樹木ものしり百科 新人物往来社編 新人物往来社 1995.6

花とみどりのことのは ネイチャー･プロ編集室構成･文 幻冬舎 2001.12

花の歳時記. 6　山と高原の花 飯田竜太・田中澄江監修 小学館 1982.7

花の日本語 山下景子著 幻冬舎 2007.3

春の野外植物 堀勝著 保育社 1961.3

広島県植物図選. 1 井波一雄著 博新館 1981.6

フォッサ･マグナ要素の植物　富士･箱根･伊豆に特有な植物たち ミュージアムブックレット 勝山輝男ほか共著 神奈川県立生命の星･地球博物館 1997.7

仏典の植物 満久崇麿著 八坂書房 1977.4

ほんとの植物観察 室井綽ほか共著 地人書館 1983.9

牧野富太郎と植物画展 ボタニカルワールドへのいざない 高知県立牧野植物園編 毎日新聞社 2001

身近な雑草のゆかいな生き方 稲垣栄洋著，三上修絵 草思社 2003.7
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＜植物に関する図書＞

書　　名 シリーズ名 著 者 名 出 版 社 発行年月

目で見る植物用語集 のぎへんのほん 石戸忠著 研成社 1985.7

わたしの植物図鑑
　～加藤あきさんのスケッチ帳より～平成20年度春季特別展

加藤あき著 平塚市博物館 2009

生きている植物の四季 北川政夫・宮脇昭著 誠文堂新光社 1958 

生きぬく　乾燥地の植物たち 淡輪俊監修 信山社 2003.3 

動く植物 －植物生理学入門－ P.サイモンズ著，柴岡孝雄・西崎友一郎訳 八坂書房 1996.4 

♂♀のはなし 植物 鳥山国士編著，芦沢正和ほか執筆 技報堂出版 1990.11

河川環境と水辺植物 －植生の保全と管理－ 奥田重俊・佐々木寧編 ソフトサイエンス社 1996.7

カラー樹の実草の実 小林義雄解説 山と渓谷社 1975.9

帰化植物 環境科学ライブラリー 沼田真編 大日本図書 1975

帰化植物 久内清孝著 科学図書出版社 1950.2 

現代植物学 佐藤重平等著 裳華房 1965 

現代の植物学 湯浅明著 培風館 1968 

高山植物 野外ハンドブック 木原浩写真，小野幹雄解説 山と渓谷社 1979.6

山菜 野外ハンドブック 木原浩写真，山口昭彦解説 山と渓谷社 1976

種子散布＜助けあいの進化論.1＞ 鳥が運ぶ種子 上田恵介編著 築地書館 1999.12

種子散布＜助けあいの進化論.2＞ 動物たちがつくる森 上田恵介編著 築地書館 1999.12

種子はひろがる　種子散布の生態学 平凡社･自然叢書 中西弘樹著 平凡社 1994.1

植物解剖及形態学　 小倉謙 養賢堂 1951

植物器官学 熊沢正夫著 裳華房 1979.8 

植物形態学 浜健夫著 コロナ社 1958 

植物形態学入門 小林万寿男著 共立出版 1975.4

植物系統分類の基礎 井上浩ほか共著 図鑑の北隆館 1974 

植物生態学　図説 沼田真編 朝倉書店 1969 

植物生態野外観察の方法 沼田真編 築地書館 1966

植物生理学 増田芳雄著 培風館 1977.1

植物生理要論 G.A.Strafford著，柴田万年訳  共立出版 1975 

植物たちの生 岩波新書 沼田真著 岩波書店 1972

植物と人間　生物社会のバランス NHKブックス 宮脇昭著 日本放送出版協会 1970.3

植物のくらし人のくらし 沼田真著 海鳴社 1993.11

植物の私生活 
デービッド･アッテンボロー著，
門田裕一ほか訳

山と溪谷社 1998.4 

植物の自然史 －多様性の進化学－ 岡田博ほか編著 北海道大学図書刊行会 1994.1

植物の社会 平凡社全書 松村義敏著 平凡社 1949 

植物の雌雄性 岩波全書 小野知夫著 岩波書店 1963.7

植物の進化生物学.1　被子植物の系統 田村道夫著 三省堂 1974.2

植物の生殖 岩波全書 小野知夫著 岩波書店 1951.2

植物の分類 －基礎と方法－ 佐竹義輔著 第一法規出版 1964 

植物の分類 －実験分類学からのアプローチ－ 新生物学シリーズ J.ヘズロップーハリスン著，小野幹雄訳 河出書房新社 1973 

植物の〈見かけ〉はどう決まる　遺伝子解析の最前線 中公新書 塚谷裕一著 中央公論社 1995.2

植物名の由来 東書選書 中村浩著 東京書籍 1980.7

食用植物図説　日本･世界の700種 星川清親・千原光雄著 女子栄養大学出版部 1970.6

新高等植物分類表 伊藤洋著 北隆館 1968

図説花粉 ―走査電顕写真を中心として 岩波洋造,山田義男著 講談社 1984.5 

毒草の雑学 のぎへんのほん 一戸良行著 研成社 1980.8

なんじゃもんじゃ －植物学名の話－ くらしの図書館シリーズ 上村登著 北隆館 1973 

日本植生便覧　改訂版 宮脇昭責任編集 至文堂 1983.4

日本の植生図鑑.1　森林 中西哲ほか共著 保育社 1983.6 

日本の植生図鑑.2　人里･草原 矢野悟道ほか共著 保育社 1983.6

熱帯植物要覧 熱帯植物研究会編 大日本山林会 1984.8 

花ごよみ花時計 自然選書 滝本敦著 中央公論社 1979.5 

花の色の謎 東海科学選書 安田斉著 東海大学出版会 1976

花の性 －その進化を探る－ 矢原徹一著 東京大学出版会 1995.5 

はまべの植物 村上司郎著 加島書店 1964.4

ふくしまの高山植物 斎藤慧 福島民報社 1979

緑の証言　滅びゆくものと生きのびるもの 東書選書 宮脇昭著 東京書籍 1983.7

緑の侵入者たち　帰化植物のはなし 朝日選書 浅井康宏著 朝日新聞社 1993.5

有用植物学 北村四郎著 朝倉書店 1952 

陸上植物の起源と進化 岩波新書 西田誠著 岩波書店 1977.1 

小笠原植物図譜 豊田武司 アボック社 1981.1

くにたち自然ガイド.植物編 国立市公民館編 国立市公民館 1984.2

皇居の植物 生物学御研究所編 保育社 1989.11
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＜植物に関する図書＞

書　　名 シリーズ名 著 者 名 出 版 社 発行年月

埼玉県植物誌. 1998年版 伊藤洋 埼玉県教育委員会 1998.3

澤田武太郎植物日記 沢田武太郎著 箱根町教育委員会 1979.6

自然はともだち －ふくいの植物－ 福井県県民生活部自然保護課編 福井県県民生活部自然保護課 1988.3

植生地理学 シュミットヒューゼン著，宮脇昭訳 朝倉書店 1968 

植物地理学新考 正宗厳敬著 北隆館 1956.10

植物渡来考 早稲田選書 向坂道治著 早稲田大学出版部 1953 

東亜植物 岩波全書 中井猛之進著 岩波書店 1935

日本･花の名所ガイド　四季の花･北から南まで精選200か所 別冊NHK趣味の園芸 日本放送出版協会編 日本放送出版協会 1990.4

日本植物記 東書選書 本田正次著 東京書籍 1981.10 

日本絶滅危惧植物 岩槻邦男著 海鳴社 1990.6 

日本の植生 宮脇昭 学習研究社 1977.4

日本の植生 ―侵略と攪乱の生態学 矢野悟道 東海大学出版会 1988.1

野の草の手帖　彩色図版と文献例とでつづる草の歳時記 尚学図書言語研究所編 小学館 1989.4

滅びゆく日本の植物50種 岩槻邦男編著 築地書館 1992.11

武蔵野の植物 桧山庫三 井上書店 1965

琉球の植物 初島住彦・中島邦雄著 講談社 1979.5

きのこ 野外ハンドブック  今関六也解説，水野仲彦ほか写真 山と渓谷社 1977.11

キノコ･カビの生態と観察 生態と観察シリーズ 土居祥兌著 築地書館 1977.9

キノコ 280種 実用植物シリーズ 伊沢正名著 文化出版局 1983.8

きのこの100不思議 日本林業技術協会編 東京書籍 1997.2

コケの世界　箱根美術館のコケ庭 高木典雄ほか監修･執筆 エム･オー･エー美術･文化財団 1996.6

しだ －その特徴と見分け方－ くらしの図書館シリーズ 伊藤洋著 北隆館 1973 

シダ学入門 伊藤洋ほか共著 ニュー･サイエンス社 1972 

秋の花 野草ハンドブック 富成忠夫 山と渓谷社 1974

自然の花「秋冬の山野草」 田代道彌解説，夏梅陸男写真 創元社 1983.9

自然の花「夏の山野草」 田代道彌解説，夏梅陸男写真 創元社 1983.7

自然の花「春の山野草」 田代道彌解説，夏梅陸男写真 創元社 1984.3

写真で見るたねの旅立ち 香取一著 文一総合出版 1994.11 

夏の花 野草ハンドブック 富成忠夫 山と渓谷社 1974

日本種子植物集覧.第1冊 原寛著 岩波書店 1949.6

日本種子植物分類大綱 本田正次著 恒星社厚生閣 1955.12

花ごよみ「秋の花」 浅山英一解説，夏梅陸夫写真 創元社 1981.10 

花ごよみ「夏の花」 浅山英一解説，夏梅陸夫写真 創元社 1981.7 

花ごよみ「冬の花」 浅山英一解説，夏梅陸夫写真 創元社 1982.1 

春の花 野草ハンドブック 富成忠夫 山と渓谷社 1974

世界の針葉樹 杉本順一著 井上書店 1987.10 

雲南のシャクナゲ 馮国楣ほか編 日本放送出版協会 1981.6 

おもしろくてためになる桜の雑学事典　 井筒清次著 日本実業出版社 2007.3

サクラソウの目　保全生態学とは何か 鷲谷いづみ著 地人書館 1998.3

雑草のくらしから自然を見る　生物教師のフィールド･ノート 岩瀬徹著 文一総合出版 1989.4

竹･笹の話 －よみもの植物記－ くらしの図書館シリーズ 室井綽著 北隆館 1979.4

調布の自然 どんぐり 東京都みどりの推進委員調布の会編 東京都みどりの推進委員調布の会 1990.12

日本イネ科植物図譜 長田武正著 平凡社 1989.12 

日本のすみれ　写真集 浜栄助編著 誠文堂新光社 1987.3

日本のユリ　原種とその園芸種 清水基夫編著 誠文堂新光社 1987.11 

バオバブ －ゴンドワナからのメッセージ－ 近藤典生編著 東京農業大学図書館 1997

野草・雑草ウォッチング 岩瀬徹著 講談社 1999.3

薬になる花 安藤博写真，田中孝治文 朝日新聞社 1979.1

図解・四季の薬草利用 小林正夫著 農山漁村文化協会 1975.12

花とくすり　和漢薬の話 難波恒雄著 八坂書房 1981.4

薬草事典　220種の栽培法･薬効･用い方 成田隼人監修 月刊さつき研究社 1981.5
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＜園芸・造園に関する図書＞

書　　名 シリーズ名 著 者 名 出 版 社 発行年月

365日の園芸百科　家庭園芸保存決定版 主婦の友社編 主婦の友社 1981

ＮＨＫ趣味の園芸③ 園芸相談 草花 NHK趣味の園芸 浅山英一 日本放送出版協会 1972

ＮＨＫ趣味の園芸⑤ 園芸相談 山草・野草 NHK趣味の園芸 太田万里 日本放送出版協会 1976

園芸面白100種 主婦と生活社編 主婦と生活社 1981.6

園芸植物の栄養繁殖 藤井利重編著 誠文堂新光社 1968.7

園芸全書 主婦の友社編 主婦の友社 1970.9

園芸大辞典.4　ち～は 牧野富太郎ほか監修 誠文堂新光社 1953.5

最新園芸大辞典. 第1巻Ａ－ＣＯＥ 最新園芸大辞典編集委員会編 誠文堂新光社 1968

最新園芸大辞典. 第2巻ＣＯＦ－ＨＥ 最新園芸大辞典編集委員会編 誠文堂新光社 1968

最新園芸大辞典. 第3巻ＨＩ－Ｌ 最新園芸大辞典編集委員会編 誠文堂新光社 1969

最新園芸大辞典. 第4巻Ｍ－ＰＯＩ 最新園芸大辞典編集委員会編 誠文堂新光社 1969

最新園芸大辞典. 第5巻ＰＯＬ‐Ｓ 最新園芸大辞典編集委員会編 誠文堂新光社 1970

最新園芸大辞典. 第6巻Ｔ－Ｚ 最新園芸大辞典編集委員会編 誠文堂新光社 1970

最新園芸大辞典. 第7巻総索引・文献 最新園芸大辞典編集委員会編 誠文堂新光社 1971

最新園芸大辞典. 第8巻 「補遺編」 最新園芸大辞典編集委員会編 誠文堂新光社 1976

湘南すまいの庭 庭 別冊 建築資料研究社 建築資料研究社 1980.4

新園芸教室 湯浅浩史著 八坂書房 1981.7

新･園芸クリニック.1　洋ラン・観葉植物・熱帯花木 別冊NHK趣味の園芸 日本放送出版協会編 日本放送出版協会 1997.1

新･園芸クリニック.2　山野草・ハーブ 別冊NHK趣味の園芸 日本放送出版協会編 日本放送出版協会 1997.4

新･園芸クリニック.3　鉢花・草花 別冊NHK趣味の園芸 日本放送出版協会編 日本放送出版協会 1997.10

新･園芸クリニック.4　庭木・花木・家庭果樹 別冊NHK趣味の園芸 日本放送出版協会編 日本放送出版協会 1997.11

花のある生活 恵泉女学園短期大学園芸生活科編 北隆館 1969.9

温室とフレーム 作り方・使い方 ガーデンシリーズ ガーデンライフ編 誠文堂新光社 1975

家庭でできる庭木･野菜･草花の病気と害虫対策 牛山欣司監修 成美堂出版 2003.6

家庭でできる病気と害虫の防除 別冊NHK趣味の園芸 日本放送出版協会編 日本放送出版協会 1995.4

病害虫防除ハンドブック 別冊NHK趣味の園芸 日本放送出版協会編 日本放送出版協会 1989.11

世界果樹図説 中村三八夫著 農業図書 1978.11

育てて楽しむブルーベリー12か月 玉田孝人・福田俊著 創森社 2007.4

ＮＨＫ趣味の園芸④　たのしい野菜づくり NHK趣味の園芸 柳宗民 日本放送出版協会 1972

旨い！楽しい！納得！野菜づくり 別冊NHK趣味の園芸 藤田智監修 日本放送出版協会 2007.5

生垣　樹種と仕立て方 ガーデンシリーズ ガーデンライフ編 誠文堂新光社 1976

全図解農家直伝「安心野菜」のつくり方　体験農園の名指導者の知恵と工夫 加藤義松著 講談社 2005.4

身近な野菜のなるほど観察記 稲垣栄洋著,三上修絵 草思社 2005.8

ＮＨＫ趣味の園芸① 園芸相談 観葉植物・鉢花 NHK趣味の園芸 江尻光一 日本放送出版協会 1971

ＮＨＫ趣味の園芸② 園芸相談 庭木・花木・果樹 NHK趣味の園芸 藤井利重 日本放送出版協会 1971

秋の山野草100 NHK出版家庭園芸百科 高橋勝雄著 日本放送出版協会 1993.10

朝顔 ホーム園芸シリーズ 堀切史郎著 樹石社 1980.6

あふれるように咲くペチュニア　すてきなガーデニング 主婦の友生活シリーズ 主婦の友社編 主婦の友社 2002.4

イチゴ NHK趣味の園芸 よくわかる栽培12か月 矢部和則著 日本放送出版協会 2001.11

色分け花図鑑.朝顔　名前の由来と品種がわかる 米田芳秋著 学習研究社 2006.5

色分け花図鑑.桜草　名前の由来と品種がわかる 鳥居恒夫著 学習研究社 2006.2

色分け花図鑑.椿　名前の由来と系統がわかる 桐野秋豊写真･著 学習研究社 2005.1

植木①　秋・冬・早春の花木 農耕と園芸編 誠文堂新光社 1977.9

植木②　春・夏の花木 農耕と園芸編 誠文堂新光社 1977.7

植木③　庭木と造園技術 農耕と園芸編 誠文堂新光社 1977.7

植木④　洋種花木 農耕と園芸編 誠文堂新光社 1977.8

梅入門　盆梅/観賞/品種/庭梅 イケダ３Ｌブックス 梅の会編 池田書店 1973.2

雲南のツバキ 中国科学院昆明植物研究所ほか編 日本放送出版協会 1981.12 

園芸12か月　いますぐ役立つ作業暦 鳥居恒夫著 主婦と生活社 1981.9

園芸12か月　一年中花と緑を楽しむ.ここがポイント！ 櫻井廉著 学習研究社 1990.12

園芸植物図譜 浅山英一著，太田洋愛・二口善雄画 平凡社 1986.3

園芸植物の病害虫図鑑 上住泰著 講談社 1992.5

園芸植物の病気と害虫 文研リビングガイド 宮田滋・前田清著 文研出版社 1972

園芸植物の病気と害虫 上住泰著 講談社 1982.3

園芸植物名の由来 東書選書 中村浩著 東京書籍 1981.1

エンジェルストランペット NHK趣味の園芸 よくわかる栽培12か月 尾崎章著 日本放送出版協会 2001.7

覚えて役立つ栽培テクニック250 NHK趣味の園芸パーフェクトガーデニング 日本放送出版協会編 日本放送出版協会 1999.4

芝生と芝庭づくり ガーデンシリーズ ガーデンライフ編 誠文堂新光社 1976

シャクナゲ　その種類と栽培 ガーデンシリーズ ガーデンライフ編 誠文堂新光社 1975

ツバキとサザンカ　その魅力と栽培 ガーデンシリーズ ガーデンライフ編 誠文堂新光社 1975.9

洋ラン　種類と栽培入門 ガーデンシリーズ ガーデンライフ編 誠文堂新光社 1975
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花卉園芸ハンドブック 鶴島久男著 養賢堂 1983.11

花木100種の剪定　花つきをよくする NHK趣味の園芸 妻鹿加年男著 日本放送出版協会 1980.4

花木･庭木のふやし方 イケダ３Ｌブックス 国重正昭著 池田書店 1976.4

かんたん･やさしいキクの育て方 ブティック･ムック 岡ノ谷幹雄監修 ブティック社 2001.10

ギフトから始める洋ランづくり 別冊NHK趣味の園芸 日本放送出版協会編 日本放送出版協会 1993.1

草もの盆栽　山草･野草で親しむ寄せ植え 山根景子著 日本放送出版協会 1996.1

クリスマスローズ NHK趣味の園芸 よくわかる栽培12か月 石原紀念男著 日本放送出版協会 2000.12

クリスマスローズ 野田卯一郎監修 六耀社 1998.9

クリスマスローズのすべて 別冊NHK趣味の園芸 横山暁・野々口稔監修 日本放送出版協会 2007.2

クレマチス　楽しみ方作り方 日本クレマチス協会編 誠文堂新光社 1967.5

原色エビネ写真集　春咲エビネの変異を追って ガーデンライフ別冊 ガーデンライフ編集部編 誠文堂新光社 1978.3

原色観葉植物写真集 日本インドア･グリーン協会編 誠文堂新光社 1983.1

原色サボテン写真集 平尾博著 誠文堂新光社 1980.10

原色シャボテン 平尾秀一著 加島書店 1955.8

原色多肉植物写真集 日本多肉植物の会編 誠文堂新光社 1981.4

原色庭木･盆栽の病害虫診断 上住泰・鍵渡徳次著 農山漁村文化協会 1972.7

原色･花の病害虫防除 森田儔ほか著 家の光協会 1978.5

原寸サツキ銘鑑 ガーデンライフ別冊 小川由太郎編 誠文堂新光社 1974.4

国風盆栽展 記念帖.第47回 日本盆栽協会編 日本盆栽協会 1973.4

これだけは覚えたい栽培テクニック 別冊NHK趣味の園芸 日本放送出版協会編 日本放送出版協会 1982.4

栽培上手になる土･肥料･鉢 別冊NHK趣味の園芸 日本放送出版協会編 日本放送出版協会 1991.4

栽培大事典　栽培が楽しくなる山野草1500種 別冊趣味の山野草 神戸山草会編著 月刊さつき研究社 1989.12

作業12か月.4　大ギク NHK趣味の園芸 作業12か月 岡田正順著 日本放送出版協会 1976.2

作業12か月.7　シンビジューム NHK趣味の園芸 作業12か月 江尻光一著 日本放送出版協会 1976.2

作業12か月.8　エビネ NHK趣味の園芸 作業12か月 伊藤五彦著 日本放送出版協会 1976.4

作業12か月.9　日本サクラソウ NHK趣味の園芸 作業12か月 鈴鹿冬三著 日本放送出版協会 1976.5

作業12か月.20　デンドロビューム NHK趣味の園芸 作業12か月 江尻光一著 日本放送出版協会 1978.4

作業12か月.22　カンノンチク・シュロチク NHK趣味の園芸 作業12か月 池部和夫・西良祐著 日本放送出版協会 1979.6

作業12か月.23　春ラン・寒ラン NHK趣味の園芸 作業12か月 黒崎陽人著 日本放送出版協会 1980.2

作業12か月.29　月下美人・クジャクサボテン NHK趣味の園芸 作業12か月 橋詰穹著 日本放送出版協会 1985.6

作業12か月.36　ハイドランジア紫陽花 NHK趣味の園芸 作業12か月 花岡喜重著 日本放送出版協会 1993.6

作業12か月.39　ブルーベリー・キイチゴ類 NHK趣味の園芸 作業12か月 高橋栄治著 日本放送出版協会 1994.3

さくらそう 鳥居恒夫著 日本テレビ 1985.4

挿し芽･挿し木･接ぎ木 山田卓三著 有紀書房 1974

サツキ　仕立て方味わい方 ガーデンライフ別冊 ガーデンライフ編集部編 誠文堂新光社 1972.6

皐月　特集号 園芸案内別冊 改良園皐月部編 改良園皐月部 -

皐月図鑑.1 日本皐月会編 池田書店 1970.1

皐月図鑑.2 日本皐月会編 池田書店 1971.1

皐月図鑑.3 日本皐月会編 池田書店 1971.12

さつき相談室<愛好家の疑問にズバリ答える> 月刊さつき研究社編 月刊さつき研究社 1977.6

サツキづくり　繁殖･盆栽･交配 文研リビングガイド 沖田好弘著 文研出版 1969.12

皐月入門　苗木から盆栽まで イケダ３Ｌブックス 日本皐月会編 池田書店 1968.6

さつき花柄百花 月刊さつき研究別冊 月刊さつき研究社編 月刊さつき研究社 1978.4

さつき名花総覧 月刊さつき研究編集部編 月刊さつき研究社 1972.8

サボテン栽培　初心者のための栽培法 実用百科シリーズ 田中亮三郎著 永岡書店 1972.2

サルビア NHK趣味の園芸 よくわかる栽培12か月 西川綾子著 日本放送出版協会 2001.8

山草と野草　和洋五三〇種の観賞と栽培 主婦の友社編 主婦の友社 1978.6

山草･野草入門　育て方と楽しみ方 麻生武夫・中川重年著 有紀書房 1977

山野草早わかり百科　育て方、楽しみ方がひと目でわかる 主婦と生活 生活シリーズ 久志博信著 主婦と生活社 1995.4

山野草ハンドブック 別冊NHK趣味の園芸 日本放送出版協会編 日本放送出版協会 1989.4

四季の鉢花100 ～暮らしを彩る NHK出版家庭園芸百科 室谷優二著 日本放送出版協会 1994.11

四季をはこぶ球根草花 別冊NHK趣味の園芸 日本放送出版協会編 日本放送出版協会 1995.10

シダの観賞と栽培 加辺正明著 北隆館 1978.9

ジャーマンアイリス NHK趣味の園芸 よくわかる栽培12か月 平城好明著 日本放送出版協会 2002.9

シャクナゲ NHK趣味の園芸 よくわかる栽培12か月 倉重祐二著 日本放送出版協会 2003.3

シャクナゲとツツジ 東京山草会監修 誠文堂新光社 1969.5

樹種別 盆栽の整枝･せん定 文研リビングガイド 唐沢今朝利著 文研出版 1975.1

趣味の家庭園芸1　花木 伊藤義治解説，神田淳写真 山と渓谷社 1976.7

趣味の家庭園芸2　草花 柳宗民解説，富岡定博・夏梅陸男写真 山と渓谷社 1979.5

趣味の家庭園芸3　観葉・鉢花 坂梨一郎・原田龍志解説，大貫茂写真 山と渓谷社 1979.6

趣味の盆栽　観賞と仕立て方 村石一志著 金園社 1965
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松柏盆栽　観賞と仕立方 村田圭司著 大泉書店 1968.2

小品盆栽の育て方.1 樹種別 グリーニングブックス 明官俊彦著 三友社 1973.5

小品盆栽の育て方.2 樹種別 グリーニングブックス 明官俊彦著 三友社 1973.8

小品盆栽の育て方.3 樹種別 グリーニングブックス 明官俊彦著 三友社 -

新園芸相談.1　鉢花 NHK趣味の園芸 新園芸相談 日本放送出版協会編 日本放送出版協会 1991.10

新園芸相談.2　庭木・花木 NHK趣味の園芸 新園芸相談 日本放送出版協会編 日本放送出版協会 1991.11

新園芸相談.3　家庭果樹 NHK趣味の園芸 新園芸相談 日本放送出版協会編 日本放送出版協会 1991.12

新園芸相談.4　盆栽 NHK趣味の園芸 新園芸相談 日本放送出版協会編 日本放送出版協会 1992.1

新園芸相談.5　洋ラン NHK趣味の園芸 新園芸相談 日本放送出版協会編 日本放送出版協会 1992.2

新園芸相談.6　草花＆花壇 NHK趣味の園芸 新園芸相談 日本放送出版協会編 日本放送出版協会 1992.3

新園芸相談.7　山野草 NHK趣味の園芸 新園芸相談 日本放送出版協会編 日本放送出版協会 1992.4

新園芸相談.8　ハーブ＆野菜 NHK趣味の園芸 新園芸相談 日本放送出版協会編 日本放送出版協会 1992.7

新園芸相談.9　観葉植物 NHK趣味の園芸 新園芸相談 日本放送出版協会編 日本放送出版協会 1992.9

新園芸相談.10　サボテン＆多肉植物 NHK趣味の園芸 新園芸相談 日本放送出版協会編 日本放送出版協会 1992.11

新皐月事典　有名人気銘花543品種－特徴と育て方－ 月刊さつき研究社編 月刊さつき研究社 1978.9

新さつき入門　銘花百選 さつきを始める人のために さつき作り12ケ月 月刊さつき研究別冊 日本さつき文化振興会編 日本さつき文化振興会 1973.6

水湿生植物の繁殖育苗技術 財団法人日本緑化センター 財団法人日本緑化センター 1999.3

図解花木･実物の鉢仕立て ガーデンライフ別冊 ガーデンライフ編集部編 誠文堂新光社 1977.4

図解草物盆栽の仕立て方 ガーデンライフ別冊 ガーデンライフ編 誠文堂新光社 1976.3

図解クロマツ盆栽の仕立て方 ガーデンライフ別冊 ガーデンライフ編集部編 誠文堂新光社 1978.6

図解サツキ盆栽の仕立て方 ガーデンライフ別冊 ガーデンライフ編集部編 誠文堂新光社 1975.5

図解松柏盆栽の仕立て方 ガーデンライフ別冊 ガーデンライフ編集部編 誠文堂新光社 1975.4

図解小品松柏草物盆栽の仕立て方 ガーデンライフ別冊 ガーデンライフ編集部編 誠文堂新光社 1977.4

図解小品雑木盆栽の仕立て方 ガーデンライフ別冊 ガーデンライフ編集部編 誠文堂新光社 1977.11

図解小品花物･実物盆栽の仕立て方 ガーデンライフ別冊 ガーデンライフ編集部編 誠文堂新光社 1976.9

図解雑木盆栽の仕立て方 ガーデンライフ別冊 ガーデンライフ編集部編 誠文堂新光社 1974.3

図解 庭木・花木の手入れ12カ月 石川格著 誠文堂新光社 1979.1

図解花物盆栽の仕立て方 ガーデンライフ別冊 ガーデンライフ編集部編 誠文堂新光社 1974.10

図解盆栽の整姿と剪定 石崎真治著 有紀書房 1976

図解実物盆栽の仕立て方 ガーデンライフ別冊 ガーデンライフ編集部編 誠文堂新光社 1975.9

すぐに役立つ園芸クリニック.3　鉢花・草花 別冊NHK趣味の園芸 日本放送出版協会編 日本放送出版協会 1987.4

大成功するやさしいキクづくり12ヵ月　豪華な美しさを楽しむ栽培テクニック 岡ノ谷幹雄著 成美堂出版 2001.3

大文字草（ダイモンジソウ）事典　最新銘花と栽培法 別冊趣味の山野草 月刊さつき研究社編 月刊さつき研究社 1988.11

多肉植物　ユニークな形と色を楽しむ NHK趣味の園芸ガーデニング 日本放送出版協会編 日本放送出版協会 2001.12

楽しい家庭花壇づくり　庭･ベランダ･窓辺を飾る 別冊NHK趣味の園芸 日本放送出版協会編 日本放送出版協会 1993.4

誰にもできるサツキ若木の樹形づくり 月刊さつき研究別冊 月刊さつき研究社編 月刊さつき研究社 1976.9

接ぎ木のすべて 町田英夫編 誠文堂新光社 1978.3

ツバキとサザンカ 主婦の友園芸ガイド別冊 主婦の友社編 主婦の友社 1976.12

つるバラ NHK趣味の園芸 よくわかる栽培12か月 村田晴夫著 日本放送出版協会 2000.11

東洋蘭 ―花物と柄物の育て方 主婦の友社編 主婦の友社 1979.8

トケイソウ NHK趣味の園芸 よくわかる栽培12か月 山方政樹著 日本放送出版協会 2005.3

夏の山野草100 NHK出版家庭園芸百科 高橋勝雄著 日本放送出版協会 1994.7

日本ツバキ･サザンカ名鑑 日本ツバキ協会編 誠文堂新光社 1998.6

日本椿集 津山尚文・二口善雄画 平凡社 1975.6

日本の椿花　園芸品種1000 横山三郎,桐野秋豊著,神園英彦写真 淡交社 2005.11

日本の花 ちくま新書 柳宗民著 筑摩書房 2006.3

入門山草･野草　栽培と繁殖 文研リビングガイド 神戸山草会編 文研出版 1974.8

庭木･花木･小果樹の整枝と剪定　プロが教えるガーデニングテクニック 丹羽蒼一郎著　 日東書院 2003.10

庭木・花木の整姿・剪定　新版 石川格著 誠文堂新光社 1982.2

庭木・花木の病気と害虫　改訂版 藍野祐久ほか共著 誠文堂新光社 1973.6

庭木と芝の病虫害マニュアル 村田道雄ほか共著 ワールドグリーン出版 1991.4

庭師の知恵袋 豊田英次著 講談社 1989.6

人気のクリスマスローズ　バラエティーに富んだ花色と花形が魅力 主婦の友ベストBOOKS 主婦の友社編 主婦の友社 2004.3

人気の雪割草　雪割草銘花と栽培法 別冊趣味の山野草 - 栃の葉書房 1994.2

初めてのエビネ －失敗しない育て方－ 三池延和著 主婦と生活社 1988.4

はじめてのベゴニア12ヵ月　美しい花と葉を楽しむ 西牧宏治著 成美堂出版 2004.4

鉢植花木の摘芯と剪定　プロが教えるコンテナガーデニングテクニック 大久保茂徳著 日東書院 2003.11

鉢花ポケット事典 長岡求著 日本放送出版協会 1997.12

花屋さんの花がわかる本　講談社の花手帳 長岡求著 講談社 1994.4

バラ大百科　選ぶ、育てる、咲かせる 別冊NHK趣味の園芸 NHK出版編 日本放送出版協会 2006.4

バラ作り基礎の基礎　人気107種カラー図鑑と育て方のコツ 野村和子監修 パッチワーク通信社 2000.4
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春の山野草100 NHK出版家庭園芸百科 高橋勝雄著 日本放送出版協会 1995.2

プリムラ NHK趣味の園芸 よくわかる栽培12か月 矢澤秀成著 日本放送出版協会 2006.11

盆栽捷径（はやわかり） 日本盆栽組合著 関東図書 1963.11

盆栽入門　鉢物から盆栽へ 文研リビングガイド 西良祐著 文研出版 1971.2

盆栽のすべて 浅枝恵著 農業図書 1972.4

毎年花咲く宿根草花 別冊NHK趣味の園芸 日本放送出版協会編 日本放送出版協会 1997.3

豆盆栽入門　主要樹70種の小作りのコツ イケダ３Ｌブックス 安藤吾路著 池田書店 1972.1

むくげ 立花吉茂著，神園英彦写真 淡交社 1989.5

モミジとカエデ 大井次三郎ほか共著 誠文堂新光社 1968.11

やさしいさし木･とり木･つぎ木　イラストでわかる株分け･種子まき 松家昇監修 新星出版社 2000.5

野生ランの栽培 鈴木吉五郎著 誠文堂新光社 1977.10

野生ランの栽培.続 鈴木吉五郎著 誠文堂新光社 1986.4

ユリ NHK趣味の園芸 よくわかる栽培12か月 肥土邦彦著 日本放送出版協会 2002.6

ゆりの仲間 鈴木基夫著 淡交社 1990.8

ゆりを楽しむ　人気の野生種･園芸種120余種と育て方 別冊趣味の山野草 武田義監修 栃の葉書房 2007.4

洋らん 服部慶俊,狩野邦雄著 保育社 1965.4

洋らんづくり graphica series 横川武,伊藤進一郎著 主婦と生活社 1972.12

植木産業の歩み 日本植木協会編 日本植木協会 1985.1

植木の実生と育て方 山中寅文著 誠文堂新光社 1975.7

環境緑化の資料と実例 －造園設計の必携－ 永嶋正信著 理工図書 1971.8

環境緑化の手引 東堂行雄著 地球社 1973.10

環境を創造する　造園学からの提言 日本造園学会編 日本放送出版協会 1985.5

グラウンドカバープランツ ワールドグリーン出版編 ワールドグリーン出版 1992.6

計画と設計の実際　造園実務集成公共造園編1 北村信正監修 技報堂出版 1972.11

国立公園図鑑 国立公園協会編 大蔵省印刷局 1995.11

コニファー 浜野周泰ほか共著 ワールドグリーン出版 1992.12

四季の庭木 小林義雄著 朝日新聞社 1973.6

自然公園の手びき.1977 国立公園協会編 国立公園協会 1977.1

自然公園の手びき.2008 国立公園協会編 国立公園協会 2008.3

自然公園への招待　国立公園･国定公園ガイド 国立公園協会編 国立公園協会 2006.3

自然への招待
国立公園・国定公園・原生自然環境保全地域・自然環境保全地域ガイド

国立公園協会編 国立公園協会 1993.3

小庭園のつくり方 河原武敏著 永岡書店 1980.6

図解生垣･垣根のすべて ガーデンライフ庭と樹木選書 岡崎文彬編 誠文堂新光社 1975.3

全国庭園ガイドブック 京都林泉協会編 誠文堂新光社 1966.12

造園管理の実際　造園実務集成公共造園編3 北村信正監修 技報堂出版 1973.9

造園工事・管理 池田二郎著 農業図書 1971.3

造園施工の実際　造園実務集成公共造園編2 北村信正監修 技報堂出版 1973.7

造園ハンドブック 日本造園学会編 技報堂出版 1978.11

造園木の速成栽培 石崎厚美著 地球出版 1970.3

造園用語辞典
東京農業大学農学部造園学科
造園用語辞典編集委員会編

彰国社 1985.6

竹と笹入門　庭/盆景/盆栽/竹林 イケダ３Ｌブックス 鈴木貞雄編著 池田書店 1971.10

竹と庭 室井綽著 農業図書 1969.12

庭園入門講座 第1巻  庭づくりの用意と構想 上原敬二 加島書店 1968

庭園入門講座 第2巻  庭の調査・測量・見積 上原敬二 加島書店 1968

庭園入門講座 第3巻　庭樹解説・植栽・用途 上原敬二 加島書店 1968

庭園入門講座 第4巻　剪定・生垣・庭樹各論　 上原敬二 加島書店 1968

庭園入門講座 第5巻　芝生・苔・庭草・草花 上原敬二 加島書店 1969

庭園入門講座 第6巻　庭垣・袖垣・工作物類 上原敬二 加島書店 1969

庭園入門講座 第7巻　岩石・庭石・石組方法 上原敬二 加島書店 1969

庭園入門講座 第8巻　軒内・園路・池泉石組 上原敬二 加島書店 1969

庭園入門講座 第9巻　滝・橋・灯篭・石造物 上原敬二 加島書店 1969

庭園入門講座 第10巻　日本式庭園・各種庭園 上原敬二 加島書店 1969

庭公園樹と地被植物 浅野二郎ほか監修 ワールドグリーン出版 1992.5

手づくりの庭　付／下草と洋風添景物 実例:庭のデザインシリーズ 大橋忠成著 家の光協会 1981.12

庭木・花木・果樹 －育て方と相談－ 中村恒雄,関口義明 小学館 1978.1

庭木と緑化樹.1　針葉樹・常緑化樹 飯島亮,安蒜俊比古 誠文堂新光社 1974

庭木と緑化樹.2　落葉高木・低木類 飯島亮,安蒜俊比古 誠文堂新光社 1980.1

庭の手入れ12カ月　増補改訂版 ガーデンライフ庭と樹木選書 石川格著 誠文堂新光社 1975.1

身近な自然のつくり方　庭や窓辺に生き物を呼ぶ法 ブルーバックス 藤本和典著 講談社 1997.4

ヨーロッパの造園 岡崎文彬著 ワールドグリーン出版 1993.1
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＜園芸・造園に関する図書＞

書　　名 シリーズ名 著 者 名 出 版 社 発行年月

緑化造園技術に関する文献目録 緑化懇話会編 緑化懇話会 1981.7
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＜動物（全般・哺乳類等）に関する図書＞

書　　名 シリーズ名 著 者 名 出 版 社 発行年月

アニマルズ・クライシス絶滅！－宇宙船地球号に未来はあるか－ 文芸春秋編 文芸春秋 1992.5

生きものの風景　あるナチュラリストの自然誌 百武充著 主婦と生活社 1990.5

改正動物愛護管理法 －解説と法令･資料－ 動物愛護管理法令研究会編 青林書院 2001.4

完全図解 生きものの飼い方全書 宇田川竜男ほか編集･指導 東陽出版 1986.7

消えゆくものたち　超稀少動物の生 ダイアン･アッカーマン著 筑摩書房 1999.7

国際動物命名規約　日本学術会議訳 国際動物命名法審議会編 北隆館 1996.1

サルの目ヒトの目 河合雅雄著 平凡社 1980.4

シカ･クマ国際フォーラム北海道1990報告書
世界のシカ･クマ保護管理の現状とエゾシカ･ヒグマ保護管理の将来方向

大泰司紀之・梶光一・間野勉編集責任 野生生物情報センター 1990.10 

鹿のフンは何故つぶつぶ？－丹沢シカ博士の動物おもしろ話－ 飯村武著 神奈川新聞社 1988.12

自然がほほ笑むとき 伊谷純一郎著 平凡社 1993.11

少年動物誌 河合雅雄著 福音館書店 1976.5

水中の生物からのメッセージ　人と生きものとの共存共栄 廣崎芳次著 太陽書林 1994.2

生物が一日一種消えてゆく　滅びの動物学 ブルーバックス 小原秀雄著 講談社 1981.7

絶滅した生物 パレオパラドキシアとデスモスチルス ミュージアムブックレット 樽創著 神奈川県立生命の星･地球博物館 1997.2

絶滅動物の予言　生命誕生「35億年目の悲劇」 五十嵐享平ほか著 情報センター出版局 1992.5

絶滅のゆくえ　生物の多様性と人類の危機
ポール･エーリック,アン･エーリック著，
戸田清ほか訳

新曜社 1992.10

ソロモンの指環 －動物行動学入門－ コンラート･ローレンツ著，日高敏隆訳 早川書房 1970

展示動物等の飼養及び保管に関する基準の解説 日本動物園水族館協会編 日本動物園水族館協会 1976.12

動物医ものがたり　生命あふれる北の原野から 森田正治 みずち書房 1991.7

動物園へ行きたくなる本 矢島稔編著 リバティ書房 1989.4

動物との契約 ―人間と自然共存のために デズモンド･モリス著 平凡社 1990.1

動物剥製の手引き 橋本太郎著 北陵館 1959.1

動物論　思考と文化の起源について ポール･シェパード著 どうぶつ社 1991.3

都会の中の動物たち 増井光子著 主婦の友社 1991.12

日本史の中の動物事典 金子浩昌ほか著 東京堂出版 1992.6

のんべえ獣医の動物記.上 竹田津実著 平凡社 1984.4

のんべえ獣医の動物記.下 竹田津実著 平凡社 1984.4

ビアンキ動物記.4 ビアンキ著 理論社 1968

ビアンキ動物記.5 ビアンキ著 理論社 1968 

骨の学校 ―ぼくらの骨格標本のつくり方 盛口満・安田守著 木魂社 2001.3

宮地伝三郎動物記.1　十二支動物記 宮地伝三郎著 筑摩書房 1972.12

野生動物問題 羽山伸一著 地人書館 2001.7

生きものたちも建築家 ―巣のデザイン アルシーヴ社編 INAX 1993.3

いま、野生動物たちは　地球の声のネットワーク 丸善ブックス ナスカ･アイ編 丸善ブックス 1995.12

海辺の生き物ウォッチング 阿部正之著･写真 誠文堂新光社 1996.8

海辺の動物　私たちの自然研究 酒井恒著 千代田書房 1968.8

海岸動物の生態と観察 生態と観察シリーズ 鳥海衷著 築地書館 1975.7

寄生バチの世界　動物－その適応戦略と社会 佐藤芳文著 東海大学出版会 1988.2

クマに会ったらどうするか 玉手英夫著 岩波書店 1987.6

シートンの自然観察 自然誌選書 E.T.シートン著 どうぶつ社 1985.9

時間を知る生物 ポピュラーサイエンス 富岡憲治著 裳華房 1996.3

卵はどのようにして親になるか －発生と分化のしくみ－ 岩波新書 林雄次郎著 岩波書店 1969.1

土の中の生き物　観察と飼育のしかた 青木淳一・渡辺弘之監修 築地書館 1995.7

ツルはなぜ一本足で眠るのか ―適応の動物誌 小原秀雄ほか著 草思社 1984.6

洞穴から生物学へ NHKブックス 吉井良三著 日本放送出版協会 1970.9

動物系統分類の基礎　増補 内田亨著 北陵館 1965.6

動物生態学への招待　感動こそ野生観察の原点だ！ 飯村武著 山海堂 1990.9

動物生態の観察と研究 水野寿彦編 東海大学出版会 1978.4

動物生態野外観察の方法　改訂 水野寿彦編著 築地書館 1974.10

動物たちの「衣・食・住」学 今泉忠明著 同文書院 1987.9

動物たちの不思議な事件簿 ユージン･リンデン著 紀伊國屋書店 2001.1

動物たちのマイホーム 桑原万寿太郎著 講談社 1986.3

動物の生きる条件 日高敏隆著 玉川大学出版部 1974.7

動物の一生不思議事典 戸川幸夫監督 三省堂 1984.11

動物の親は子をどう育てるか 自然誌選書 増井光子著 どうぶつ社 1986.1

動物の数は何できまるか NHKブックス 伊藤嘉昭・桐谷圭治著 日本放送出版協会 1971.1

動物の自然史 －現代分類学の多様な展開－ 馬渡峻輔編 北海道大学図書刊行会 1995.12

動物の生態と環境　動物との共生をめざして 河内俊英・桜谷保之著 共立出版 1996.2

動物名の由来 東書選書 中村浩著 東京書籍 1981.9

土壌動物の生態と観察 生態と観察シリーズ 渡辺弘之編 筑地書館 1973.9
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＜動物（全般・哺乳類等）に関する図書＞

書　　名 シリーズ名 著 者 名 出 版 社 発行年月

なんでこんな生物がいるの　ゲッチョ先生の森の学校 盛口満著 日系サイエンス社 1995.4

入門 動物の行動 小原嘉明著 岩波書店 1986.4

別冊宝島 119 誤解しているあなたのための新釈どうぶつ読本 石井慎二編 JICC出版局 1990.1

保全生物学 樋口広芳編 東京大学出版会 1996.7

無名のものたちの世界.1 浦本昌紀ほか共著 思索社 1973.2

無名のものたちの世界.2 奥井一満ほか共著 思索社 1973.2

森の動物・昆虫学のすすめ　森林インストラクター入門 西口親雄 八坂書房 1995.2

森の動物の一〇〇不思議 日本林業技術協会編 東京書籍 1994.2

野外における危険な生物 フィールドガイドシリーズ 日本自然保護協会編 平凡社 1994.10

野生動物の研究と管理技術
日本野生動物医学会・野生生物保護
学会監修

文永堂出版 2001.11

青森県の鳥獣 青森県 青森県 1980.3

アニマルウォッチング　日本の野生動物 安間繁樹著 晶文社 1985.7

エゾヒグマ　その生活をさぐる シリーズ日本の野生動物 北大ヒグマ研究グループ著 汐文社 1982.12

オオカミはなぜ消えたか　日本人と獣の話 千葉徳爾著 新人物往来社 1995.5

シートン動物誌.1　ピューマの遊び心 シートン動物誌 アーネスト･T.シートン著，今泉吉晴監訳 紀伊国屋書店 1997.11

シートン動物誌.2　オオカミの騎士道 シートン動物誌 アーネスト･T.シートン著，今泉吉晴監訳 紀伊国屋書店 1997.11

シートン動物誌.3　キツネの家族論 シートン動物誌 アーネスト･T.シートン著，今泉吉晴監訳 紀伊国屋書店 1997,11

シートン動物誌.4　グリズリーの知性 シートン動物誌 アーネスト･T.シートン著，今泉吉晴監訳 紀伊国屋書店 1998.1

シートン動物誌.5　スカンクの社交術 シートン動物誌 アーネスト･T.シートン著，今泉吉晴監訳 紀伊国屋書店 1998.1

シートン動物誌.6　ミンクの通信法 シートン動物誌 アーネスト･T.シートン著，今泉吉晴監訳 紀伊国屋書店 1998.1

シートン動物誌.7　トナカイの塩の道 シートン動物誌 アーネスト･T.シートン著，今泉吉晴監訳 紀伊国屋書店 1998.5

シートン動物誌.8　シカの好奇心 シートン動物誌 アーネスト･T.シートン著，今泉吉晴監訳 紀伊国屋書店 1998.5

シートン動物誌.9　バッファローの大移動 シートン動物誌 アーネスト･T.シートン著，今泉吉晴監訳 紀伊国屋書店 1998.5

シートン動物誌.10　リスの食戦略 シートン動物誌 アーネスト･T.シートン著，今泉吉晴監訳 紀伊国屋書店 1998.10

シートン動物誌.11　ビーバーの建築術 シートン動物誌 アーネスト･T.シートン著，今泉吉晴監訳 紀伊国屋書店 1998.10

シートン動物誌.12　ウサギの足跡学 シートン動物誌 アーネスト･T.シートン著，今泉吉晴監訳 紀伊国屋書店 1998.10

死に絶える動物たち JICCブックレット 藤原英司著 JICC出版局 1990.10

スズメもモンシロチョウも外国からやって来た 中村一恵著 PHP研究所 1990.7

天然記念物の動物たち 畑正憲著 月刊ペン社 1971.4

道東の動物 小柳慶吾著 釧路市史編さん事務局 1990.3

動物医日記　北の大地の生命まもって 森田正治著 こうち書房 1993.1

動物観察マップ　フィールドガイド－関東版－ アニマルウォッチングの会著 日経サイエンス社 1997.8

日本の動物 旺文社ネイチャーブック 江川正幸ほか共著 旺文社 1987.3

熱帯雨林の動物たち ―ボルネオにその生態を追う 安間繁樹著 築地書館 1991.5

北海道動物記 竹田津実 平凡社 1996.1

滅びゆく日本の動物50種 上野俊一編著 築地書館 1993.1

森の野生動物に学ぶ101のヒント 日本林業技術協会編 東京書籍 2003.2

野生動物消費大国ニッポン　ワシントン条約とは何か 岩波ブックレット 小原秀雄著 岩波書店 1992.1

野生動物と野生化家畜 高橋春成著 大明堂 1995.2

野生のイリオモテヤマネコ　原生林の闇に生きる シリーズ日本の野生動物 安間繁樹著 汐文社 1976.4

レッドデータアニマルズ －日本絶滅危機動物図鑑－ 朝比奈正二郎ほか監修 JICC出版局 1992.4

サンゴのはなし －おきなわの造礁サンゴたち－ 西平守孝著 沖縄県環境保健部自然保護課 1992.3

ミミズの話 －よみもの動物記－ くらしの図書館シリーズ 山口英二著 北陵館 1970.9

カニの姿 －酒井コレクションから－ 特別展図録 神奈川県立生命の星･地球博物館編 神奈川県立生命の星･地球博物館 1999.1

キムラグモ ―環節をもつ原始のクモ 自然史双書 菊屋奈良義著 八坂書房 1993.8

クモ・ウォッチング P.ヒルヤード著 平凡社 1995.7

クモ生理生態事典 池田博明編 池田博明 1988.1

クモの学名と和名 八木沼健夫ほか共著 九州大学出版会 1990.8

クモの生活 常木勝次著 千代田書房 1967.8

クモの話 －よみもの動物記－ くらしの図書館シリーズ 八木沼健夫著 北隆館 1969.12

クモのはなしⅠ 梅谷献ニ・加藤輝代子編著 技報堂出版 1989.5

クモのはなしⅡ 梅谷献ニ・加藤輝代子編著 技報堂出版 1989.5

スパイダー･ウォーズ ―クモのおもしろ生態学 吉田真著 新草出版 1990.1

ダニにまつわる話 ちくまプリマーブックス 青木淳一著 筑摩書房 1996.4

ダニの話 －よみもの動物記－ くらしの図書館シリーズ 青木淳一著 北隆館 1968.10

身近なエビ･カニ･クモ･昆虫たち 藤沢市教育文化センター編 藤沢市教育文化センター 1999.3

自然観察者の手記.1 朝日選書 岩田久二雄著 朝日新聞社 1980.2

自然観察者の手記.2 朝日選書 岩田久二雄著 朝日新聞社 1980.4

自然観察者の手記.3 朝日選書 岩田久二雄著 朝日新聞社 1981.9

自然観察者の手記.4 朝日選書 岩田久二雄著 朝日新聞社 1981.10

小動物の生活 古出俊子著 さ･え･ら書房 1978.2
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＜動物（全般・哺乳類等）に関する図書＞

書　　名 シリーズ名 著 者 名 出 版 社 発行年月

意味論　生物学からのアプローチ 倉若欣司著 どうぶつ社 1992.3

蛙（かえる） 碓井益雄著 法政大学出版局 1989.1

最新熱帯魚の飼い方
選び方･育て方･演出の仕方･繁殖法が楽しめる ひと目でわかる！図解

森文俊・山崎浩二著 主婦と生活社 1994.8

ザ･シャーク ～サメの進化と適応･ケースコレクションより～ 神奈川県立生命の星･地球博物館編 神奈川県立生命の星･地球博物館 2002.12

知っておきたい魚の病気と治療　観賞魚の病気の基礎知識と治療方法 アクアブックス 畑井喜司雄,小川和夫,柴田俊幸著 日本動物薬品 1991.8

日本産カジカ科魚類の研究 渡部正雄著 角川書店 1958.10

琵琶湖とナマズ　進化の秘密をさぐる シリーズ日本の野生動物 友田淑郎著 汐文社 1978.6

蛇･トカゲ･亀･ワニ －よみもの動物記－ くらしの図書館シリーズ 高田栄一著 北隆館 1974.6

メダカの生物学 江上信雄ほか共編 東京大学出版会 1990.10

両生類の進化 松井正文著 東京大学出版会 1996.2

アマミノクロウサギ　生きた化石 シリーズ日本の野生動物 桐野正人著 汐文社 1977.7

イリオモテヤマネコ 戸川幸夫著 自由国民社 1972.9

ウサギの不思議な生活 ワイルドライフブックス アン･マクブライド著 晶文社 1998.8

大型哺乳類の生態と保護・管理 ―北米大陸における現状と将来 ジョン･L.シュミット,ダグラス･L.ギルバート編 文一総合出版 1992.1

オオカミと生きる ヴェルナー･フロイント著 白水社 1991.2

オオカミとその仲間たち －イヌ科動物の世界－ 神奈川県立生命の星･地球博物館編 神奈川県立生命の星･地球博物館 1998.7

追われゆくカモシカたち ちくま少年図書館 浜昇著 筑摩書房 1977.4

カモシカ　氷河期を生きた動物 大町山岳博物館編著 信濃毎日新聞社 1991.11

カモシカの生活誌　十八歳の夏、僕は始めてアオシンに出会った 落合啓二著 どうぶつ社 1992.12

キタキツネ　北辺の原野を駆ける 竹田津実著 平凡社 1974.11

北に生きるシカたち　シカ、ササそしてゆきをめぐる生態学 高槻成紀著 どうぶつ社 1992.2

鯨の話 自然選書 小川鼎三著 中央公論社 1973.3

クマを追う 米田一彦著 どうぶつ社 1991.5

コウモリ ―進化・生態・行動 J.D.オルトリンガム著 八坂書房 1998.5

ゴリラとピグミーの森 伊谷純一郎著 岩波書店 1961.8

ゴリラとヒトの間 山極寿一著 講談社 1993.7

サル学なんでも小事典　ヒトとは何かを知るために ブルーバックス 京都大学霊長類研究所編 講談社 1992.5

サルの食卓 平凡社･自然叢書 中川尚史著 平凡社 1994.5

信州のタヌキ 関谷圭史著 郷土出版社 1998.4

森林がサルを生んだ ―原罪の自然誌 河合雅雄著 平凡社 1979.9

狸の話 宮沢光顕著 有峰書店 1978.7

たぬきの本１　タヌキとつきあうための11章 林くりお著 京王出版 1990.12

東京のサル 井口基著 どうぶつ社 1991.12

日本の犬と狼 斎藤弘吉著 雪華社 1964.8

日本の哺乳類 阿部永ほか著 東海大学出版会 1994.12

日本野生動物記
　オオカミ、カモシカ、カワウソ、イタチとテン、ウサギ、ヤマネコ

自然選書 小原秀雄著 中央公論社 1972.3

日本野生動物記.続
　クマ、タヌキ、キツネ、イノシシ、リス、ハクビシン、シカ

自然選書 小原秀雄著 中央公論社 1972.12

人間の由来. 上 河合雅雄著 小学館 1992.3

人間の由来. 下 河合雅雄著 小学館 1992.3

ネズミの話 －よみもの動物記－ くらしの図書館シリーズ 宇田川竜男著 北陵館 1974.4

パンダ 自然選書 R&D.モリス著，根津真幸訳 中央公論社 1976.3

哺乳類の生態学 土肥昭夫ほか著 東京大学出版会 1997.1

哺乳類の生物学.1　分類
金子之史著，
高槻成紀シリーズ責任，粕谷俊雄編

東京大学出版会 1998.5 

哺乳類の生物学.2　形態
大泰司紀之著，
高槻成紀シリーズ責任，粕谷俊雄編

東京大学出版会 1998.7

哺乳類の生物学.3　生理
坪田敏男著，
高槻成紀シリーズ責任，粕谷俊雄編

東京大学出版会 1998.3 

哺乳類の生物学.4　社会
三浦慎悟著，
高槻成紀シリーズ責任，粕谷俊雄編

東京大学出版会 1998.4 

哺乳類の生物学.5　生態
高槻成紀著，
高槻成紀シリーズ責任，粕谷俊雄編

東京大学出版会 1998.2

幻のニホンオオカミ 柳内賢治著 さきたま出版会 1993.3

山でクマに会う方法 米田一彦著 山と渓谷社 1996.1
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＜動物（昆虫）に関する図書＞

書　　名 シリーズ名 著 者 名 出 版 社 発行年月

あっ！ハチがいる！世界のハチとハチの巣とハチの生活 千葉県立博物館監修 晶文社 2004.7

アマチュアの蝶学 磐瀬太郎著 築地書館 1984.4

ありとあらゆるアリの話 久保田政雄著 講談社 1988.1

アリの生活 常木勝次著 千代田書房 1967.8

アルタイから来た蝶ベニヒカゲ 木暮翠著 築地書館 1981.5

海をわたる蝶 日浦勇著 蒼樹書房 1973.2

学校にホタルが飛んだ 北村文治著 日本教育新聞社出版局 1995.3

蚊の博物誌　生態・病気媒介・文化 栗原毅著 福音館書店 1995.7

蚊（カ）の話 －よみもの昆虫記－ くらしの図書館シリーズ 栗原毅著 図鑑の北陵館 1975.6

カブトムシ・昆虫飼育日記 荻野昭著 学習研究社 1975.7

鎌倉蝶 今井彰著 築地書館 1983.7

カミキリムシの魅力 甲虫シリーズ 露木繁雄ほか共著 築地書館 1987.11

カメラがとらえたチョウとガの一生 千国安之輔著 さ･え･ら書房 1977.4

カメラがとらえた虫たちの一生 千国安之輔著 さ･え･ら書房 1976

寄生バチをめぐる「三角関係」 高林純示・田中利治著 講談社 1995.3

季節のこん虫 池田ひろみ著 千代田書房 1969.7

ギフチョウと姫川谷 原聖樹著 築地書館 1984.6

ギフチョウの自然史 原聖樹著 築地書館 1979.5

高山蛾 ―高嶺を舞う蛾たち 蝶蛾シリーズ 新保一義著 築地書館 1984.6

高山蝶 ―山とチョウと私 蝶蛾シリーズ 渡辺康之著 築地書館 1986.6

蠱惑の森 新堀豊彦著 神奈川新聞社 1994.3

昆虫ウォッチング フィールドガイドシリーズ 日本自然保護協会編集･監修 平凡社 1996.3

昆虫と気象 気象ブックス 桐谷圭治著 成山堂書店 2002.7

昆虫に学ぶ 木村滋著 工業調査会 1996.4

昆虫の飼い方.1　採集･飼育の基礎知識　チョウ･ガ類　 文研リビングガイド 森内茂,永井正身著 文研出版 1975

昆虫の飼い方.2　直翅類･甲虫類･トンボ類･その他 文研リビングガイド 森内茂,永井正身著 文研出版 1976

昆虫の季節適応と休眠 竹田真木生・田中誠二編 文一総合出版 1993.12

昆虫の擬態 海野和男著 平凡社 1993.8

昆虫の国 －多摩動物公園昆虫生態園をつくる－ 矢島稔編著 けやき出版 1990.6

昆虫の行動と適応 －遺伝学と生態学の接点を目指して－ 大島長造編 培風館 1978.6

昆虫の飛翔 栗原慧著 平凡社 1981.1

作物に魅せられたチョウは害虫？ 原聖樹著 大日本図書 1999.3

西双版納（シーサンパンナ)秘境雲南ロード －チョウと少数民族と－ 新堀豊彦著 むし社 1984.9

静岡県の重要昆虫 草間慶一ほか執筆，杉山恵一編 第一法規出版 1983.6 

シャーレを覗けば地球が見える シリーズ共生の生態学 藤井宏一ほか著 平凡社 1994.12

社会性昆虫の進化生態学 松本忠夫・東正剛共編 海游舎 1993.3

水生昆虫の観察 －安全できれいな水をめざして－ 谷幸三著 トンボ出版 1995.2

図解・親子で楽しむホタルが先生ぼくらの環境学校 おもしろ選書 大場信義著 ハート出版 1993.5

図解・親子で楽しむホタルの飼い方と観察 おもしろ選書 大場信義著 ハート出版 2000.5

スズメバチはなぜ刺すか 松浦誠著 北海道大学図書刊行会 1988.9

スズメバチ類の比較行動学 松浦誠著 北海道大学 1984.7

図説日本のゲンゴロウ 森正人・北村昭著 文一総合出版 1993.6

蝉の生物学 加藤正世著 サイエンティスト社 1981.9

蝉の生物学・別冊資料編　復刻 加藤正世著 サイエンティスト社 1981.9

地球はアリの惑星 シリーズ共生の生態学 東正剛編著 平凡社 1995.1

蝶 野外ハンドブック 藤岡知夫・大屋厚夫著 山と渓谷社 1977.7

蝶のきた道 日浦勇著 蒼樹書房 1978.9

蝶の生態と観察 福田晴夫・高橋真弓著 築地書館 1988.5

蝶の民俗学 今井彰著 築地書館 1978.7

蝶の紋 藤岡知夫著 河出書房新社 1973.6

毒虫の話 －よみもの昆虫記－ くらしの図書館シリーズ 梅谷献二・安富和男著 北隆館 1969.4

土佐のトンボ・自然観察ハンドブック 
浜田康著，高知県国民休暇県局自然
保護課企画･編集

高知県国民休暇県局 1991.2

都市の昆虫誌 長谷川仁編 思索社 1988.6

鳴く虫の博物誌 松浦一郎著 文一総合出版 1989.5

日本蝶命名小史 磐瀬太郎著 築地書館 1984.4

日本の秋の虫 小林正明著 築地書館 1985.9

日本の昆虫.2　クロシジミ 蛭川憲男著 文一総合出版 1985.7 

日本の昆虫.3　フタモンアシナガバチ 山根爽一著 文一総合出版 1986.1

日本の昆虫.4　シンジュキノカワガ 宮田彬著 文一総合出版 1986.8 

日本の昆虫.5　ヒメハナカミキリ 窪木幹夫著 文一総合出版 1987.5 

日本の昆虫.6　モンシロチョウ 江島正郎著 文一総合出版 1987.6  
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＜動物（昆虫）に関する図書＞

書　　名 シリーズ名 著 者 名 出 版 社 発行年月

日本の昆虫.8　ミヤマクワガタ 林長閑著 文一総合出版 1987.7 

日本の昆虫.9　ヒゲナガカワトビケラ 西村登著 文一総合出版 1987.8  

日本の昆虫.10　オオニジュウヤホシテントウ 片倉晴雄著 文一総合出版 1988.3 

日本の昆虫.11　ベニモンカラスシジミ 難波通孝著 文一総合出版 1988.6 

日本の昆虫.12　ゲンジボタル 大場信義著 文一総合出版 1988.5 

日本の昆虫.13　ミヤマシロチョウ 三石暉弥著 文一総合出版 1988.7 

日本の昆虫.14　ヒメタイコウチ 伴幸成ほか著 文一総合出版 1988.11 

日本の昆虫群集 ―すみわけと多様性をめぐって 木元新作・武田博清編 東海大学出版会 1987.9

日本糞虫記　フン虫からみた列島の自然 塚本珪一著 青土社 1994.2

人気の外国産をふくむクワガタムシ&カブトムシ
　（オオクワガタからヘルクレスオオカブトムシまでの完全ガイド）

海野和男監修 永岡書店 2000.7

ハチの生活 岩田久二雄著 千代田書房 1970.7

冬尺蛾 ―厳冬に生きる 蝶蛾シリーズ 中島秀雄著 築地書館 1986.1

ホタル点滅の不思議 －地球の奇跡－ 大場信義著･写真 横須賀市自然・人文博物館 2004.7

ホタルの歌 原田一美著 学研 1971

ホタルの水、人の水 遊磨正秀著 新評論 1993.6

滅びゆく日本の昆虫50種 朝比奈正二郎編著 築地書館 1993.2

虫こぶ入門　虫と植物の奇妙な関係 自然誌双書 薄葉重著 八坂書房 1995.8

虫たちの越冬戦略 ―昆虫はどうやって寒さに耐えるか 朝比奈英三著 北海道大学図書刊行会 1991.3

虫と遊ぶ ―虫の方言誌 斎藤慎一郎文 大修館書店 1996.7

虫とともに歩いて 穴吹正男著 丹沢むしの会 1978.11

虫の味 篠永哲・林晃史著 八坂書房 1996.10

虫のいい虫の話 光瀬竜・奥本大三郎著 リヨン社 1986.4

虫のおもしろ私生活 Watching at ease!身近な虫の観察図鑑 ピッキオ編著 主婦と生活社 1998.7

虫のつぶやき聞こえたよ 沢口たまみ著 白水社 1989.1

虫のはなし.1 梅谷献ニ編著 技報堂出版 1985.1

虫のはなし.2 梅谷献ニ編著 技報堂出版 1985.1

虫の民俗誌 梅谷献二著 築地書館 1986.6

虫はどのように冬を越すのか？　わたしの研究 わたしのノンフィクション 茅野春雄文，下田智美絵 偕成社 1995.4

虫はなぜ鳴く ―虫の音の科学 松浦一郎著 文一総合出版 1990.6

虫屋のよろこび ジーン･アダムス編 平凡社 1995.11

森の蝶・ゼフィルス 田中蕃著 築地書館 1980.1

森の虫の100不思議 日本林業技術協会編 東京書籍 1991.2

悪者にされた虫たち 朝日選書 奥井一満著 朝日新聞社 1980.6
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＜動物（鳥類）に関する図書＞

書　　名 シリーズ名 著 者 名 出 版 社 発行年月

WING 野鳥生活記 和田剛一著 小学館 2000.5

あなたもバードウォッチング案内人　自然解説・環境教育の実践 日本野鳥の会レンジャー著 日本野鳥の会 1992.11

生きるための信号
N.ティンバーゲン,H.ファルクス著，
E.エニオン絵，安部直哉訳

思索社 1977.10

石川の自然　野鳥 日本野鳥の会石川支部編 橋本確文堂企画出版室 1990.3

石川の探鳥地ガイド 日本野鳥の会石川支部編 橋本確文堂企画出版室 1990.3

石川のトキ始末記 石川野鳥の会編 石川県 1971

一夫一妻の神話：鳥の結婚社会学 上田恵介著 蒼樹書房 1987.11

イヌワシの生態 シートン･ゴードン著,大原総一郎訳 平凡社 1973.11

越佐の鳥をたずねて 新潟県環境保健部環境保全課 共立書院 1987

大分県の野鳥 大分県 大分県林業水産部緑化推進課 1982.3

沖縄の自然とノグチゲラ 「幻の鳥」を追って シリーズ日本の野生動物 池谷貞雄著 汐文社 1981.1

帰ってきたカワセミ 都心での子育て―プロポーズから巣立ちまで　 矢野亮著 地人書館 1996.4

帰らぬつばさ －ほろびゆくコウノトリの挽歌－ 林武雄著 ぎょうせい 1989.3

かが・のとの鳥 日本鳥類保護連盟石川県支部 日本鳥類保護連盟石川県支部 1990.5

かがわの野鳥
第53回愛鳥週間「全国野鳥保護のつどい」記念
誌編集委員会，日本野鳥の会香川県支部編集
協力

香川県 1999.5

かごしまの野鳥
第56回愛鳥週間「全国野鳥保護のつどい」記念誌

鹿児島県環境生活部環境保護課，第56回愛鳥
週間「全国野鳥保護のつどい」鹿児島県実行委
員会「記念誌」編集検討会，鹿児島県環境技術
協会編

鹿児島県 2002.5

鹿児島の野鳥 鹿児島県環境課境保全課編 鹿児島県環境課境保全課 1975

学校は小鳥のレストラン 漆原智良著 アリス館 2000.1

カラスはどれほど賢いか　都市鳥の適応戦略 中公文庫 唐沢孝一著 中央公論社 1988.5

カラスは街の王様だ 太田眞也著 葦書房 1999.4

カワセミ ―清流に翔ぶ 嶋田忠著 平凡社 1979.4

関東周辺野鳥観察ガイド Bird Watchingの知識と探鳥コース 実業之日本社編 実業之日本社 1981.8

今日からはじめるバードウォッチング 日本野鳥の会編 日本野鳥の会 1993.4

京都の野鳥 日本野鳥の会京都支部・京都野鳥の会編 京都府 1993

くまもと自然に生きる鳥たち 熊本県林務水産部自然保護課編 熊本県 1988

群馬の野鳥 群馬県 群馬県 1978

原色生態図鑑 北海道の野鳥 井上元則 北海タイムス社 1977.6

小鳥が元気になる本（野鳥救急法の手引き） 池谷奉文著 ネイチャーアイランド 1986.1

小鳥が好きになる本（身近な野鳥図鑑） 光瀬竜/ぶん，薮内正幸/え ネイチャーアイランド 1985.7

この鳥を守ろう　それが人の生命をまもる 山階鳥類研究所編，創文新社製作 学習研究社 (発売 1975

さわる図鑑・鳥.1　庭や公園の野鳥
谷口高司絵，鳥山由子監修，
日本野鳥の会編集

日本野鳥の会 1991.5 

さわる図鑑・鳥.2　森や林の野鳥
谷口高司絵，鳥山由子監修，
日本野鳥の会編集

日本野鳥の会 1992.10

山野の鳥 野外観察ハンドブック 佐伯彰光解説 日本野鳥の会 1972.5

滋賀県の野鳥 滋賀県生活環境部自然保護課編 滋賀県 1982

しずおかの鳥 静岡の鳥編集委員会 静岡県環境部自然保護課 1998.5

進化 －ガンカモ類の多様な世界－ ディヴィッド･ラック著，安部直哉・樋口広芳訳 思索社 1976.3

スズメのお宿は街のなか　都市鳥の適応戦略 中公文庫 唐沢孝一著 中央公論社 1989.11

生態圏野鳥観察ガイド 千葉県立中央博物館編 千葉県立中央博物館 1991.3

セイブ･ザ･バード ―鳥たちの未来へ A.W.ダイアモンドほか共著，黒田長久監修 平凡社 1989.4

生物多様性調査鳥類調査中間報告書 日本野鳥の会調査 環境庁自然保護局生物多様性センター 1999.3 

セグロカモメの世界 世界動物記シリーズ N.ティンバーゲン著 思索社 1975.3

多摩川の鳥　原田孝一写真集 原田孝一 オリジン社 1988.3

鳥学の世界へようこそ デイヴィット･ラィク著 平河出版社 1991.8

調布の自然 水辺の鳥 東京都みどりの推進委員調布の会編 東京都みどりの推進委員調布の会 1990.2

鳥類生態学入門　観察と研究のしかた 山岸哲編著 築地書館 1997.4

都会の野鳥は夜も飛ぶ －新発見！おもしろ生態学－ 唐沢孝一・叶内拓哉著 祥伝社 1993.6

朱鷺 宮村堅弥著 文一総合出版 1973.9

土佐の野鳥 高知県野性鳥獣保護の会編 高知県 1980.3

都市の鳥類図鑑　街にすむ巧みな戦略家 中公文庫 唐沢孝一著 中央公論社 1997.5

鳥取県の野鳥 鳥取県農林水産部造林課 鳥取県農林水産部造林課 1980.3

鳥たちの歌がきこえる　岡山の野鳥と自然 青山郷ほか執筆
第45回愛鳥週間『全国野鳥保護の
つどい』岡山県実行委員会 1991.5

鳥たちのふしぎ・不思議 加藤幸子ほか著 晶文社 1993.1

鳥ってこんなもの　生きかたの？50問 こんなものシリーズ 飯島一良ほか著 誠文堂新光社 1976.1

鳥と人間 W.H.ハドスン著，小林歳雄訳 講談社 1978.10

鳥・とり事典<漢字百話 鳥の部> 日本野鳥の会監修 大修館書店 1989.7

鳥についての300の質問　君が知りたいすべてに答える ブルーバックス A&H.クリュックシァンク著，青柳昌宏訳 講談社 1982.4

鳥の歌の科学 自然選書 川村多実二著 中央公論社 1974.6
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＜動物（鳥類）に関する図書＞

書　　名 シリーズ名 著 者 名 出 版 社 発行年月

鳥のことわざうそほんと 国松俊英文，谷口高司絵 山と渓谷社 1990.12

鳥の歳時記 読売新聞社編 読売新聞社 1967.1

鳥の生活 ニコ･ティンバーゲン著，蠟山朋男訳 思索社 1981.11

鳥の減る国ふえる国 山階芳麿著 日本鳥類保護連盟 1967.3

鳥の渡りの謎 R.B.ロビン･ベーカー著 平凡社 1994.7

長崎県の野鳥 長崎県野鳥の会編 長崎県野鳥の会 1980

夏鳥たちの歌は、今　利尻島から西表島まで102人の緊急レポート 遠藤公男編 三省堂 1993.9

奈良県の野鳥 奈良県農林部林政課 奈良県 1978.3

日本の野鳥　生態の記録 小笠原高著 毎日新聞社 1973

日本野鳥の会の理念と活動 日本野鳥の会編 日本野鳥の会 1992.9

日本列島野鳥maps.首都圏の野鳥 日本野鳥の会監修 北隆館 1993.4

日本列島野鳥maps.西日本の野鳥 北隆館編 北隆館 1994.4

庭にきた鳥 ―いのちのドラマを家族でみる 人間選書 佐藤信治著 農山漁村文化協会 1999.1

ネオン街に眠る鳥たち 唐沢孝一著 朝日新聞社 1991.6

野の鳥の四季　高野伸二写真集 高野伸二著 小学館 1974 

野の鳥の生態.1 仁部富之助著，仁部正五校訂 大修館書店 1979.5 

野の鳥の生態.2 仁部富之助著，仁部正五校訂 大修館書店 1979.6 

野の鳥の生態.3 仁部富之助著，仁部正五校訂 大修館書店 1979.7 

野の鳥の生態.4 仁部富之助著，仁部正五校訂 大修館書店 1979.8 

野の鳥の生態.5 仁部富之助著，仁部正五校訂 大修館書店 1979.9 

バードウォッチング
ロジャー･ラヴグローヴ文，
ピーター･バレット画，黒田晶子訳

TBSブリタニカ 1991.7

バードウォッチング入門　鳥の生活を観察する 浜口哲一著 文一総合出版 1997.7

バードランドさいたま　埼玉の野鳥 埼玉県野鳥の会
第43回愛鳥週間「全国野鳥保護の
つどい」埼玉県実行委員会 1989.3

はばたけ朱鷺　トキ保護の記録 佐藤春雄著 研成社 1978.4

早起きカラスはなぜ三文の得か　都市鳥たちの24時間 唐沢孝一著 実業之日本社 1995.4

ビキン川にシマフクロウを追って　アムールの自然誌 ユーリー･B.プキンスキー著 平凡社 1989.6

兵庫の鳥　兵庫県産鳥類目録 鳥類同好会編 鳥類同好会 1970

広島県の野鳥 広島県林務部自然保護課編集 広島県林務部自然保護課 1980

フィールドガイド日本の野鳥 野鳥ブックス 高野伸二著 日本野鳥の会 1982.11 

福岡県の野鳥　写真集 日本野鳥の会編 福岡県水産林務部緑化推進課 1982

ブボがいた夏　アメリカワシミミズクと私 ベルンド･ハインリッチ著 平河出版社 1993.7

ふるさとの自然と鳥たち 
笠井道夫・樋口行雄企画編集，
樋口行雄執筆

三重県農林水産部緑化推進課 1986.3

まち中のバードウォッチング 竹下信雄著 小学館 1985.5

マン・ウォッチングする都会の鳥たち 唐沢孝一著 草思社 1987.5

水鳥のための油汚染救護マニュアル E.ウォルラベン著 北海道大学図書刊行会 1998.1

水辺の鳥 野外観察ハンドブック 森岡照明解説 日本野鳥の会 1983.9

みやぎの風にのって 日本野鳥の会宮城県支部 宮城県 1994.3

モズの話 －よみもの動物記－ くらしの図書館シリーズ 唐沢孝一著 北陵館 1980.9

森に棲む野鳥の生態学 森林からのメッセージ 由井正敏著 創文 1988.8

森のひびき ―わたしたちと小鳥との対話 中村登流著 大日本図書 1972.3

森の野鳥を楽しむ101のヒント 日本林業技術協会編 東京書籍 2004.2

野生鳥類の保護 日本鳥類保護連盟編 日本鳥類保護連盟 1971

野鳥 野外ハンドブック 高野伸二 山と渓谷社 1978.5

野鳥 山渓フィールドブックス 叶内拓哉ほか共著 山と渓谷社 1991.6

野鳥観察図鑑　大自然へのパスポート 高野伸二著 朝日ソノラマ 1978

野鳥観察図鑑　日本で見られる340種へのアプローチ 杉坂学監修 成美堂出版 1999.5

野鳥小図鑑 高野伸二解説 東海大学出版会 1984.4

野鳥の医学　応急手当と看護のしかた、そして野鳥に帰すまで 自然誌選書 J.E.クーパー・J.T.エリー編 どうぶつ社 1987.12

野鳥のくらし －卵から巣立ちまで－ 水野仲彦著 保育社 1996.5

野鳥の生活 羽田健三監修 築地書館 1975.5

野鳥の生活. 続 羽田健三監修 築地書館 1976.7

野鳥の生態と観察 生態と観察シリーズ 羽田健三監修 築地書館 1975.5

野鳥の招き方　あなたの庭に 文研リビングガイド 橋本英一・伊藤正美著 文研出版 1971

野鳥を友に 高野伸二著 朝日新聞社 1989.6

野鳥を庭に 柳沢紀夫著 家の光協会 1976.12

野鳥を見に行きませんか －全国探鳥地案内－ 川田潤ほか編集 日本野鳥の会 1977.5

野鳥を呼ぶ庭づくり 柚木修著 千早書房 1990.11

やまがたの野鳥 山形県文化環境部環境保護課 山形県文化環境部環境保護課 2000.2

山口県の野鳥 日本野鳥の会山口県支部 日本野鳥の会山口県支部 1976

ヤマセミの暮らし 神保賢一路著 文一総合出版 1997.12
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＜動物（鳥類）に関する図書＞

書　　名 シリーズ名 著 者 名 出 版 社 発行年月

ヤマセミの四季 －珍鳥の観察記録－ 神保健次著 神奈川新聞社 1987.7

和歌山県の野鳥 日本野鳥の会和歌山県支部編 和歌山県農林水産部林業課 1991.3

鷲と鷹 宮崎学著 平凡社 1981.11

私の愛鳥講座 柴田敏隆著 東京書籍 1984.5

わたり鳥 吉井正解説，叶内拓哉写真 東海大学出版会 1979.2
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＜自然科学に関する図書＞

書　　名 シリーズ名 著 者 名 出 版 社 発行年月

グリーンブックス.59　博物館ガイド 博物館・動植物園・水族館 グリーンブックス ニュー･サイエンス社編 ニュー･サイエンス社 1980

朝日少年少女理科年鑑.1982年版 朝日新聞社編 朝日新聞社 1982.3

海辺の生物－水の生物Ⅰ－ 自然観察と生態シリーズ 菅野徹 小学館 1991.6

街路樹と並木 自然観察シリーズ 桜井廉 小学館 1989.4

川・池の生物－水の生物Ⅱ－ 自然観察と生態シリーズ 菅野徹 小学館 1991.9

雲 自然観察シリーズ 倉嶋厚・鈴木正一郎 小学館 1989.4

高山・海岸の植物－植物Ⅲ－ 自然観察と生態シリーズ 牧野晩成 小学館 1990.2

高山の花 自然観察シリーズ 青山富士夫 小学館 1992.3

山菜（見分け方と料理法） 自然観察シリーズ 牧野晩成・甘糟幸子 小学館 1990.2

星座 自然観察シリーズ 斉田博 小学館 1989.4

釣りの魚 自然観察シリーズ 堤俊夫 小学館 1989.5

とちぎの自然. 自然のしくみ 栃木県林務観光部 栃木県林務観光部 1981

とちぎの自然. 植物のはなし 栃木県林務観光部 栃木県林務観光部 1975.3

とちぎの自然. 歴史と自然のはなし 栃木県林務観光部 栃木県林務観光部 1980.3

日本の貝 自然観察シリーズ 奥谷喬司 小学館 1992.4

日本の化石 自然観察シリーズ 浜田隆士・糸魚川淳二 小学館 1993.1

日本の甲虫 自然観察シリーズ 岡島秀治・海野和男 小学館 1993.1

日本の動物＜哺乳類＞ 自然観察と生態シリーズ 増井光子 小学館 1976.7

日本の野生ラン 自然観察シリーズ 神田淳 小学館 1992.3

日本の野鳥 自然観察シリーズ 高野伸二 小学館 1993.7

庭・畑の昆虫＜昆虫Ⅰ＞ 自然観察と生態シリーズ 中山周平 小学館 1976.8

庭の樹木 自然観察シリーズ 阿武恒夫 小学館 1991.9

野の植物＜植物Ⅰ＞ 自然観察と生態シリーズ 牧野晩成 小学館 1983.5

野山の昆虫＜昆虫Ⅱ＞ 自然観察と生態シリーズ 中山周平 小学館 1981.8

バードウォッチング 自然観察シリーズ 高野伸二 小学館 1989.4

富士山の植物 自然観察シリーズ 井上浩 小学館 1989.4

山の植物＜植物Ⅱ＞ 自然観察と生態シリーズ 牧野晩成 小学館 1983.1

青森県の自然 青森県 青森県 1990.3

裏山の博物誌 三宅修 山と渓谷社 1989.6

江戸諸国産物帳　丹生正伯の人と仕事 安田健著 晶文社 1987.7

尾瀬ケ原の自然史　景観の秘密をさぐる 中公新書 阪口豊 中央公論社 1989.6

貝からの伝言　貝殻に残された情報から貝類の進化・環境の変化を探る ミュージアムブックレット 佐藤武弘・松島義章著 神奈川県立生命の星･地球博物館 1997.2

センス･オブ･ワンダー レイチェル･カーソン著，上遠恵子訳 佑学社 1991,6

東京の自然 矢野亮ほか著 毎日新聞社 1993.6

日本の自然　地域編. 1　北海道  小疇尚ほか編 岩波書店 1994.9

日本の自然　地域編. 3　関東 中村和郎ほか編 岩波書店 1994.1

日本の自然　地域編. 4　中部 野上道男ほか編 岩波書店 1994.12

ネイチャー･ワークス　地球科学館 青木薫・山口陽子監訳 同朋舎出版 1994.7

ふるさと宮城の自然 ふるさとみやぎの自然編集委員会 宝文堂出版販売 1988.3

野鳥の王国湿地への招待　湖･沼･池･干潟の楽しみ方 タウンプランニング編 ダイヤモンド社 1990.9

理科年表. 第52冊(昭和54年) 東京天文台編纂 丸善 1978.11

理科年表. 第54冊(昭和56年) 東京天文台編纂 丸善 1980.11 

理科年表. 第55冊(昭和57年) 東京天文台編纂 丸善 1981.11 

理科年表. 第56冊(昭和58年) 東京天文台編纂 丸善 1982.11

理科年表. 第57冊(昭和59年) 東京天文台編纂 丸善 1983.11  

理科年表. 第60冊(昭和62年) 東京天文台編纂 丸善 1986.11

理科年表. 第61冊（昭和63年） 東京天文台編纂 丸善 1987.11

理科年表. 第62冊(昭和64年) 東京天文台編纂 丸善 1988.11

理科年表. 第64冊（平成3年） 東京天文台編纂 丸善 1990.11

いま,民衆の科学技術を問う シリーズプラグを抜く フォーラム･人類の希望編 新評論 1982.11

環境･地球･科学／これだけ知っていれば子供から尊敬され／
　同僚から感心され／自然科学が好きになる本

香取拓夫著 近代文芸社 1993.3

子供の｢なぜ｣に答える本　親と子の科学教室 中村桂子著 PHP研究所 1987.10

自然界83の謎 ―地球が生き残るための知恵 PHP文庫 春田俊郎著 PHP研究所 1991.6

空と緑の散歩道　香川の自然ガイドブック 香川県環境自然保護課企画・編集 香川県 1988.3

人間にとって科学とはなにか 中公新書 湯川秀樹・梅棹忠夫著 中央公論社 1967.5

科学.第67巻.第10号 岩波書店編 岩波書店 1997.10

自然史博物館「地域の自然」の情報拠点
環瀬戸内地域（中国･四国地方）自然史系
博物館ネットワーク推進協議会編 高陵社書店 2002.3

日本の自然史博物館 糸魚川淳二著 東京大学出版会 1993.1

学校で自然かんさつ ～気楽に楽しく～ 植原彰著 地人書館 1993.7

自然案内人 ネイチャーゲームでつなぐ人と自然 降旗信一著 ほるぷ出版 1992.6
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＜自然科学に関する図書＞

書　　名 シリーズ名 著 者 名 出 版 社 発行年月

ネイチュア･フィーリング からだの不自由な人たちとの自然観察 フィールドガイドシリーズ 日本保護自然協会編･監修 平凡社 1994.10

科学発見シリーズ.1　地球は丸い？ 科学発見シリーズ アイザック･アシモフ著，竹内均監訳 教育社 1982.10

化学便覧. 基礎編 Ⅰ 日本化学会編 丸善 1975

化学便覧. 基礎編 Ⅱ 日本化学会編 丸善 1975

宇宙と星99の謎 ―宇宙人･ブラックホール･宇宙の果てまで 堀源一郎著 産報 1975

天文年鑑.1988年版 天文年鑑編集委員会編 誠文堂新光社 1987.12

四季の星座案内 福岡孝ほか共著 三瓶フィールドミュージアム 1997.3

日本の星　星の方言集 野尻抱影著 中央公論社 1973.8

星  自然読本 自然読本 G.ガモフほか執筆 河出書房新社 1980.7

GISと市民参加 GIS利用定着化事業事務局編 古今書院 2007.10

元素からみた地球　その過去と未来のドラマ ブルーバックス 島誠著 講談社 1972.5

五万分の一地図 中公新書 井上英二著 中央公論社 1966.4

応用地学概論 小貫義男著 森北出版 1974.3

最新･地球学 50億年のダイナミクス 朝日ワンテーママガジン 朝日新聞社編 朝日新聞社 1993.9

自然観察路ガイド　関東・甲信越・静岡 アニマネイチャーブックス 工藤父母道監修 平凡社 1984.7

地学ハンドブック　改訂 大久保雅弘，藤田至則編著 築地書館 1972.10

地学野外調査の方法 大森昌衛ほか共編 築地書館 1967.8

地球46億年 －顕微鏡で見る地球誕生のころ－ 相模原市立博物館編 相模原市立博物館 2005.7

地球を丸ごと考える.1　地球の真ん中で考える 地球を丸ごと考える 浜野洋三著 岩波書店 1993.6

地球を丸ごと考える.5　水は地球の命づな 地球を丸ごと考える 大森博雄著 岩波書店 1993.6

日本の自然100選 朝日新聞社編 朝日新聞社 1983.4

日本の山はなぜ美しい －山の自然学への招待－ 小泉武栄著 古今書院 1993.8

富士山　自然の謎を解く NHKブックス 木沢綏ほか共著 日本放送出版協会 1969.6

北海道の自然　守ろう親しもう 北海道自然保護課編 北海道 1991.2

陸水 地球科学講座 山本荘毅編 共立出版 1968.7

気象  自然読本 自然読本 深田久弥ほか執筆 河出書房新社 1980.9

雲 野外ハンドブック 飯田睦治郎編･解説 山と渓谷社 1978.9

最新天気図と気象の本 ―天気図を見るとき読むとき書くとき 宮沢清治著 国際地学協会 1991.6

台風の話 岩波新書 大谷東平著 岩波書店 1955.9

登山者のための観天望気
　―ことわざを知って山の天気をズバリ当てる

NEW YAMA BOOKS 城所邦夫著 山と渓谷社 2000.10

登山者のための気象学 山本三郎著 山と渓谷社 1965.4

日本の天気 岩波新書 高橋浩一郎著 岩波書店 1963.6

海  自然読本 自然読本 開高健ほか執筆 河出書房新社 1981.6

海と環境　 環境科学ライブラリー 杉浦吉雄 大日本図書 1973

海洋科学基礎講座.6　海洋プランクトン 元田茂編 東海大学出版会 1975.9

新編湖沼調査法 西条八束・三田村緒佐武著 講談社 1995.11

生物からみた日本の河川 森下郁子著 山海堂 1978.1

水と環境 環境科学ライブラリー 山県登 大日本図書 1973

描かれた地震　企画展「描かれた地震」解説書 徳島県立博物館 徳島県立博物館 2011.10

地震による山地災害とその対策 －兵庫県南部地震から得られたもの－ 治山技術研究会編 日本治山治水協会 1998.5

歩いてみよう越前海岸 －地学散歩－ 中川登美雄・梅田美由紀 福井市自然史博物館 2000.7

最新地形図の本 ―地図の基礎から利用まで 大森八四郎著 国際地学協会 1991.6

日本地形論　新編 吉川虎雄ほか共著 東京大学出版会 1973.5

日本の衛星写真 丸安隆和ほか共著 朝倉書店 1974.5

山  自然読本 自然読本 古井由吉ほか執筆 河出書房新社 1981.7

山を読む 自然景観の読み方 小疇尚著 岩波書店 1991.7

林業技術者のための地形 木立正嗣著 日本林業技術協会 1973.3

沖縄の島じまをめぐって 日曜の地学 沖縄地学会編著 築地書館 1997.11

地球の年輪 環境科学ライブラリー 松本隆 大日本図書 1974

ふくい地質景観百選 ふくい地質景観百選編集委員会 福井市自然史博物館 2009.3

アンモナイトのすべて　企画展「アンモナイトのすべて」解説書 徳島県立博物館編 徳島県立博物館 2003.10

貝化石が語る海の記憶　企画展「貝化石が語る海の記憶」解説書 徳島県立博物館 徳島県立博物館 2002.4

化石　厚木市郷土資料館第3回特別展 厚木市郷土資料館編 厚木市教育委員会 2000.7

奇跡の化石たち　企画展「奇跡の化石たち」解説書 中尾賢一執筆，辻野泰之編 徳島県立博物館 2006.4

恐竜学最前線　今「恐竜」がおもしろい 学習研究社編 学習研究社 1992.8

グリーンブックス.71　化石の採集と見分け方 採集地案内 グリーンブックス 松川正樹 ニュー･サイエンス社 1981.1 

胞子と人間　パリノロジーの世界 環境と人間の科学 川崎次男著 三省堂 1971.10

暮らしの中の鉱物 －鉱物とその利用－ 平塚市博物館編 平塚市博物館 1999.3

一般生物科学　大学教養 永野為武著 学術図書 1968.4

一般生物学 今井三子著 北隆館 1955.4

オオカミがいないと、なぜウサギが滅びるのか 山田健著 集英社 2015.6
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書　　名 シリーズ名 著 者 名 出 版 社 発行年月

おもしろい生き物の見かた.2 室井綽著 鳩の森書房 1977.5

おもしろい生き物の見かた.3 室井綽著 鳩の森書房 1977.10

おもしろい生き物の見かた.4 室井綽著 鳩の森書房 1978.1

おもしろい生き物の見かた.5 室井綽著 鳩の森書房 1978.3

元祖 磯こじき 山本虎夫先生著作選集出版会編 山本虎夫先生著作選集出版会 1994.11

器具と薬品　生物学実験 湯浅明編 北隆館 1969.11

基礎生物学 佐藤重平編 裳華房 1971.4

基礎生物学講座.9　生物と環境 太田次郎ほか共編 朝倉書店 1993.12

近代生物学史 近代科学史シリーズ 沼田真編 地人書館 1960.6

グリーンブックス.31　生物レポートの書き方 グリーンブックス 湯浅明著 ニュー･サイエンス社 1977.10 

グリーンブックス.34　顕微鏡写真の撮り方 グリーンブックス 林武彦著 ニュー･サイエンス社 1977.12 

グリーンブックス.76　自然観察のし方 グリーンブックス 青柳昌宏著 ニュー･サイエンス社 1982.7 

ケビンの里山自然観察記 ケビン･ショート著 講談社 1995.9

現代生物学　一般教養　改訂版 沼野井春雄著 裳華房 1969.2

子どもとの自然観察スーパーガイド 日高哲二著 築地書館 2001.2

自然から学ぶ －自然観察随筆集－ 花上友彦著 市民かわら版社 2005.5

自然観察12カ月 －昆虫･植物･鳥－ 岩波ジュニア新書 海野和男編著 岩波書店 1983.12

自然観察指導員ハンドブック 日本自然保護協会編 日本自然保護協会 1978.3

自然観察データブック 岩波ジュニア新書 星沢一昭・百武充編著 岩波書店 1989.2

自然観察ハンドブック フィールドガイドシリーズ 日本自然保護協会編 平凡社 1994.7

自然観察マニュアル ―子どものための観察カードモデル99選 兵庫県自然教室編 長征社 1993.8

自然保護教育のこころみ －野外研20年の足跡－ 野外研20年史編纂委員会編纂 東京教育大学野外研究同好会 1978.3

生物科学 小野知夫著 裳華房 1964.2

生物学　改訂版 浜健夫ほか共著 コロナ社 1964.4

生物学資料集 生物学資料集編集委員会編 東京大学出版会 1974.3

生物学新叢 湯浅明著 同文館 1939.8

生物学新研究の一展望 湯浅明著 同文館 1938.9

生物学の哲学的基礎 ホールデーン著，山県春次・稲生晋吾訳 弘文堂 1941.3

生物学ハンドブック 岩波全書 本城市次郎編 岩波書店 1953.9

生物と環境 現代生物学講座 田宮博ほか共編 共立出版 1958.2

生物の科学.上巻 自然科学概論 佐藤金治ほか共著 朝倉書店 1950.6

生命の起源 －その物理学的基礎－ 岩波新書 J･D･バナール著，山口清三郎訳 岩波書店 1961.12

小さな自然かんさつ ―こどもと楽しむ身近な自然 フィールドガイドシリーズ 日本自然保護協会編 思索社 1992.11

テオリア　自然を知る50のヒント 青柳昌宏著 SEG出版 1994.11

ナチュラリスト入門.春　野原のささやき 岩波ブックレット 新妻昭夫編 岩波書店 1990.2

ナチュラリスト入門.冬　雪の上のらくがき 岩波ブックレット 新妻昭夫編 岩波書店 1989.11

バイオフィリア 人間と生物の絆 エドワード･O.ウィルソン著，狩野秀之訳 平凡社 1994.6

日々発見！自然観察 グリーンタフ編 七賢出版 1995.10

ぼくらの自然観察会 植原彰著 地人書館 1992.3

街の自然観察 ちくまプリマーブックス 矢野亮著 筑摩書房 1989.3

身近な自然観察のすすめ －親子のためのやさしい自然の教室－ 金井郁夫著 東洋館出版社 1991.7

理解しやすい生物1　カラー版 江原有信編 文英堂 -

理解しやすい生物2　新課程･カラー版 江原有信編 文英堂 -

リンネとその使徒たち　探検博物学の夜明け 西村三郎著 人文書院 1989.5

生物学実験　大学実習 佐藤重平編 裳華房 1965.5

生物の種多様性 バイオディバーシティ・シリーズ 岩槻邦男,馬渡峻輔編 裳華房 1996.8

生物の寿命と細胞の寿命　ゾウリムシの視点から 平凡社･自然叢書 高木由臣著 平凡社 1993.9

生命とはなにか 河出ペーパーバックス 八杉竜一著 河出書房新社 1964.3

生命の起源 岩崎新書 オパーリン著，山田坂仁訳 岩崎書店 1956.2

動物と植物はどこがちがうか のぎへんのほん 高橋英一著 研成社 1989.10

人間生物学 －生命と環境－ 多羅尾四郎・鳥山英雄・福田一郎著 開成出版 1975.2

川と湖の博物館.1 植物プランクトン　生物からのメッセージ 水の図鑑環境シリーズ 森下雅子著 山海堂 1991.11

川と湖の博物館.2 動物プランクトン　生物からのメッセージ 水の図鑑環境シリーズ 森下雅子著 山海堂 1996.1

四季の博物誌 荒垣秀雄編 朝日新聞社 1988.7

樹上の出会い　熱帯雨林の｢天蓋｣の生態学 三谷雅純著 どうぶつ社 1995.4

世界の生物の多様性を守る
ジェフリー･A.マクニーリーほか共著，
池田周平・吉田正人訳

日本自然保護協会 1991.10

東京の生物史 沼田真,小原秀雄編 紀伊国屋書店 1982.2

日本の天然記念物　自然紀行 講談社編 講談社 2003.10

原っぱで会おう ―愉快な水辺の生きもの観察 野村圭佑著 八坂書房 1995.7

身のまわりの侵入者たち　企画展「侵入者たち」展示解説書 徳島県立博物館編 徳島県立博物館 2000.7

ロシアの自然誌　森の詩人の生物気候学 ミハイル･プリーシヴィン著，太田昭一訳 パピルス 1991.9
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書　　名 シリーズ名 著 者 名 出 版 社 発行年月

細胞学 岩波全書 新家浪雄著 岩波書店 1957.11

シリーズ共生の生態学.1　昆虫を操るバクテリア シリーズ共生の生態学 石川統 平凡社 1994.9

Oh!生きもの ―生物のみごとなしくみ
マーロン･ホーグランド,バート･ドッドソン著，
中村桂子・中村友子訳 三田出版会 1996.1

生物濃縮 －環境科学特論－ 山県登編著 産業図書 1978.1

生命の起源 NHKブックス 野田春彦著 日本放送出版協会 1966.2

遺伝学 岩波全書 篠遠喜人・柳沢嘉一郎著 岩波書店 1965.6

基礎遺伝学 田中義麿著 裳華房 1953.5

基礎進化学　増補版 佐藤重平著 裳華房 1960.2

近代進化思想史 自然選書 八杉竜一著 中央公論社 1973.11

種の起源.上 ダーウィン著，八杉竜一訳 岩波書店 1963.6

種の起源.中 ダーウィン著，八杉竜一訳 岩波書店 1968.4

種の起源.下 ダーウィン著，八杉竜一訳 岩波書店 1971.2

種と進化 ―適応の生物学 三省堂新書 河野昭一著 三省堂 1969.8

進化学序論 八杉竜一著 岩波書店 1965.7

進化学説の展望 生物学選書 ネオメンデル会編 北隆館 1949.3

進化と創造 岩波新書 八杉竜一著 岩波書店 1949.11

進化論 唯物論全書 石井友幸著 三笠書房 1947

進化論 岩波全書 徳田御稔著 岩波書店 1951.7

進化論講話 丘浅次郎著 有精堂 1967.9

進化論の歴史 岩波新書 八杉竜一著 岩波書店 1969.9

生命の歴史 ―三十億年の進化のあと NHKブックス 佐藤磐根編著 日本放送出版協会 1968.11

生命の歴史，進化の意味 G.G.シンプソン著，阿部精一・平沢一夫訳 山本書店 1962.3

ダーウィン入門　われわれはダーウィンを超えたか 自然誌選書 ジョージ･G.シンプソン著，奥野良之助訳 どうぶつ社 1987.7

大進化 ―適応と種分化のダイナミクス N.エルドリッジ著，高木浩一訳 マグロウヒル出版 1992.3

オダム生態学 E.P.オダム著，水野寿彦訳 築地書館 1967.6

化学生態学への招待 －化学の言葉で生物の神秘を探る－ 古前恒監修 三共出版 1996.4

河川の生態学 水野信彦・御勢久右衛門著 築地書館 1993.4

河川の生物観察ハンドブック　河川の生態学入門 自然科学への招待 川名国男・市田則孝著 東洋館出版社 1976.6

環境科学　理論と実際 ワット著，沼田真監訳 東海大学出版会 1975.10

環境と生物指標.1　陸上編 日本生態学会環境問題専門委員会編 共立出版 1975.5

基礎生態学 E.P.オダム著，三島次郎訳 培風館 1991.11

擬態 －自然も嘘をつく－ W.ヴィックラー著，羽田節子訳 平凡社 1983.5

「共生」とは何か －搾取と競争をこえた生物どうしの第三の関係－ 松田裕之著 現代書館 1995.12

景観生態学：生態学からの新しい景観理論とその応用
モニカ･G.ターナーほか共著，
中越信和・原慶太郎監訳

文一総合出版 2004.9

現代生態学とその周辺 沼田真編 東海大学出版会 1995.12

個体群の生態学入門 A.S.ボウヒー著，高橋史樹訳 培風館 1974.9

潮風の下で レイチェル･カーソン著，上遠恵子訳 宝島社 1993.5

四季の高原 －自然観察の手引き－ 清水建美ほか著 地人書館 1979.7

四季の森林 －自然観察の手引き－ 沼田真監修 地人書館 1977.5

自然と生態学者の目 科学ブックス 北沢右三ほか共編 共立出版 1977.11

自然と生命のパレード　生態学入門 ジョン･H.ストアラー著，浦本昌紀訳 白揚社 1961.6

自然保護と生態学 環境科学叢書 沼田真著 共立出版 1974.10

自然保護の生態学 －野生生物の保護と管理－ 本谷勲ほか共著 培風館 1979.1

湿原生態系　生きものたちの命のゆりかご ブルーバックス 辻井達一ほか共著 講談社 1994.9

指標生物　自然をみるものさし フィールドガイドシリーズ 日本自然保護協会編 平凡社 1994.10

シリーズ共生の生態学.4　共進化の謎に迫る シリーズ共生の生態学 高林純示ほか共著 平凡社 1995.3

シリーズ共生の生態学.6　寄生から共生へ シリーズ共生の生態学 山村則男ほか共著 平凡社 1995.7

シリーズ共生の生態学.7　棲み場所の生態学 シリーズ共生の生態学 竹門康弘ほか共著 平凡社 1995.11

シリーズ共生の生態学.8　足場の生態学 シリーズ共生の生態学 西平守孝著 平凡社 1996.7

性  自然読本 自然読本 小熊捍ほか執筆 河出書房新社 1980.1

生態学  自然読本 自然読本 梅原猛ほか執筆 河出書房新社 1980.11

生態学概説 －生物群集と生態系－ R.H.ホイッタカー著，室月欣二訳 培風館 1974.6

生態学からみた自然 吉良竜夫著 河出書房新社 1972.3

生態学研究シリーズ.1　池沼の生態学 生態学研究シリーズ 水野寿彦著 築地書館 1971.2

生態学研究シリーズ.3　海の生態学 生態学研究シリーズ 時岡隆ほか共著 築地書館 1972.5

生態学研究シリーズ.4　森林の生態学 生態学研究シリーズ 依田恭二著 築地書館 1971.6

生態学研究シリーズ.5　草地の生態学 生態学研究シリーズ 嶋田饒ほか共著 築地書館 1973.2

生態学研究シリーズ.6　耕地の生態学 生態学研究シリーズ 小田桂三郎ほか共著 築地書館 1972.1

生態学研究法講座.24　水界生物生態研究法Ⅰ淡水の魚類とベントス 生態学研究法講座 山岸宏ほか共著 共立出版 1976.6

生態学実習書 生態学実習懇談会編 朝倉書店 1967.6
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書　　名 シリーズ名 著 者 名 出 版 社 発行年月

生態学と資源管理.上巻 K.E.F.ワット著，伊藤嘉昭監訳 築地書館 1972.5

生態学と資源管理.下巻 K.E.F.ワット著，伊藤嘉昭監訳 築地書館 1972.9

生態学への招待.3　草原の生態 生態学への招待 岩城英夫著 共立出版 1971.7

生態学への招待.4　土と生態 生態学への招待 都留信也著 共立出版 1971.7

生態学への招待.5　川と湖の生態 生態学への招待 小泉清明著 共立出版 1971.6

生態学への招待.6　海の生態 生態学への招待 室月欣二著 共立出版 1971.7

生態と観察シリーズ.3　淡水生物の生態と観察 生態と観察シリーズ 水野寿彦監修 築地書館 1975.8

生物界における共生と多様性 川那部浩哉著 人文書院 1996.3

生命の多様性.1
エドワード･O.ウィルソン著，
大貫昌子・牧野俊一訳

岩波書店 1995.11

生命の多様性.2
エドワード･O.ウィルソン著，
大貫昌子・牧野俊一訳

岩波書店 1995.11

地球共生系とは何か シリーズ地球共生系 東正彦・安部琢哉編 平凡社 1992.6

トマトはなぜ赤い　生態学入門 三島次郎著 東洋館出版社 1992.10

日常の生態学 水野寿彦著 築地書館 1972.7

のぞいてみよう水面の下を　生物と環境を考える 岩井修一文･写真 ぎょうせい 1993.3

破壊の伝統　人間文明の本質を問う
ジョン･A･リヴィングストン著，
日高敏隆・羽田節子訳

講談社 1992.10

干潟の生物観察ハンドブック　干潟の生態学入門 自然科学への招待 秋山章男・松田道生著 東洋館出版社 1974.6

プランクトン実験法　海洋･湖沼 小久保清治著 恒星社厚生閣 1963.6

保全生態学入門　遺伝子から景観まで 鷲谷いづみ・矢原徹一著 文一総合出版 1996.3

道と小川のビオトープづくり ～生きものの新たな生息域～ 緑のまちづくりシリーズ 千賀裕太郎など 集文社 1993.5

みどりとの共存を考える 科学技術庁資源調査会編 科学技術庁資源調査会編 1988.7

陸水生態学 水文学講座 津田松苗著 共立出版 1974.7

人類の謎をとく　人はどのように地球を征服したか A.A.ズーボフ著，馬上義太郎訳 白揚社 1968.12

グリーンブックス.20　植物用語小辞典 グリーンブックス 矢野佐著 ニュー・サイエンス社 1978.12 

グリーンブックス.28　植物学ガイダンス グリーンブックス 湯浅明著 ニュー・サイエンス社 1977.5 

野の草  自然読本 自然読本 足田輝一ほか執筆 河出書房新社 1981.3

グリーンブックス.10　水草の観察と研究 グリーンブックス 大滝末男著 ニュー･サイエンス社 1974 

グリーンブックス.17　帰化植物100種 グリーンブックス 山岡文彦著 ニュー･サイエンス社 1978.2 

グリーンブックス.23　虫媒花と風媒花の観察 グリーンブックス 田中肇著 ニュー･サイエンス社 1976.7 

グリーンブックス.25　木の実・草の実 グリーンブックス 三好保徳著 ニュー･サイエンス社 1977.3 

グリーンブックス.26　新しい植物検索法. 離弁花類篇 グリーンブックス 石戸忠著 ニュー･サイエンス社 1977.4 

グリーンブックス.36　食虫植物 グリーンブックス 小宮定志・清水清著 ニュー･サイエンス社 1978.2 

グリーンブックス.40　高山植物100種 グリーンブックス 橋本希一著 ニュー･サイエンス社 1978.6 

グリーンブックス.46　花粉の観察と実験 グリーンブックス 上原勉著 ニュー･サイエンス社 1978.12 

グリーンブックス.47　新しい植物検索法. 合弁花類篇 グリーンブックス 石戸忠著 ニュー･サイエンス社 1979.1 

グリーンブックス.52　植物の運動 グリーンブックス 清水清著 ニュー･サイエンス社 1979.5 

グリーンブックス.55　池沼植物の生態と観察 グリーンブックス 浜島繁隆著 ニュー･サイエンス社 1979.9 

グリーンブックス.66　淡水植物プランクトン グリーンブックス 福島博編 ニュー･サイエンス社 1980.8 

グリーンブックス.86　新しい植物検索法. 単子葉類篇 グリーンブックス 石戸忠著 ニュー･サイエンス社 1982.4

グリーンブックス.33　キノコ グリーンブックス 矢萩信夫著 ニュー･サイエンス社 1977.11 

グリーンブックス.51　冬虫夏草 グリーンブックス 清水大典著 ニュー･サイエンス社 1979.3 

グリーンブックス.29　庭木の観察 グリーンブックス 牧野晩成著 ニュー･サイエンス社 1977.6 

グリーンブックス.38　スミレの観察と栽培 グリーンブックス 井波一雄著 ニュー・サイエンス社 1978.4 

グリーンブックス.82　土壌動物の観察と調査 グリーンブックス 田村浩志著 ニュー･サイエンス社 1981.12 

グリーンブックス.12　多足類の採集と観察-方法と実例- グリーンブックス 篠原圭三郎著 ニュー･サイエンス社 1974 

グリーンブックス.1　増補 鳴く虫の飼い方 グリーンブックス 小野公男,小笠原英明著 ニュー･サイエンス社 1979.8 

グリーンブックス.2　蝶の交配と飼育-自然を保護しつつ- グリーンブックス 阿江茂著 ニュー･サイエンス社 1979.8 

グリーンブックス.3　甲虫の観察と飼育 グリーンブックス 林長閑著 ニュー･サイエンス社 1978.8

グリーンブックス.5　フン虫の採集と観察 グリーンブックス 益本仁雄 ニュー･サイエンス社 1977.2   

グリーンブックス.6　カミキリムシの観察と飼育 グリーンブックス 小島圭三著 ニュー･サイエンス社 1977.3 

グリーンブックス.7　昆虫の採集と標本の作り方 グリーンブックス 青木良・橋本健一著 ニュー･サイエンス社 1979.5 

グリーンブックス.8　昆虫学ガイダンス-学習・研究の手引き- グリーンブックス 野村健一著 ニュー･サイエンス社 1977.6 

グリーンブックス.15　オオムラサキの生態と飼育 グリーンブックス 森一彦著 ニュー･サイエンス社 1977.12 

グリーンブックス.16　セミの生態と観察 グリーンブックス 橋本洽二著 ニュー･サイエンス社 1975.7

グリーンブックス.19　チョウの生態観察法 グリーンブックス 福田晴夫 ニュー･サイエンス社 1977.12 

グリーンブックス.22　トンボの採集と観察 グリーンブックス 枝重夫著 ニュー･サイエンス社 1976.5 

昆虫  自然読本 自然読本 広津和郎ほか執筆 河出書房新社 1980.5

魚  自然読本 自然読本 山村聡ほか執筆 河出書房新社 1980.8

グリーンブックス.14　小鳥の剥製の作り方 グリーンブックス 本田晋著 ニュー･サイエンス社 1979.8 

グリーンブックス.50　野鳥50種-その生活記録- グリーンブックス 唐沢孝一著 ニュー･サイエンス社 1979.4 

野鳥　自然読本 自然読本 中西悟堂ほか執筆 河出書房新社 1980.5
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書　　名 シリーズ名 著 者 名 出 版 社 発行年月

からだ  自然読本 自然読本 箱崎総一ほか執筆 河出書房新社 1980.12

寄生虫館物語　可愛く奇妙な虫たちの暮らし 亀谷了著 ネスコ 1994.7

空飛ぶ寄生虫 藤田紘一郎著 講談社 1996.10

環境と健康　 環境科学ライブラリー 長田泰公 大日本図書 1974

環境の地球化学 －微量元素と健康－ 環境科学ライブラリー 山県登 大日本図書 1973

人間生存と自然環境１ 佐々学ほか編 東京大学出版会 1973.12

人間生存と自然環境２ 佐々学ほか編 東京大学出版会 1977.6

人間生存と自然環境３ 佐々学ほか編 東京大学出版会 1975.4

人間生存と自然環境４ 佐々学ほか編 東京大学出版会 1977.5

化学便覧. 応用編 日本化学会編 丸善 1973

グリーンブックス.48　サクラソウ グリーンブックス 大垣晃一著 ニュー･サイエンス社 1979.2

グリーンブックス.75　観葉植物の育て方 グリーンブックス 高木誠 ニュー･サイエンス社 1981

グリーンブックス.44　果物と野菜の観察 グリーンブックス 牧野晩成著 ニュー･サイエンス社 1978.9 

グリーンブックス.35　福寿草 グリーンブックス 日本福寿草の会編 ニュー・サイエンス社 1978.1 

グリーンブックス.53　アジサイ グリーンブックス 山本武臣著 ニュー･サイエンス社 1979.6 

グリーンブックス.63　サギソウの観察と裁培 グリーンブックス 木村なほ ニュー･サイエンス社 1980.5 

グリーンブックス.68　シダの観察と栽培 グリーンブックス 中川盛四郎著 ニュー･サイエンス社 1980.10 　

グリーンブックス.126　ギボウシの観察と栽培 グリーンブックス 渡辺健二著 ニュー･サイエンス社 1985.8

グリーンブックス.27　植物写真の撮り方 グリーンブックス 関塚正 ニュー･サイエンス社 1978.9 

グリーンブックス.39　昆虫写真の撮り方 グリーンブックス 栗林慧著 ニュー･サイエンス社 1979.12 

グリーンブックス.57　動物写真の撮り方 グリーンブックス 岩合光昭著 ニュー･サイエンス社 1979.11 
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書　　名 シリーズ名 著 者 名 出 版 社 発行年月

工場緑化ハンドブック　工事緑化に関する国等の規制および援助措置 日本緑化センター編 日本緑化センター 1976.12

工場緑化ハンドブック別冊 日本緑化センター編 日本緑化センター 1976.12

河川生態環境工学　魚類生態と河川計画 玉井信行ほか共編 東京大学出版会 1993.11

河川文化　河川文化を語る会講演集<その15> 日本河川協会編 日本河川協会 2004.4

川の健康診断　清冽な流れを求めて NHKブックス 森下郁子著 日本放送出版協会 1977.6

川を楽しむ　水辺の魅力再発見 財団法人リバーフロント整備センター 技報堂出版 1991.3

国が川を壊す理由<川辺川ダムは誰のためか> 福岡賢正著 葦書房 1994.4

降水と流出の基礎 森林保全研究会編 森林保全研究会 1981.3

都市の水循環 NHKブックス 押田勇雄編 日本放送出版協会 1982.12

日本の水問題を考える －現場からの提案－ 上田憲一著 技報堂出版 1996.8

水と緑と土　伝統を捨てた社会の行方 中公新書 富山和子著 中央公論社 1974.1

略奪された水資源 ―地下水利用の功罪 柴崎達雄著 築地書館 1976.2

流域一貫　森と川と人のつながりを求めて 中村太士著 築地書館 1999.7

エコシティ　バークリーの生態都市計画 リチャード･レジスター著，鶴田栄作訳 工作舎 1993.11

環境計画論 SD選書 田村明著 鹿島出版会 1980.10

環境緑地.2　植栽の理論と技術 新田伸三著 鹿島出版会 1975.3

環境緑化における微気象の設計 新田伸三ほか共著 鹿島出版会 1981.9

首都緑化10年 首都緑化推進委員会編 首都緑化推進委員会 1961.3

首都緑化20年の歩み 首都緑化推進委員会編 首都緑化推進委員会 1972.2

都市の人間環境 都市環境学シリーズ 品田穣ほか共著 共立出版 1987.7

人間居住環境を考える　住みよい都市づくりへの提言 駒井洋ほか編著 学陽書房 1983.6

まちづくりとシビック･トラスト AMR編 ぎょうせい 1991.7

緑地保全の生態学 井手久登著 東京大学出版会 1980.5

アオコに挑んだ地球市民　霞ヶ浦流域･水質調査の十年 奥井登美子編著 北斗出版 1992.7

明日の環境を考える －手賀沼浄化を考える市民講座Ⅲ－ 我孫子市編 我孫子市 1992.3

あっ、トトロの森だ！ 工藤直子著 徳間書店 1992.1

アメリカの環境保護運動 岩波新書 岡島成行著 岩波書店 1990.10

危うい緑の地球 三島昭男著 新潮社 1984.6

命の山・高尾山 酒井喜久子著 朝日ソノラマ 1994.1

今｢地球｣を救う本　ビジュアル版／地球環境大事典 学研ムック UTAN編集部編 学習研究社 1991.2

今｢日本｣が汚染されている <保存版>日本環境白書 学研ムック 学習研究社編 学習研究社 1990.5

インタープリテーション入門 ―自然解説技術ハンドブック
キャサリーン･レニエほか共著，
日本環境教育フォーラム監訳

小学館 1994.6

失われた森　レイチェル･カーソン遺稿集
レイチェル・カーソン著，
リンダ･リア編，古草秀子訳

集英社 2000.1

奪われし未来 シーア･コルボーンほか共著，長尾力訳 翔泳社 1997.9

エコパーク －生き物のいる公園づくり－ 亀山章・倉本宣編 ソフトサイエンス社 1998.10

エコブックガイド'93　環境図書目録 環境庁企画調整局 環境省 1993.6

絵とき　地球環境を土からみると 松尾嘉郎,奥薗寿子著 農山漁村文化協会 1990.1

追いつめられた地球 私たちの地球 柴田敏隆監修 河合楽器製作所出版事業部 1991.4

尾瀬アヤメ平の40年　裸地化した湿原の植生回復への取り組み 菊地慶四郎著 上毛新聞社出版局 2004.4

オゾン･クライシス シャロン･ローン著，加藤珪ほか訳 地人書館 1991.5

オフィスでできる地球を救う50の方法
アース･ワークスグループ編著，
亀井よし子・芹沢恵訳

ブロンズ新社 1992.5

おもしろ自然・動物保護講座 小原秀雄著 東洋書店 1995.1

開発と環境 ―共生の原理を求めて 中島正博著 渓水社 1996.4

開発途上国の国別自然環境ハンドブック. アジア･中南米編 環境事業団地球環境基金部編 環境事業団地球環境基金部業務課 1999.3

開発途上国の国別自然環境ハンドブック. アフリカ･オセアニア編 環境事業団地球環境基金部編 環境事業団地球環境基金部業務課 2000.3

開発と保全 ―自然･文化財･歴史的環境 ジュリスト増刊総合特集 有斐閣編 有斐閣 1976.7

かけがえのない自然 私たちの地球 柴田敏隆監修 河合楽器製作所出版事業部 1991.9

かけがえのない地球を大切に　新･世界環境保全戦略
国際自然保護連合ほか共著，
世界自然保護基金日本委員会訳

小学館 1992.1

河川の汚染 手塚泰彦著 築地書館 1974.11

環境アセスメント制度を考える<現状の問題点と理想の姿を探る> 岡村隆保著 近代文芸社 1995.4

環境汚染と指標植物 科学ブックス 垰田宏著 共立出版 1974.5

環境経済学 有斐閣ブックス 植田和弘ほか共著 有斐閣 1991.9

環境再生　川崎から公害地域の再生を考える 有斐閣選書 永井進・寺西俊一・除本理史編著 有斐閣 2002.9

環境社会学 有斐閣ブックス 飯島伸子著 有斐閣 1993.12

環境浄化のための微生物学 須藤隆一編 講談社 1983.2

環境統計学<情報処理の考え方> 鈴木栄一著 地人書館 1979.2

環境と人間 －その共存の鍵－ 第8回「大学と科学」公開シンポジウム組織委員会編 クバプロ 1994.9

環境と農薬 －その安全性をめぐって－ 桜井壽著 全国農村教育協会 1982.5

環境と文化 －人類学的考察－ 石毛直道編 日本放送出版協会 1978.6
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環境にやさしい暮らしの工夫 ｢暮らしと環境に関する研究会｣報告書 環境庁企画調整局企画調整課編 大蔵省印刷局 1989.5

環境の科学　自然・生物・人類のシステムをさぐる 宝月欣二ほか編 日本放送出版協会 1975.2

環境の経済評価テクニック　アジアにおけるケーススタディ
ジョン･ディクソン,
メイナード･ハフシュミット編著，長谷川弘訳 築地書館 1993.9

環境はいくらか　環境の経済評価入門 ジョン･ディクソンほか共著，長谷川弘訳 築地書館 1991.4

環境微生物実験法 須藤隆一編 講談社 1988.7

環境保護運動はどこが間違っているのか？ 槌田敦著 JICC出版局 1992.7

環境緑地.3　緑地施設の設計 小形研三,高原栄重著 鹿島出版会 1978.6

環境倫理学のすすめ 丸善ライブラリー 加藤尚武著 丸善 1991.12

環太郎の｢会社のここが知りたい！｣－ぼくたちのエコロジー就職宣言－ グループ環著 ダイヤモンド社 1992.5

希少野生生物保全調査報告書.平成15-18年度 山形県環境科学研究センター編 山形県環境科学研究センター 2007.3

丘陵地の自然環境 －その特性と保全－ 松井健ほか共編 古今書院 1990.8

草の根の野生保護 田辺一雄著 連合出版 1991.10

検証緑の時代　多摩の自然とくらし アサヒタウンズ編 けやき出版 1990.3

公害なき農業 河合一之著 家の光協会 1972.2

講座文明と環境.第9巻　森と文明 梅原猛ほか共編 朝倉書店 1996.1

国土緑化三十年の歩み 国土緑化推進委員会編 国土緑化推進委員会 1982.3

子どもにどんな地球を残しますか 国連児童基金,国連環境計画著,高榎尭訳 福武書店 1991.3

｢サイレント･スプリング｣再訪 G.J.マルコほか共編，波多野博行監訳 化学同人 1991.7

サイレント･スプリングの行くえ　自然の保護と人間の生態
フランク･グレアム･ジュニア著，
田村三郎・上遠恵子訳

同文書院 1971.6

里山の自然をまもる 石井実ほか共著 築地書館 1993.5

里山を考える101のヒント 日本林業技術協会編 東京書籍 2000.2

サンゴの海に生きる －石垣島･白保の暮らしと自然－ 人間選書 野池元基著 農山漁村文化協会 1990.2

酸性雨 岩波新書 石弘之著 岩波書店 1992.5

資源循環と人間活動 熊沢喜久雄ほか共編 東京大学出版会 1982.3

自然改造の報復　気候と災害 日経新書 土屋巌著 日本経済新聞社 1975.1

自然環境解析のためのリモートセンシング・ＧＩＳハンドブック 長澤良太・原慶太郎・金子正美編 古今書院 2007.11

自然環境と昆虫たち 新堀豊彦著 丸井図書出版 1981.10

自然環境復元入門 杉山恵一著 信山社出版 1992.9

自然再生　釧路から始まる 環境省自然環境局自然環境共生技術協会編 ぎょうせい 2004.7

自然再生事業 ―生物多様性の回復をめざして 鷲谷いづみ・草刈秀紀篇 築地書館 2003.3

自然破壊黒書.1　自然は泣いている 全国自然保護連合編 社会問題調査会 1972.8

自然への共鳴.1　子供の想像力と創造性を育む 黒坂三和子編 思索社 1989.1

自然への共鳴.2　日本の人と環境とのつながり 黒坂三和子編 思索社 1989.9

自然保護学入門 共立科学ブックス
D.W.エーレンフェルド著，
小原秀雄・浦本昌紀訳

共立出版 1975.9

自然保護事典.1　山と森林 全国自然保護連合編 緑風出版 1989.8

自然保護読本　自然と人間の共存を求めて… 「公明」編集部編 公明党機関紙局 1988.4

自然保護年鑑　昭和62年版 自然保護年鑑編集委員会編 自然保護年鑑刊行会 1987.8

自然保護年鑑.2　平成1･2年版 自然保護年鑑編集委員会編 自然保護年鑑刊行会 1989.12

自然保護年鑑.3　平成4･5年版　世界と日本の自然は今 自然保護年鑑編集委員会編 自然保護年鑑刊行会 1992.12

自然保護年鑑.4　平成7･8年版　自然と共に生きる時代を目指して 自然保護年鑑編集委員会編 自然保護年鑑刊行会 1996.9

自然保護ハンドブック 沼田真編 東京大学出版会 1976.11

自然保護ハンドブック J.W.ブレイナード著，長野県自然保護の会訳 地人書館 1974.8

自然保護レンジャーになるには 自然保護レンジャー研究会編 ぺりかん社 2002.1

自然をケアする仕事がしたい！ 現場の本音を聞いて資格と仕事を選ぶ本 オフサイド･ブックス 住博著 彩流社 2003.7

指標生物 ―環境汚染を啓示する 松中昭一著 講談社 1975.9

社会主義国における自然保護と資源利用 社会主義法研究会編 法律文化社 1975.10

ジュリスト.1015号　環境保護の新展開 有斐閣編 有斐閣 1993.1

植民地支配と環境破壊 ―覇権主義は超えられるのか シリーズ｢現代の地殻変動｣を読む 古川久雄著 弘文堂 2001.5

新･生物多様性国家戦略 ～自然の保全と再生のための基本計画～ 環境省編 ぎょうせい 2002.8

新･地球環境読本　21世紀への提言とメッセージ 原剛編著 福武書店 1992.6

侵略とかく乱のはてに －移入生物問題を考える－ 神奈川県立生命の星･地球博物館編 神奈川県立生命の星･地球博物館 2003.7

森林の明日を考える　自然享有権の確立をめざして 有斐閣選書
日本弁護士連合会
公害対策･環境保全委員会編

有斐閣 1991.6

生と死の妙薬　自然均衡の破壊者〈化学薬品〉 レーチェル･カーソン著,青樹簗一訳 新潮社 1964.6

生物の多様性保全戦略 －地球の豊かな生命を未来につなげる行動指針－ 世界資源研究所ほか編,佐藤大七郎監訳 中央法規出版 1993.6

生物の保護はなぜ必要か
　－バイオダイバシティ＜生物の多様性＞という考え方－

ウォルター･V.リード,ケントン･R.ミラー著，
藤倉良編訳 ダイヤモンド社 1994.6

生物の目でみる自然環境の保全 遠山益著 裳華房 1996.1

生物膜法 楠本正康ほか共著 産業用水調査会 1980.11

絶滅のおそれのある野生動植物種の国内取引管理
　－絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律詳説－

環境庁野生生物保護行政研究会編 中央法規出版 1995.1
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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律
　－法令・通知・資料－

環境庁野生生物保護行政研究会編 中央法規出版 1993.7

続･環境統計学<情報処理の実際例> 鈴木栄一著 地人書館 1979.2

そんなことじゃ地球のためにならない　ポスト｢地球サミット｣の環境読本 農山漁村文化協会編 農山漁村文化協会 1992.7

大気汚染植物被害写真集 大気汚染研究全国協議会第7小委員会編 日本公衆衛生協会 1973.3

高尾山が危ない　圏央道破壊される自然と生活 高尾山自然保護実行委員会編著 のんぶる舎 1989.6

地球SOS　地球環境を考える ミュージアムブックレット 神奈川県立生命の星･地球博物館編 神奈川県立生命の星･地球博物館 1996.12

地球汚染からの脱出　水循環とエントロピー 山田国広著 アグネ承風社 1991.7

地球が叫ぶ　人類は環境を救えるか 斎藤彰編著 共同通信社 1990.9

地球環境キーワード事典 環境庁地球環境部編 中央法規出版 1993.4

地球環境情報:新聞記事データベース1990 メディア･インターフェイス編 ダイヤモンド社 1990.10

地球環境と経済 岩波ブックレット
ロバート･レペット著，
黒坂三和子・栗原武美子訳

岩波書店 1991.11

地球環境と資源問題 シリーズ現代の経済 森俊介著 岩波書店 1992.6

地球環境問題読本 －21世紀を私たちの手に－ 本谷勲著 東洋書店 1992.11

地球市民のみどりのNGOダイレクトリー　植林と森林保護に取り組む NGO活動推進センター編 NGO活動推進センター 1992.9

地球の報復　大気に映る環境破壊 ルイーズ･B.ヤング著，高城恭子ほか訳 時事通信社 1992.10

地球は救える　環境保護へのシナリオ ジョナサン･ポーリット著，筑紫哲也監修･訳 小学館 1991.8

地球派読本 日本ペンクラブ編，立松和平選 福武書店 1990.10

地球をまもる小さな生き物たち －環境微生物とバイオメディエーション－ 児玉徹ほか共編 技報堂出版 1995.6

千葉県ビオトープ －事例集－ 千葉県環境生活部自然保護課 千葉県環境生活部自然保護課 2002.3

千葉県ビオトープ推進マニュアル －共にはぐくむ人と生物の豊かさ－ 千葉県環境生活部自然保護課 千葉県環境生活部自然保護課 2002.3

沈黙の春 －生と死の妙薬－ レイチェル･カーソン著，青樹簗一訳 新潮社 1974.2

つながりひろがれ環境学習 －こころのエコロジー･ワークショップ－ 小河原孝生編，小野三津子著 ぎょうせい 1996.6

徹底討論地球環境　環境ジャーナリストの｢現場｣から 石弘之ほか共著 福武書店 1992.4

都市が滅ぼした川　多摩川の自然史 中公新書 加藤辿著 中央公論社 1973.5

都市とランドスケーピング 村田孝著 誠文堂新光社 1976.4

都市林　くらしの中の豊かなみどり 林業経営研究所編 農林出版 1972.3

長良川河口堰 ―自然破壊か節水か 長良川河口ぜきに反対する市民の会編著 技術と人間 1991.5

日本環境報告 本多勝一著 朝日新聞社 1992.7

日本の環境政策 環境庁編 日本環境協会 1977.8

日本の自然はなぜ荒れたのか　非自然の風景 向一陽著 共同通信社 1997.7

日本の湿地保護運動の足跡 －日本最大の干潟が消滅する？有明海諫早湾－ 山下弘文著 信山社出版 1994.3

日本を救う｢最後の選択｣ 豊かな｢自然｣を取り戻すための新提言 日本生態系保護協会編 情報センター出版局 1992.10

農薬と環境破壊56話 ―人間らしい暮らしをとりもどす智慧 加藤竜夫著 光雲社 1990.4

農林業が地球を救うこれだけの理由 菅原友太著 農山漁村文化協会 1993.2

はて・なぜ・どうしてクイズ レッドリストの生きものたち 環境問題チャレンジブック 永戸豊野著 合同出版 2001.1

ビオトープ緑の都市革命 勝野武彦監修 ぎょうせい 1990.4

ヒトと緑の空間 東海科学選書 品田穣著 東海大学出版会 1980.10

風景への挽歌 ―私の自然保護論 大井道夫著 アンヴィエル 1978.12

ブナの山々　東北の山からのメッセージ 根深誠ほか著 白水社 1990.10

ふるさと　いきものの里100選 環境庁自然保護局監修 ぎょうせい 1989.9

報告日本における「自然の権利」運動 自然の権利セミナー報告書作成委員会編 「自然の権利」セミナー 1998.1

ホタルの里づくり 自然環境復元研究会編 信山社出版 1991.4

北海道の自然保護 －その歴史と思想－ 北大選書 俵浩三著 北海道大学図書刊行会 1979.6

水と土と緑のはなし 江崎春雄ほか編著 技報堂出版 1985.5

水の環境戦略 岩波新書 中西準子著 岩波書店 1994.2

水辺のリハビリテーション －現代水辺デザイン論－ 亀山章･樋渡達也編 ソフトサイエンス社 1993.9

水辺ビオトープ －その基礎と事例－ 自然環境復元研究会編 信山社サイテック 1994.7

身近な自然活用のすすめ
　～身のまわりの緑や水辺とじょうずにつき合うために～

北海道保健環境部自然保護課編 北海道保健環境部自然保護課 1991.3

みどりの市民参加 －森と社会の未来をひらく－ 木平勇吉編 日本林業技調査会 2010.1

緑のトラストをめざして －新しい環境保全への道をひらく－ 埼玉県環境部自然保護課編 ぎょうせい 1983.11

森が消えれば海も死ぬ　陸と海を結ぶ生態学 ブルーバックス 松永勝彦著 講談社 1993.7

よみがえれ自然　自然再生事業ガイドライン 自然環境共生技術協会編著 自然環境共生技術協会 2007.11

ラムサール条約と日本の湿地 －湿地の保護と共生への提言－ 山下弘文著 信山社出版 1993.11

陸上生態系による温暖化防止戦略
ゴルファーの緑化促進協力会編，
藤森隆郎監修

博友社 2000.3

リゾート列島日本の危機！ 企業栄えて山河消える日！ JICCブックレット 山田国広著 JICC出版局 1990.4

歴史的環境 －保存と再生－ 岩波新書 木原啓吉著 岩波書店 1982.12

レモンジュースの雨 ―地球環境と日本の役割 読売新聞地球環境取材班著 築地書館 1990.6
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Life Nature Library　ユーラシア　 ライフ大自然シリーズ タイムライフブックス編集部 タイムライフブックス 1977

Life Nature Library　日本人と自然　 ライフ大自然シリーズ タイムライフブックス編集部 タイムライフブックス 1973

Life Nature Library　熱帯アジア　 ライフ大自然シリーズ タイムライフブックス編集部 タイムライムブックス 1977

Life Nature Library　アフリカ　 ライフ大自然シリーズ タイムライフブックス編集部 タイムライムブックス 1980

Life Nature Library　北アメリカ　 ライフ大自然シリーズ タイムライフブックス編集部 タイムライムブックス 1977

Life Nature Library　南アメリカ　 ライフ大自然シリーズ タイムライフブックス編集部 タイムライムブックス 1977

Life Nature Library　オーストラリア　 ライフ大自然シリーズ タイムライフブックス編集部 タイムライムブックス 1977

Life Nature Library　両極　 ライフ大自然シリーズ タイムライフブックス編集部 タイムライムブックス 1974

図説天然資源と産業利用
　古代から現代まで／図と写真で見る資源利用の歴史

- 神奈川県政地方記者会 1993.12

自然大博物館 青木淳一ほか監修･執筆 小学館 1992.7

Life Nature Library　宇宙　 ライフ大自然シリーズ タイムライフブックス編集部 タイムライムブックス 1976

生きている惑星地球 小口高監修 日本リーダーズダイジェスト社 1979.5

宇宙から見た地球 
プリシラ･ストレイン,フレデリック･エングル
共著，岩城聡・奥野勝郎訳 同朋舎出版 1993.11

すばらしい自然 ―その魅力と楽しみ 森川久雄監修 日本リーダーズダイジェスト社 1980.9

地球　その自然と生物 ライフ大自然シリーズ
リンカーン･バーネット原著,
猪野曠ほか日本語版監修

タイムライムブックス 1975

Life Nature Library　地球 ライフ大自然シリーズ タイムライフブックス編集部 タイムライムブックス 1974

日本気候環境図表 西内光・桑田晃編著 保育社 1987.2

Life Nature Library　海 ライフ大自然シリーズ タイムライフブックス編集部 タイムライムブックス 1974

Life Nature Library　砂漠 ライフ大自然シリーズ タイムライフブックス編集部 タイムライムブックス 1973

Life Nature Library　山 ライフ大自然シリーズ タイムライフブックス編集部 タイムライムブックス 1971

Life Nature Library　日本列島 ライフ大自然シリーズ タイムライフブックス編集部 タイムライムブックス 1973

地球絶滅恐竜記 今泉忠明著，清水勝画 竹書房 1988.6

地球絶滅動物記 今泉忠明著 竹書房 1986.11

アルダス版講談社自然シリーズ.1　生きている大地 アーサー･ボーン著 講談社 1977

アルダス版講談社自然シリーズ.2　生きるものたち マルカム･ロス－マクドナルド著 講談社 1977

アルダス版講談社自然シリーズ.3　生命の網 ジョン･オーツ著 講談社 1977

アルダス版講談社自然シリーズ.4　海の生命 ギリアン･スタンドリング著，奥谷喬司監訳 講談社 1977

アルダス版講談社自然シリーズ.5　川と湖 ピータークレドランド著，水野信彦監訳 講談社 1977

アルダス版講談社自然シリーズ.6　山の生命 バーナード･ストーンハウス著 講談社 1977

アルダス版講談社自然シリーズ.7　森林の生命 マイケル･ブーラー著，吉行瑞子監訳 講談社 1977

アルダス版講談社自然シリーズ.8　草原の生命 エリック･ダフィ著 講談社 1977

アルダス版講談社自然シリーズ.9　砂漠の生命 ジョン･クラウズリ－トンプソン著 講談社 1977

アルダス版講談社自然シリーズ.10　極地の生命
ジョセフ･ルーカス　スーザン･ヘイズ著，
河村章人監訳 講談社 1977

アルダス版講談社自然シリーズ.11　島の生命 ジョン･スパークス著，伊藤秀三監訳 講談社 1977

アルダス版講談社自然シリーズ.12　植物の世界 デイビッド･ベラミー著 講談社 1977

アルダス版講談社自然シリーズ.13　微生物の世界 デレク･トゥーマー　アラン･ケイン著 講談社 1977

アルダス版講談社自然シリーズ.14　自然の民族 ロバート･アレン著，村武精一監訳 講談社 1977

アルダス版講談社自然シリーズ.15　大気の世界 ジョン･スパークス著 講談社 1977

アルダス版講談社自然シリーズ.16　都市の自然
ジョン･アンドリュー･バートン著，
鈴木善次監訳

講談社 1977

アルダス版講談社自然シリーズ.17　自然保護 マイケル･クロフォード著，藤原英司監訳 講談社 1977

アルダス版講談社自然シリーズ.18　環境汚染 イアン･ブリーチ著 講談社 1977

アルダス版講談社自然シリーズ.19　人類の未来 マルカム･ロス－マクドナルド著，加藤辿監訳 講談社 1977

アルダス版講談社自然シリーズ.20　生態学の手引き,総索引
マイケル･ハッセン
スチュアート･マクニール著

講談社 1977

自然断面図鑑
モイラ･バターフィールド作，
リチャード･オー絵，原まゆみほか共訳 偕成社 1996

Life Nature Library　日本の生物 ライフ大自然シリーズ タイムライフブックス編集部 タイムライムブックス 1973

Life Nature Library　進化 ライフ大自然シリーズ タイムライフブックス編集部 タイムライムブックス 1975

生物　その進化と生態 ライフ大自然シリーズ
リンカーン･バーネット原著，
今泉吉典日本語版監修

タイムライムブックス 1973

地球ウオッチング　50億人のためのガイアアトラス 西川治監修，武田むつみほか訳 平凡社 1987.11

日本淡水生物学
川村多実二原著，
青木淳一ほか執筆，上野益三編修

図鑑の北隆館 1973

Life Nature Library　生態 ライフ大自然シリーズ タイムライフブックス編集部 タイムライムブックス 1971

Life Nature Library　原始人 ライフ大自然シリーズ タイムライフブックス編集部 タイムライムブックス 1970

朝日百科世界の植物１　種子植物Ⅰ 朝日新聞社編 朝日新聞社 1978.10

朝日百科世界の植物2　種子植物Ⅱ 朝日新聞社編 朝日新聞社 1978.10

朝日百科世界の植物3　種子植物Ⅲ 朝日新聞社編 朝日新聞社 1978.10

朝日百科世界の植物4　種子植物Ⅳ 朝日新聞社編 朝日新聞社 1978.10

朝日百科世界の植物5　種子植物Ⅴ 朝日新聞社編 朝日新聞社 1978.10

朝日百科世界の植物6　種子植物Ⅵ 朝日新聞社編 朝日新聞社 1978.10
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朝日百科世界の植物7　種子植物Ⅶ 朝日新聞社編 朝日新聞社 1978.10

朝日百科世界の植物8　種子植物Ⅷ 朝日新聞社編 朝日新聞社 1978.10

朝日百科世界の植物9　種子植物Ⅸ 朝日新聞社編 朝日新聞社 1978.10

朝日百科世界の植物10　シダ植物・コケ類・藻類・菌類 朝日新聞社編 朝日新聞社 1978.10

朝日百科世界の植物11　植物の生態・形態 朝日新聞社編 朝日新聞社 1978.10

朝日百科世界の植物12　植物と人間文化 朝日新聞社編 朝日新聞社 1978.10

朝日百科世界の植物　別巻　総論・索引 朝日新聞社編 朝日新聞社 -

原色日本野外植物図譜. 1　春から初夏 奥山春季著 誠文堂新光社 1957 

日本雑草図説 －種子,幼植物および成植物－ 笠原安夫著 養賢堂 1974 

日本の野生植物. 草本1 単子葉類 佐竹義輔ほか編 平凡社 1982.1 

日本の野生植物. 草本2 離弁花類 佐竹義輔ほか編 平凡社 1982.3 

日本の野生植物. 草本3 合弁花類 佐竹義輔ほか編 平凡社 1981.10 

日本の野生植物. 木本 1 佐竹義輔ほか編 平凡社 1989.2 

日本の野生植物. 木本 2 佐竹義輔ほか編 平凡社 1989.2 

ビジュアルディクショナリー.5　植物 DK,同朋舎出版編集部編，金川文子訳 同朋舎 1994.1

緑と人間の文化
アンソニー･ハックスリ著，
鈴木邦雄・中村武久訳

東京書籍 1988.6

Life Nature Library　植物 ライフ大自然シリーズ タイムライフブックス編集部 タイムライムブックス 1974

山野草カラー百科　食べる・薬になる・楽しむ 新版 主婦の友百科シリーズ 上野善弘編 主婦の友社 1990.8

日本草本植物根系図説 清水建美著，梅林正芳図 平凡社 1995.2 

Atlas of the Japanese flora.1 Yoshiwo Horikawa著 学研 1972

Atlas of the Japanese flora.2 Yoshiwo Horikawa著 学研 1976

新日本植物誌. シダ篇 中池敏之著 至文堂 1982.4 

日本植生誌.1　屋久島 宮脇昭編著 至文堂 1980.2

日本植生誌.2　九州 宮脇昭編著 至文堂 1981.2

日本植生誌.4　中国 宮脇昭編著 至文堂 1983.2

日本植生誌.7　関東 宮脇昭編著 至文堂 1986.2

日本植物群落図説 宮脇昭・奥田重俊編著 至文堂 1990.2

日本植物群落図説.別冊（日本植物群落分布図） 宮脇昭・奥田重俊編著 至文堂 1990.2

日本植物誌　顕花篇　改訂増補新版 大井次三郎著 至文堂 1965 

日本の花木 林弥栄著，富成忠夫写真 講談社 1971.3

日本の花 山渓カラーデラックス 佐竹義輔編 山と渓谷社 1972 

日本タケ科植物総目録 鈴木貞雄著 学習研究社 1978

坂本式動物剥製法 橋本太郎著 北隆館 1977.1 

動物大百科.1 D.W.マクドナルド編 平凡社 1986.3

動物大百科.2 D.W.マクドナルド編 平凡社 1986.7

動物大百科.3 D.W.マクドナルド編 平凡社 1986.4

動物大百科.4 D.W.マクドナルド編 平凡社 1986.5

動物大百科.5 D.W.マクドナルド編 平凡社 1986.9

動物大百科.7 C.M.ペリンズ,A.L.A.ミドルトン編 平凡社 1986.6

動物大百科.8 C.M.ペリンズ,A.L.A.ミドルトン編 平凡社 1986.8

動物大百科.9 C.M.ペリンズ,A.L.A.ミドルトン編 平凡社 1986.10

動物大百科.10 D.M.ブルーム編 平凡社 1987.5

動物大百科.11 P.R.メッセント編 平凡社 1987.4

動物大百科.12 T.R.ハリディ,K.アドラー編 平凡社 1987.2

動物大百科.14 A.キャンベル編 平凡社 1987.7

動物大百科.15 C.オトゥール編 平凡社 1987.9

動物大百科.16 P.J.B.スレイター編 平凡社 1987.10

動物大百科.17 R.M.アレグザンダー編 平凡社 1987.8

動物大百科.18 P.D.ムーア編 平凡社 1987.3

動物大百科.19 P.J.ベリー,A.ハラム編 平凡社 1987.11

動物大百科.20 今泉吉典監修 平凡社 1987.12

動物大百科.別巻 D.ノーマン著 平凡社 1988.5

ビジュアルディクショナリー.4　動物 ビジュアルディクショナリー DK,同朋舎出版編集部編，小森厚一ほか共訳 同朋舎 1993.11

アニマル・ウォッチング ―動物の行動観察ガイドブック デズモンド･モリス著，日高敏隆監訳 河出書房新社 1991.11 

擬態生物（カモフラージュ）の世界 マルコ･フェラーリ著，池田清彦訳 新潮社 1994.11

動物実験解剖の指針 岡村周諦著 風間書房 1964 

土壌動物学 －分類・生態・環境との関係を中心に－ 青木淳一著 北隆館 1973 

Life Nature Library　動物の行動 ライフ大自然シリーズ タイムライフブックス編集部 タイムライムブックス 1977

ＮＨＫ自然のアルバム.1　日本の四季 森の息吹き ＮＨＫ編･監修 ＮＨＫサービスセンター 1978.2

ＮＨＫ自然のアルバム.2　日本の四季 潮騒の中に ＮＨＫ編･監修 ＮＨＫサービスセンター 1978.2

ＮＨＫ自然のアルバム.3　日本の四季 花粉のゆくえ ＮＨＫ編･監修 ＮＨＫサービスセンター 1978.2
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ＮＨＫ自然のアルバム.4　日本の四季 里の訪問客 ＮＨＫ編･監修 ＮＨＫサービスセンター 1978.2

日本動物大百科. 第7巻　無脊椎動物
奥谷喬司・武田正倫・今福道夫編，
日高敏隆監修

平凡社 1997.11

日本動物大百科. 第8巻　昆虫. 1 石井実ほか編，日高敏隆監修 平凡社 1996.9

日本動物大百科. 別冊　動物分類名索引 日高敏隆監修 平凡社 1998.12

今森光彦 世界昆虫記 今森光彦著 福音館書店 1994.4

水生昆虫学 津田松苗編 北隆館 1962

図説世界の昆虫.1　東南アジア編1 阪口浩平著 保育社 1979.10 

図説世界の昆虫.2　東南アジア編2 阪口浩平著 保育社 1981.10 

図説世界の昆虫.3　南北アメリカ編1 阪口浩平著 保育社 1980.6 

図説世界の昆虫.4　南北アメリカ編2 阪口浩平著 保育社 1983.2 

図説世界の昆虫.5　ユーラシア編 阪口浩平著 保育社 1981.2 

図説世界の昆虫.6　アフリカ編 阪口浩平著 保育社 1980.6 

地球絶滅昆虫記 猪又敏男著 竹書房 1988.10

チョウの世界 海野和男著 共立出版 1980.3 

日本産カミキリムシ検索図説 大林延夫ほか編 東海大学出版会 1992.3 

日本産水生昆虫検索図説 川合禎次編 東海大学出版会 1985.10 

Life Nature Library　昆虫 ライフ大自然シリーズ タイムライフブックス編集部 タイムライムブックス 1979

日本産魚類検索　全種の同定 中坊徹次編 東海大学出版会 1993.10 

Life Nature Library　魚類 ライフ大自然シリーズ タイムライフブックス編集部 タイムライムブックス 1974

Life Nature Library　爬虫類 ライフ大自然シリーズ タイムライフブックス編集部 タイムライムブックス 1974

グールドの鳥類図譜 ジョン･グールド著，安部直哉訳･解説 講談社 1982.1

新版鳥類原色大図説.1
黒田長礼著，野間科学医学研究資料館,
第一出版センター企画･編集 講談社 1980.7

新版鳥類原色大図説.2
黒田長礼著，野間科学医学研究資料館,
第一出版センター企画･編集 講談社 1980.7

新版鳥類原色大図説.3
黒田長礼著，野間科学医学研究資料館,
第一出版センター企画･編集 講談社 1980.7

鳥類の生活史 羽田健三編著 築地書館 1986.8

日本の鳥類と其の生態（旧北区の部） 第1巻 山階芳麿著 出版科学総合研究所 1980.1

日本の鳥類と其の生態（旧北区の部） 第2巻 山階芳麿著 出版科学総合研究所 1980.1

Life Nature Library　鳥類 ライフ大自然シリーズ タイムライフブックス編集部 タイムライムブックス 1971

Life Nature Library　哺乳類 ライフ大自然シリーズ タイムライフブックス編集部 タイムライムブックス 1974

Life Nature Library　霊長類 ライフ大自然シリーズ タイムライフブックス編集部 タイムライムブックス 1979

実験動物としての魚類 ―基礎実験法と毒性試験 江上信雄編 ソフトサイエンス社 1981.7 

緑地と環境緑化計画 景観緑地研究会編 フジ・テクノシステム 1974.7

地球を救え ジョナサン･ポリット編，芹沢高志監訳 岩波書店 1991.9 

汚泥の緑農地還元肥料化対策資料集 熊澤喜久雄ほか執筆 フジ･テクノシステム 1976

すべての園芸家のための花と植物百科 クリストファー･ブリッケル責任編集 同朋舎出版 1992.3

現代住宅の庭〔樹木・下草の活用法〕 主婦と生活社編 主婦と生活社 1979.5

樹木　庭園樹・公園樹 西川正孝・片山文雄執筆 ワールドグリーン出版 1991.1

樹木　庭園樹・公園樹. 続編 1 伊佐義朗・浅野二郎・西川正孝執筆 ワールドグリーン出版 1982.7

樹木の設計 －緑の創造－ 「樹木の設計」編集委員会 産業技術センター 1977

庭　名庭の観賞と作庭 中根金作 保育社 1973

樹木根系図説 苅住昇 誠文堂新光社 1979.6

樹木大図説.第1巻 上原敬二 有明書房 1959.9

樹木大図説.第2巻 上原敬二 有明書房 1959.1

樹木大図説.第3巻 上原敬二 有明書房 1959

樹木大図説. 索引 上原敬二 有明書房 1961

日本の樹木 初島住彦 講談社 1980.11

鳥　野生の瞬間 嶋田忠 平凡社 1983.3
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4月のこども図鑑 しぜん観察せいかつ探検 中山周平監修 フレ－ベル館 1997.3 

こくご　たいいく 学習ずかん百科 学習研究社編 学習研究社 1970.1

さんすう　おんがく 学習ずかん百科 学習研究社編 学習研究社 1969.11

じっけん・かんさつ 学習ずかん百科 学習研究社編 学習研究社 1970.3

しゃかいか1　村や町のくらし 学習ずかん百科 学習研究社編 学習研究社 1969.9

しゃかいか2　むかしといまのくらし 学習ずかん百科 学習研究社編 学習研究社 1970.4

ずがこうさく 学習ずかん百科 学習研究社編 学習研究社 1970.2

にわの草花と木 学習ずかん百科 学習研究社編 学習研究社 1969.8

野山の草花と木 学習ずかん百科 学習研究社編 学習研究社 1969.12

水べのいきもの 学習ずかん百科 学習研究社編 学習研究社 1970.5

むし 学習ずかん百科 学習研究社編 学習研究社 1969.5

タヌキの山は大さわぎ 万智洋介/文，飛鳥井けん/絵 峰浜村 1990.7

世界自然保護基金 ピーター･デントン著，乾侑美子訳 偕成社 1996.1

しぜんあそび ふしぎをためすかがく図鑑 水野丈夫・中山周平監修 フレーベル館 1996.6

クモははらぺこ 地球にやさしくするえほん 太田英博/さく，中島美弥/え 大日本図書 1993.3

小鳥の体重はなんグラム？ まんが小学生の自由研究 佐塚京市/作，かわうちやよい/絵 大日本図書 2000.3

はるをまつちいさないのち 地球にやさしくするえほん 太田英博/さく，井上正治/え 大日本図書 1993.3

四季のお天気かんさつ 科学のアルバム別巻 塚本治弘 あかね書房 1976.6

宇宙 学研の図鑑 宮本正太郎・根本順吉監修 学研 1980

彗星　ほうき星のひみつ 科学のアルバム 藤井旭 あかね書房 1976.3

星座をさがそう 科学のアルバム 藤井旭 あかね書房 1973

太陽のふしぎ 科学のアルバム 藤井旭 あかね書房 1972

月をみよう 科学のアルバム 藤井旭 あかね書房 1970

星雲・星団をみよう 科学のアルバム 藤井旭 あかね書房 1975

星の一生 科学のアルバム 藤井旭 あかね書房 1970

惑星をみよう 科学のアルバム 藤井旭 あかね書房 1974

惑星の探検 科学のアルバム 藤井旭 あかね書房 1982.12

流れ星・隕石 科学のアルバム 藤井旭 あかね書房 1988.4

きょうりゅう 科学のアルバム 小畠郁生 あかね書房 1971

しょうにゅうどう探検 科学のアルバム 徳富一光 あかね書房 1974

地球 学研の図鑑 金井康彦編 学研 1971.07

地球がもし100cmの球だったら 永井智哉文，木野鳥乎絵 世界文化社 2002.9 

雲と天気 科学のアルバム 塚本治弘 あかね書房 1970

氷の世界 科学のアルバム 東海林明雄 あかね書房 1982.2

雪の一生 科学のアルバム 片平孝 あかね書房 1976

海 学研の図鑑 岩下光男監修，青木斌執筆 学研 1978

海の水はどうしてしょっぱいの？　地球を知る冒険 科学技術振興機構 科学技術振興機構 2011.6

火山は生きている 科学のアルバム 青木章 あかね書房 1977.2

砂漠の世界 科学のアルバム 片平孝 あかね書房 1985.4

洞くつの世界 ぼくらの科学 高安克己著 千代田書房 1978

大むかしの動物 学研の図鑑 大森昌衛監修，真野勝友・堀田進指導･執筆 学研 1978

恐竜物語 －ブロンの冒険－ 松岡達英著 小学館 1990.1

鉱物　地底からのたより 科学のアルバム 塚本治弘 あかね書房 1983.7

生きものの飼い方 旺文社学習図鑑携帯版 旺文社編，矢島稔ほか著 旺文社 1978.7

いつもとちがう散歩道 ～まちかどの自然観察～ 平塚市博物館編 平塚市博物館 2011.7

貝と水の生物 旺文社学習図鑑携帯版 檜山義夫監修 旺文社 1977.3

川との出会い 自然をみつける物語 小野有五著 岩波書店 1996.1

子どもたちの森 菊屋奈良義著 白水社 1990.12

自然 生物のくらし 小学館の学習百科図鑑 柴田敏隆編著 小学館 1977.8

自然かんさつ入門 入門百科シリーズ 柴田敏隆著 小学館 1978.1

自然探偵･野道を行く　特別展図録 平塚市博物館編 平塚市博物館 1999.7

自然といっしょにあそぼう. 1　野原はおもしろい 浜口哲一著 学習研究社 1991.4

自然といっしょにあそぼう. 2　森や林はおもしろい 浜口哲一著 学習研究社 1991.4

自然といっしょにあそぼう. 3　水辺はおもしろい 浜口哲一著 学習研究社 1991.4

自然といっしょにあそぼう. 4　海辺はおもしろい 浜口哲一著 学習研究社 1991.4

自然といっしょにあそぼう. 5　まちの中はおもしろい 浜口哲一著 学習研究社 1991.4

島への旅 自然をみつける物語 小野有五著 岩波書店 1996.6

マーヤの春・夏・秋・冬
レーナ･アンダション絵，
ウルフ･スヴェドベリ文，藤田千枝訳

富山房 1995.6

水の生物 学研の図鑑 波部忠重・馬渡静夫監修 学研 1978

森の時間 自然をみつける物語 小野有五著 岩波書店 1996.2

山のひみつ 自然をみつける物語 小野有五著 岩波書店 1996.4
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美しい草花 守ろう日本の自然わたしたちの天然記念物 河合雅雄・高橋秀男監修 学研 1988

日本のジャングル西表島 日本自然探検の旅 松岡達英作 大日本図書 1996.9

熱帯雨林のひみつ ニュース絵本シリーズ A.ドロス/作絵，坂本真理/訳 国土社 1991.10

冬の虫 冬の自然 かがくのほん たかはしきよし/絵，奥本大三郎/文 福音館書店 1989.11

顕微鏡観察 学研の図鑑 小林弘監修，木谷要治・畑中忠雄執筆 学研 1978

アサガオで知る町の環境 調べよう学校周辺の自然と環境 杉山惠一監修，菅原久夫指導 学習研究社 1998.2

海べの生物 小さな科学者 菅野徹著 小学館 1976.5 

学校に自然を再現しよう 調べよう学校周辺の自然と環境 杉山惠一監修･指導 学習研究社 1998.2

公園でみつけよう　生きものの冬ごし しぜんたんけんずかん 松原巌樹絵･文 小峰書店 1998.11

サケよ生まれた川へ元気に戻れ 調べよう学校周辺の自然と環境 杉山惠一監修，山田辰美指導 学習研究社 1998.2

樹木のふしぎと森の偉大な働き 調べよう学校周辺の自然と環境 杉山惠一監修，菅原久夫指導 学習研究社 1998.2

タンポポが教えてくれる環境 調べよう学校周辺の自然と環境 杉山惠一監修，菅原久夫指導 学習研究社 1998.2

どんぐり かがくのとも傑作集 こうやすすむ著 福音館書店 1983.10

干潟の生きもの シリーズ海 はやしまさよし著 らくだ出版 1979.3

ムツゴロウはなぜだいじか 調べよう学校周辺の自然と環境 杉山惠一監修，山田辰美指導 学習研究社 1998.2

わたしたちのハクチョウを守ろう 調べよう学校周辺の自然と環境 杉山惠一監修，小杉山晃一指導 学習研究社 1998.2

アサガオたねからたねまで 科学のアルバム 佐藤有恒/写真，中山周平/文 あかね書房 1972

イネの一生 科学のアルバム 守矢登 あかね書房 1973

木の実とともだち －みつける・たべる・つくる－ 下田智美絵と文 偕成社 1996.10

高山植物の一年 科学のアルバム 白籏史朗 あかね書房 1974

サクラの一年 科学のアルバム 守矢登 あかね書房 1975

サボテンのふしぎ 科学のアルバム 埴沙萠 あかね書房 1975

食虫植物のひみつ 科学のアルバム 清水清 あかね書房 1972

植物のくらし 学研の図鑑 小林万寿男監修 学研 1974

植物の図鑑 小学館の学習百科図鑑 本田正次・牧野晩成共編 小学館 1971

植物標本づくりの研究:植物とともだちになろう 教材植物マニュアル編集委員会編 横浜市こども植物園 1993.3

たねのずかん みるずかん・かんじるずかん 古矢一穂/ぶん，高森登志夫/え 福音館書店 1990.4

だれがつけたの？草木の名前 調べるっておもしろい！ 七尾純著 アリス館 2000.12

にわのはな 原色幼年図鑑 井上浩著，太田洋愛・藤島淳三絵 図鑑の北隆館 1977.5

野の草花 かがくのほん 古矢一穂ぶん，高森登志夫え 福音館書店 1982.5

のやまのはな 原色幼年図鑑 井上浩著，藤島淳三絵 図鑑の北隆館 1977.4

ヒマワリのかんさつ 科学のアルバム 叶沢進/写真，白子森蔵/文 あかね書房 1973

ヘチマのかんさつ 科学のアルバム 佐藤有恒著，豊島端彦ほか絵 あかね書房 1975

野草ともだち 品田穣編 東京法規出版 2004

紅葉のふしぎ 科学のアルバム 佐藤有恒 あかね書房 1985.9

植物は動いている 科学のアルバム 清水清 あかね書房 1984.3

たねのゆくえ 科学のアルバム 埴沙萠 あかね書房 1978.11

夏休み植物のかんさつ 科学のアルバム別巻 石原　幸夫 あかね書房 1975

花の色のふしぎ 科学のアルバム 佐藤有恒 あかね書房 1988.4

ふゆめがっしょうだん かがくのとも傑作集 冨成忠夫/写真，茂木透/写真，長新太/文 福音館書店 1986.1

マツヨイグサとはなたち　つながりあういきもの つながりあういきもの 得田之久/ぶん，薮内正幸/え 福音館書店 1999.4

水草のひみつ 科学のアルバム 守矢登 あかね書房 1984.7

キノコの世界 科学のアルバム 伊沢正名 あかね書房 1977.11

ふしぎな花 キノコ かがくのほん 七宮清/ぶん，得田之久/え 福音館書店 1995.6

森のきのこ 絵本図鑑シリーズ 小林路子作 岩崎書店 1991.11

コケ観察ブック 松本典子編 平塚市博物館 2014.11

コケの世界 科学のアルバム 伊沢正名 あかね書房 1981.5

ツクシのかんさつ 科学のアルバム 鈴木公治 あかね書房 1977.3

しぜん　あさがお　 キンダーブック 渡邊紫郎實編 フレーベル館 1978.7

しぜん　たんぽぽ キンダーブック 渡邊紫郎實編 フレーベル館 1978.4

ユリのふしぎ 科学のアルバム 今井国勝 あかね書房 1987.7

リンゴ　くだもののひみつ 科学のアルバム 小池洋男 あかね書房 1976.3

アメンボ観察事典 自然の観察事典 中谷憲一/文･写真，小田英智/構成 偕成社 1996.7

いそべの生物 科学のアルバム 川嶋一成 あかね書房 1974

海の貝 科学のアルバム 白井祥平著，神山博光絵 あかね書房 1975

海辺の生き物 ヤマケイジュニア図鑑 大下邦彦編 山と溪谷社 2002.7 

オニヤンマのすむ街 生きもの観察シリーズ 逗子市環境部緑政課編 逗子市 1992.2

カエル観察事典 自然の観察事典 小田英智構成･文，桜井淳史写真 偕成社 1996.12

カブトムシ カラー版自然と科学 小川宏著 岩崎書店 1984.4

カブトムシクワガタ虫のかい方 入門チャンピオンコース 海野和男 学研 1982.6

カワセミのすむ川 カラー版自然と科学 川野惇著 岩崎書店 1984.1 
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キセキレイ ―子育ての観察 カラー版自然と科学 長谷川博著 岩崎書店 1983.12 

巨大生物図鑑<全イラスト実物の1/22.5に完全縮尺> デイビッド･ピーターズ作 偕成社 1987

きらわれものシリーズ.1　つめたくてべとべとしたやつのずかん きらわれものシリーズ テレサ･グリーナウェイ著，吉田加寿子訳 リブリオ出版 1997.5

きらわれものシリーズ.2　チクッといたいやつのずかん きらわれものシリーズ テレサ･グリーナウェイ著，吉田加寿子訳 リブリオ出版 1997.5

きらわれものシリーズ.3　いがいなものがずきなやつのずかん きらわれものシリーズ テレサ･グリーナウェイ著，吉田加寿子訳 リブリオ出版 1997.5

きらわれものシリーズ.4　もじゃもじゃ･とげとげなやつのずかん きらわれものシリーズ テレサ･グリーナウェイ著，吉田加寿子訳 リブリオ出版 1997.5

ギンヤンマ カラー版自然と科学 藤丸篤夫著 岩崎書店 1984.6 

ギンヤンマ観察事典 自然の観察事典 小田英智構成･文，松山史郎写真 偕成社 1996.9 

草花と木 ヤマケイジュニア図鑑 大下邦彦編 山と溪谷社 2002.6 

昆虫 ヤマケイジュニア図鑑 大下邦彦編 山と溪谷社 2002.6 

昆虫たち.1 ハチ・アリ・アブ 図解自然観察シリーズ 日高敏隆監修 学習研究社 1985.1 

昆虫たち.2 チョウ・ガ・カブトムシ・ホタル 図解自然観察シリーズ 日高敏隆監修 学習研究社 1985.1 

昆虫たち.3 セミ・カメムシ・トンボ・水生昆虫 図解自然観察シリーズ 日高敏隆監修 学習研究社 1985.1 

昆虫たち.4 カマキリ・バッタ・キリギリス 図解自然観察シリーズ 日高敏隆監修 学習研究社 1985.1 

サンゴ礁の世界 科学のアルバム 白井祥平著，神山博光・渡辺洋二絵 あかね書房 1975

飼育と観察 学研の図鑑
加藤陸奥雄ほか監修，桜井信夫ほか指
導･執筆，渡部忠重ほか指導 学研 1971

しぜん　いるか　 キンダーブック 渡邊紫郎實編 フレーベル館 1978.8

しぜん　カンガルー　 キンダーブック 鳥海榮編 フレーベル館 1979.2

しぜん　ざりがに　 キンダーブック 渡邊紫郎實編 フレーベル館 1978.5

しぜん　ぞう　 キンダーブック 鳥海榮編 フレーベル館 1978.10

地面の下のいきもの みるずかん・かんじるずかん 松岡達英/え，大野正男/ぶん 福音館書店 1988.6

タヌキのすむ街 生きもの観察シリーズ 逗子市環境部緑政課編 逗子市 1992.2

たんと・タヌキ　タヌキについてのまじめなはなし ひろかわさえこ/さく あかね書房 1989.10 

ツバメ観察事典 自然の観察事典 小田英智構成，本若博次文･写真 偕成社 1997.9 

ツバメのくる街 生きもの観察シリーズ 逗子市環境部緑政課編 逗子市 1992.2

動物 旺文社学習図鑑携帯版 古賀忠道・今泉吉典監修 旺文社 1977.7

動物 ヤマケイジュニア図鑑 大下邦彦編 山と溪谷社 2002.7 

動物.1 サルのなかま 図解自然観察シリーズ 河合雅雄監修 学習研究社 1985.1 

動物.2 キツネ・カモシカ・シカ・シマリス 図解自然観察シリーズ 河合雅雄監修 学習研究社 1985.1 

どうぶつえんのたんけん　飼育係のしごと みぢかなかがく なかのひろみ文，福田豊写真 福音館書店 1996.6

どうぶつさんみんなありがとう 蔵冨千鶴子文，杉田豊絵 日本動物愛護協会 1984.7

動物のおやこ 小さな科学者 小森厚著 小学館 1976.5 

動物のくらし 学研の図鑑 阿部宗明監修 学研 1974

動物の図解 学研の図鑑 阿部宗明監修 学研 1975.11

動物のふしぎな世界.  秋の巻 - ひかりのくに 1972

動物のふしぎな世界.  夏の巻 - ひかりのくに 1972

動物のふしぎな世界.  春の巻 - ひかりのくに 1972

動物のふしぎな世界.  冬の巻 - ひかりのくに 1972

鳥 ヤマケイジュニア図鑑 大下邦彦編 山と溪谷社 2002.6 

鳥.1 野山の鳥 図解自然観察シリーズ 狩野康比古監修 学習研究社 1985.1 

鳥.2 水辺の鳥 図解自然観察シリーズ 狩野康比古監修 学習研究社 1985.1 

ヒグラシのなく街 生きもの観察シリーズ 逗子市環境部緑政課編 逗子市 1992.2

ホタルのすむ街 生きもの観察シリーズ 逗子市環境部緑政課編 逗子市 1992.2

水の動物.1 カエル・サンショウウオ・カメ 図解自然観察シリーズ 小野勇一監修 学習研究社 1985.1 

水の動物.2 川の魚 図解自然観察シリーズ 水野信彦・山代昭三監修 学習研究社 1985.1 

水の動物.3 海の魚 図解自然観察シリーズ 荒賀忠一監修 学習研究社 1985.1 

水の動物.4 カニ・エビ・イカ・タコ 図解自然観察シリーズ 小野勇一監修 学習研究社 1985.1 

水辺の生き物 ヤマケイジュニア図鑑 大下邦彦編 山と溪谷社 2002.7 

ムササビ カラー版自然と科学 浜昇著 岩崎書店 1982.1 

ムササビ大作戦 自然は友だち 盛口満作 文一総合出版 1989.7

森の王国　自然がぼくにくれたもの 竹田津実著 偕成社 1996.1

森の新聞.1　野ネズミの森 森の新聞シリーズ 今泉吉晴著 フレーベル館 1996.5 

森の新聞.2　ハヤブサの都市 森の新聞シリーズ 宮崎学著 フレーベル館 1996.5 

森の新聞.3　アリのお花畑 森の新聞シリーズ 河野昭一著 フレーベル館 1996.7

森の新聞.4　ホタルの里 森の新聞シリーズ 大場信義著 フレーベル館 1996.7 

森の新聞.5　ウミガメの海岸 森の新聞シリーズ 内田至著 フレーベル館 1996.10 

森の新聞.7　ニホンザルの山 森の新聞シリーズ 伊沢紘生著 フレーベル館 1997.3 

森の新聞.9　アホウドリの島 森の新聞シリーズ 長谷川博著 フレーベル館 1997.1

森の新聞.10　さかなの森 森の新聞シリーズ 松永勝彦著 フレーベル館 1997.3 

野生動物ウォッチング かがくのほん 田中豊美/さく 福音館書店 1994.3

やたら・カラス　カラスについてのまじめなはなし ひろかわさえこ/さく あかね書房 1990.10 
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山に生きる動物たち わたしたちの自然と環境 中村道也著 ポプラ社 1987.4

ヤモリのすむ街 生きもの観察シリーズ 逗子市環境部緑政課編 逗子市 1992.2

雪国のタマシギ カラー版自然と科学 上木泰男著 岩崎書店 1986.4 

磯と浅海の生きもの<岩場の自然観察> シリーズ海 いそがいたかひろ著 らくだ出版 1979.6

かながわの海辺のいきもの 自然もともだち 鈴木博編 第一法規 1990.8

カブトムシの角 動物のふしぎな世界 沢近十九一構成･文，海野和男ほか写真 国土社 1982.4

すみかでさがそう　いその生きもの しぜんたんけんずかん 松原厳樹絵･文 小峰書店 1998.7

北の原野の動物医野生のさけびを聞く くもんの環境保護シリーズ 森田正治/文，土井上信一/写真 くもん出版 1994.6

新どうぶつ記. 1 朝日新聞日曜版 朝日新聞日曜版「新どうぶつ記」取材班著 朝日新聞社 1988.12

新どうぶつ記. 2 朝日新聞日曜版 朝日新聞日曜版「新どうぶつ記」取材班著 朝日新聞社 1989.6

新どうぶつ記. 3 朝日新聞日曜版 朝日新聞日曜版「新どうぶつ記」取材班著 朝日新聞社 1990.1

新どうぶつ記. 4 朝日新聞日曜版 朝日新聞日曜版「新どうぶつ記」取材班著 朝日新聞社 1990.7

わが家の野生動物記 ―丹沢の自然をめぐって 中村道也著 大日本図書 1984.5

カタツムリ 科学のアルバム 増田戻樹/写真，小池康之/文 あかね書房 1977.8

カニのくらし 科学のアルバム 桜井淳史/写真，小池康之/文 あかね書房 1973

ヤドカリ 科学のアルバム 川嶋一成 あかね書房 1988.4

あかとんぼ こどもしぜんずかん 海野和男ほか写真 学研 1985

アカトンボの一生 科学のアルバム 佐藤有恒 あかね書房 1971

アゲハチョウ 科学のアルバム 佐藤有恒/写真，本藤昇/文 あかね書房 1973

あげはちょう 小さな科学者 日高敏隆著 小学館 1976.5 

アシナガバチ 科学のアルバム 小川宏 あかね書房 1975

アリの世界 科学のアルバム 栗林慧 あかね書房 1971

いもむしのうんち ふしぎ発見シリーズ E.E.Net構成，林長閑監修 アリス館 1995.9 

オオムラサキ 科学のアルバム 森一彦 あかね書房 1983.4

カイコ　まゆからまゆまで 科学のアルバム 岸田功 あかね書房 1977.6

カブトムシ 科学のアルバム 岸田功 あかね書房 1971

かぶとむし 小さな科学者 日高敏隆著 小学館 1976.10 

かぶとむし こどもしぜんずかん 小川宏写真，林長閑監修 学研 1985

カブトムシ 自然たんけん 七尾純構成･文 国土社 1985.4

かぶとむし　雑木林のチャンピオン 小学館こどもカラー文庫 今森光彦著 小学館 1984.7

カマキリのかんさつ 科学のアルバム 栗林慧 あかね書房 1976.7

カミキリムシ 科学のアルバム 岸田功 あかね書房 1979.7

ギフチョウ 科学のアルバム 青山潤三 あかね書房 1987.3

近所の虫の飼いかた(1) ～アゲハ・アリ・テントウムシほか～ 虫の飼いかた・観察のしかた 海野和男・筒井学・高嶋清明文･写真 偕成社 1998.11 

近所の虫の飼いかた(2) ～スズムシ・バッタ・カマキリほか～ 虫の飼いかた・観察のしかた 海野和男・筒井学・高嶋清明文･写真 偕成社 1999.3 

ギンヤンマ カラー自然シリーズ 七尾純著 偕成社 1975.4

クワガタムシ 科学のアルバム 林長閑構成･文 あかね書房 1978.3

高山チョウのくらし 科学のアルバム 斎藤嘉明 あかね書房 1983.6

こうちゅう 原色幼年図鑑 大野正男著，有藤寛一郎ほか絵 図鑑の北隆館 1977.5

昆虫 学研の図鑑 学習研究社編 学習研究社 1994.11

昆虫 －ちいさななかまたち－ かがくのほん 得田之久ぶん･え 福音館書店 1974.11

昆虫〈Ⅱ〉－そのくらしをみよう－ かがくのほん 得田之久ぶん･え 福音館書店 1990.6

昆虫記 今森光彦著 福音館書店 1988.7

昆虫大冒険 －タケルとケイの不思議な旅－ ミュージアムパーク茨城県自然博物館 ミュージアムパーク茨城県自然博物館 2011.7

昆虫のくらし 学研の図鑑 日高敏隆監修 学研 1974

昆虫のなかま 小学生全集 三輪知雄監修 文英堂 1978

昆虫のふしぎ　色と形のひみつ 科学のアルバム 栗林慧/写真，大谷剛/文 あかね書房 1985.3

しぜん　くわがた キンダーブック 渡邊紫郎實編 フレーベル館 1978.6

しぜん　とのさまばった キンダーブック 渡邊紫郎實編 フレーベル館 1978.9

しぜん　みつばち キンダーブック 鳥海榮編 フレーベル館 1979.3

水生昆虫のひみつ 科学のアルバム 増田戻樹 あかね書房 1987.9

図解昆虫観察飼育の教室 特活シリーズ 梅谷献二著 北陵館 1970.7

セミの一生 科学のアルバム 佐藤有恒/写真，橋本洽二/文 あかね書房 1972

雑木林の虫の飼いかた ～カブトムシ・クワガタ・オオムラサキほか～ 虫の飼いかた・観察のしかた 海野和男,筒井学,高嶋清明文･写真 偕成社 1998.7 

チョウが消えた！？昆虫の研究 原聖樹・青山潤三著 あかね書房 1993.4

ちょうとが 原色幼年図鑑 矢島稔著，有藤寛一郎ほか絵 図鑑の北隆館 1977.4

テントウムシ 科学のアルバム 佐藤有恒 あかね書房 1978.3

テントウムシとむしたち  つながりあういきもの つながりあういきもの 得田之久/ぶん，薮内正幸/え 福音館書店 1999.4

トノサマバッタ 科学のアルバム
小田英智/文，佐藤有恒/写真，
神山博光ほか/絵

あかね書房 1974

トンボ 学研の写真図鑑 黒沢良彦監修 学習研究社 1977.6

トンボ 講談社カラー科学大図鑑 枝重夫著 講談社 1980.6
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トンボの生活 自然科学シリーズ 宮川幸三著 小峰書店 1974.10

なく虫ずかん みるずかん・かんじるずかん
松岡達英/え，篠原榮太/もじ，
佐藤聰明/おと，大野正男/ぶん

福音館書店 1991.6

鳴く虫の世界 科学のアルバム 佐藤有恒/写真，小田英智/文 あかね書房 1976.8

夏休み昆虫のかんさつ 科学のアルバム別巻 小田英智 あかね書房 1975

はちのくらし 小さな科学者 日高敏隆編 小学館 1977.7

花の虫さがし　昆虫図鑑 みぢかなかがく 藤丸篤夫文･写真 福音館書店 1996.6

ファーブル昆虫記.1　ふしぎなスカラベ ファーブル昆虫記 奥本大三郎訳･解説 集英社 1991.3

ファーブル昆虫記.2　狩りをするハチ ファーブル昆虫記 奥本大三郎訳･解説 集英社 1991.5

ファーブル昆虫記.3　セミの歌のひみつ ファーブル昆虫記 奥本大三郎訳･解説 集英社 1991.6

ファーブル昆虫記.4　サソリの決闘 ファーブル昆虫記 奥本大三郎訳･解説 集英社 1991.7

ファーブル昆虫記.5　オトシブミのゆりかご ファーブル昆虫記 奥本大三郎訳･解説 集英社 1991.8

ファーブル昆虫記.6　ツチハンミョウのミステリー ファーブル昆虫記 奥本大三郎訳･解説 集英社 1991.9

ファーブル昆虫記.7　アリやハエのはたらき ファーブル昆虫記 奥本大三郎訳･解説 集英社 1991.10

ファーブル昆虫記.8　伝記　虫の詩人の生涯 ファーブル昆虫記 奥本大三郎訳･解説 集英社 1991.11

ホタル　光のひみつ 科学のアルバム 栗林慧 あかね書房 1980.6

水辺の虫の飼いかた ～ゲンゴロウ・タガメ・ヤゴほか～ 虫の飼いかた・観察のしかた 海野和男・筒井学・高嶋清明文･写真 偕成社 1999.3 

ミツバチのふしぎ 科学のアルバム 栗林慧/写真，七尾純/文 あかね書房 1973

みてみよう －こんちゅうのからだ－ かがくのとも傑作集 得田之久/さく 福音館書店 1977.4

虫さがし 虫の飼いかた・観察のしかた 海野和男・筒井学文･写真 偕成社 1998.3 

虫のかくれんぼ みるずかん・かんじるずかん 海野和男/さく 福音館書店 1993.6

虫を採る・虫を飼う・標本をつくる 虫の飼いかた・観察のしかた 海野和男・筒井学/文･写真 偕成社 1998.3 

モンシロチョウ 科学のアルバム 矢島稔 あかね書房 1970

海のさかな 科学のアルバム 館石昭 あかね書房 1972

カエルのたんじょう 科学のアルバム 種村ひろし あかね書房 1972

カメのくらし 科学のアルバム 増田戻樹 あかね書房 1986.11

魚貝の図鑑 小学館の学習百科図鑑 末広恭雄等編 小学館 1972

さかな 渡辺可久/作　 岩崎書店 1996.9

さかな 原色幼年図鑑 広崎芳次著，立石鉄臣絵 図鑑の北隆館 1977.5

魚 旺文社学習図鑑携帯版 檜山義夫監修 旺文社 1977.3

魚 学研の図鑑 岩井保・久田迪夫監修 学研 1981

サケのたんじょう 科学のアルバム 桜井淳史 あかね書房 1983.1

爬虫・両生類 学研の図鑑 川村智治郎監修，倉本満ほか指導･執筆 学研 1973.7

ヘビとトカゲ 科学のアルバム 増田戻樹 あかね書房 1981.11

メダカのくらし 科学のアルバム 草野慎二 あかね書房 1988.8

モリアオガエル 科学のアルバム 増田戻樹 あかね書房 1978.3

ウミネコのくらし 科学のアルバム 右高英臣 あかね書房 1976

落としたのはだれ？ かがくのほん 高田勝文，叶内拓哉写真 福音館書店 1994.11

カラスのくらし 科学のアルバム 菅原光二 あかね書房 1981.3

カラスは天才！路線の置き石はただのイタズラではなかった 唐沢孝一著 ごま書房 1996.9

かわやぬまのとり  日本の野鳥 藪内正幸/ぶん･え 福音館書店 1979.11 

キツツキの森 科学のアルバム 右高英臣 あかね書房 1982.4

四季の野鳥かんさつ 科学のアルバム 菅原光二/写真，山下宜信/文 あかね書房 1986.5

シジュウカラととりたち　つながりあういきもの つながりあういきもの 得田之久/ぶん，薮内正幸/え 福音館書店 1999.4

しぜん　はくちょう　 キンダーブック 鳥海榮編 フレーベル館 1979.1

シラサギの森 科学のアルバム 田中徳太郎 あかね書房 1972

スズメのなかまたち みる野鳥記 水谷高英/絵 あすなろ書房 1991.7

そうげんのとり  日本の野鳥 藪内正幸/ぶん･え 福音館書店 1974 

たまごのひみつ 科学のアルバム 清水清 あかね書房 1975

タンチョウの四季 科学のアルバム 林田恒夫 あかね書房 1973

鳥類の図鑑 小学館の学習百科図鑑 黒田長久等編 小学館 1972

ツバメのくらし 科学のアルバム 菅原光二 あかね書房 1975

とり　自然ガイド 浜口哲一文，佐野裕彦絵  文一総合出版 1990.3 

鳥 学研の図鑑 学習研究社編 学習研究社 1995.11

鳥 旺文社学習図鑑携帯版 森岡弘之監修 旺文社 1977.3

鳥のくらし 学研の図鑑
黒田長久監修，
斎藤隆史・樋口広芳指導･執筆

学研 1979.4

鳥の巣の本 絵本図鑑シリーズ 鈴木まもる著 岩崎書店 1999.4

鳥はとぶ 小さな科学者 中村登流編 小学館 1976 

庭にくる鳥 自然科学シリーズ 佐伯敏子・桜井信夫著 小峰書店 1975.5

にわやこうえんにくるとり  日本の野鳥 藪内正幸/ぶん･え 福音館書店 1973

ハス池に生きるカワセミ 子どもたのしいかがく 中川雄三/ぶん･しゃしん 大日本図書 1996.3

52 



＜児童向けの図書＞

書　　名 シリーズ名 著 者 名 出 版 社 発行年月

ハヤブサの四季 科学のアルバム 伊藤正清/写真，松田忠徳/文 あかね書房 1986.11

フクロウ 科学のアルバム 福田俊司 あかね書房 1979.5

ペンギンのくに 科学のアルバム 鳥居鉄也 あかね書房 1972

モズのくらし 科学のアルバム 菅原光二 あかね書房 1984.5

森と鳥 小さな科学者 中村登流編 小学館 1977.7

野鳥入門　夏休み特別展 平塚市博物館編 平塚市博物館 1989.7

ヤマセミの飛ぶ渓谷　まぼろしの生態を科学する 子ども科学図書館 石部久文/写真 大日本図書 1985.4

やまのとり<Ⅰ> 日本の野鳥 藪内正幸/ぶん･え 福音館書店 1976.1

やまのとり<Ⅱ> 日本の野鳥 藪内正幸/ぶん･え 福音館書店 1978.3 

ライチョウの四季 科学のアルバム 右高英臣 あかね書房 1974

わたり鳥　海をこえるツバメ 絵本図鑑 柚木修文，藤丸恵美子絵 小学館 1996.8

わたり鳥のひみつ 科学のアルバム 行田哲夫 あかね書房 1974

上野動物園サル山物語 川口幸男著 大日本図書 1996.7

エゾリスの森 科学のアルバム 右高英臣 あかね書房 1979.3

かもしか しぜんのせかい 神戸淳吉/文，浜昇/写真 世界文化社 1980

シカのくらし 科学のアルバム 増田戻樹 あかね書房 1980.1

ニホンカモシカ 科学のアルバム 宮崎学著，藪内正幸・渡辺洋二絵 あかね書房 1974

ニホンザル 科学のアルバム 西川治 あかね書房 1971

ネコのくらし 科学のアルバム 吉野信 あかね書房 1980.11

フットのひとりごと「サルがいて、ヒトがいて－野生動物との共存を考える－」 神奈川県立生命の星･地球博物館 神奈川県立生命の星･地球博物館 2000.7

ムササビの森 科学のアルバム 菅原光二著，松原巌樹・渡辺洋二絵 あかね書房 1975

森のキタキツネ 科学のアルバム 右高英臣 あかね書房 1983.2

野生ウマの生活 科学のアルバム 清水洋香 あかね書房 1971

野生ゾウの世界 科学のアルバム 岩合徳光 あかね書房 1972

ヤマネのくらし 科学のアルバム 西村豊 あかね書房 1988.4

ライオン 科学のアルバム 岩合徳光 あかね書房 1970

しぜん　さとう キンダーブック 鳥海榮編 フレーベル館 1978.12

しぜん　らっかせい キンダーブック 鳥海榮編 フレーベル館 1978.11

いま地球が大変だ 地球の健康診断 石弘之著 草土文化 1989.7

エコノザウルスが行く！ 環境マンガ集 本田亮著 学習研究社 1992.3

環境学習チャレンジブック 神奈川県環境科学センター 神奈川県環境科学センター 1995

酸性雨がふっている みんなで考える地球環境シリーズ 谷山鉄郎著，山口今日絵 金の星社 1995.12

森林がきえていく みんなで考える地球環境シリーズ 本間義人著，山口今日絵 金の星社 1994.4

すぐできる環境調査.1　家の中で調べよう 環境体験学習 すぐできる環境調査　 梅沢実監修 学習研究社 2003.3

すぐできる環境調査.2　家や学校の回りで調べよう 環境体験学習 すぐできる環境調査　 梅沢実監修 学習研究社 2003.3

すぐできる環境調査.3　森や林で調べよう 環境体験学習 すぐできる環境調査　 梅沢実監修 学習研究社 2003.3

すぐできる環境調査.4　川や海で調べよう 環境体験学習 すぐできる環境調査　 梅沢実監修 学習研究社 2003.3

すぐできる環境調査.5　空気や音を調べよう 環境体験学習 すぐできる環境調査　 梅沢実監修 学習研究社 2003.3

すぐできる環境調査.6　土やごみを調べよう 環境体験学習 すぐできる環境調査　 梅沢実監修 学習研究社 2003.3

すぐできる環境調査.7　調査の基本とまとめかた 環境体験学習 すぐできる環境調査　 梅沢実監修 学習研究社 2003.3

炭酸ガスはなぜ地球の温度をあげるのか？－温室効果のはなし－ やさしい図解 地球が危ない トニー･ヘアー著，三原道弘訳･解説 偕成社 1992.3

地球環境はなぜよごれてしまうのか？－地球環境破壊のはなし－ やさしい図解 地球が危ない トニー･ヘアー著，三原道弘訳･解説 偕成社 1992.3

地球と子どもたちへの環境パスポート　今すぐできる30の方法で地球を救おう 柳田耕一監修 ほんの木 1991.5

地球にやさしいマンガ はずみちゃん森へいく 森･川･海をめぐる水と生命の話 瀬賀泉作 北日本海洋センター 1992

動物たちがいなくなる みんなで考える地球環境シリーズ 中川志郎著，小松修絵 金の星社 1994.4

ドラえもん夏休み探検ブック 環境教育推進研究会編 小学館 1992.7

なぜ雨が酸性雨にかわるのか？－酸性雨のはなし－ やさしい図解 地球が危ない トニー･ヘアー著，三原道弘訳･解説 偕成社 1992.3

フロンはなぜオゾン層をこわすのか？－オゾン層破壊のはなし－ やさしい図解 地球が危ない トニー･ヘアー著，三原道弘訳･解説 偕成社 1992.3

水とみどりのはなし みどりとくらしシリーズ 加古里子文,松原巖樹絵 福島県森林保全課 -

もうすぐ地球はカラッポだ 本田亮著，西岡秀三監修 学習研究社 1993.6

森はどのように地球を守っているか？－熱帯雨林破壊のはなし－ やさしい図解 地球が危ない トニー･ヘアー著，三原道弘訳･解説 偕成社 1992.3

わたしたちの地球を守ろう.2　熱帯雨林を救おう －破壊から守るために－ わたしたちの地球を守ろう マーティン･バンクス文,小田英智訳･解説 偕成社 1991.3

ジャガイモ 科学のアルバム 鈴木公治 あかね書房 1981.6

ムギの一生 科学のアルバム 鈴木公治 あかね書房 1987.2

植物の育て方 旺文社学習図鑑携帯版 岡田正順監修 旺文社 1978.7

花ことば 立原えりか文，もとなおこ絵 小学館 1994.3

水と土をはぐくむ森 森からみる地球の未来 太田猛彦著 文研出版 1996.1

森と木の質問箱　小学生のための森林教室 日本林業技術協会編 日本林業技術協会 1981.3

森は生きている 小さな科学者 宮脇昭編 小学館 1977.4 

木の本 かがくのほん 高森登志夫/え，萩原信介/ぶん 福音館書店 1986.4

森はだれがつくったのだろう？
ウィリアム･ジャスパソン文，
チャック･エッカート絵

童話屋 1992.3
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書　　名 シリーズ名 著 者 名 出 版 社 発行年月

塩　海からきた宝石 科学のアルバム 片平孝 あかね書房 1979.12

１，２，３，いっぱい　動物の正しい数えかた 尾形一朗イラスト アリアドネ企画 1995.12

昆虫つれづれ草 手塚治虫 小学館 1997.4

アナグマたちの夜 岡野薫子著 童心社 1978.11

おたまじゃくしの101ちゃん かこさとし文･絵 偕成社 1973.7

多摩川とやさしい仲間たち 高田勲画家 小峰書店 1988.7

どうぶつしりとりえほん 薮内正幸作 岩崎書店 1996.8

ドンドンが怒った　森の動物たちの反乱 岡進/作，西巻一彦/絵 夢工房 1991.11

アホウドリと大アホウドリ先生 学研のノンフィクション 長谷川博著 学習研究社 1990.8

ゴリラを描きたくて ～世界のゴリラを訪ねて～ ポプラ社いきいきノンフィクション 阿部知暁著 ポプラ社 1997.10

わたしとあそんで
マリー･ホール･エッツ/ぶん･え，
よだじゅんいち/やく

福音館書店 1968.8

木を植えた男
ジャン･ジオノ原作，
フレデリック･バック絵，寺尾襄訳

あすなろ書房 1989.12
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書　　名 シリーズ名 著 者 名 出 版 社 発行年月

エゾシカを食卓へ －ヨーロッパに学ぶシカ類の有効活用－ 大泰司紀之・本間浩昭編 丸善 1998.9

机の上で飼える小さな生き物 木村義志 草思社 1999.8

追われる「けもの」たち　森林と保護・獣害の問題 四手井綱英ほか 築地書館 1976.6

鳥獣保護法の解説 鳥獣保護研究会編著 大成出版 2001.5

野生鳥獣保護管理ハンドブック －ワイルドライフ･マネージメントを目指して－ 野生鳥獣保護管理研究会編 日本林業調査会 2001.3

最新詳密地図 田中啓爾 日本書院 1969

自然の保護 福島要一 時事通信社 1975

森林の思考・砂漠の思考 鈴木秀夫 日本放送出版協会 1978.3

瀬戸内海のおいたち　企画展「瀬戸内海のおいたち」解説書 徳島県立博物館編 徳島県立博物館 1998.10

白山の人と自然. 自然観察篇 石川県白山自然保護センター編 石川県白山自然保護センター 1992.3

白山の人と自然. 植物篇 石川県白山自然保護センター編 石川県白山自然保護センター 1992.3

白山の人と自然. 人文篇 石川県白山自然保護センター編 石川県白山自然保護センター 1993.3

白山の人と自然. 地学篇 石川県白山自然保護センター編 石川県白山自然保護センター 1992.3

白山の人と自然. 動物篇 石川県白山自然保護センター編 石川県白山自然保護センター 1993.3

見沼田んぼを歩く －首都圏最後の大自然空間－ 小林義雄 農山漁村文化協会 1993.12

豊かな海と野生シカの島 山下弘文 北斗出版 1992.7

類縁機関案内　東京･神奈川･千葉･埼玉 1997年版 相模女子大学付属図書館編 相模女子大学付属図書館 1997.3

専門図書館ガイド　科学･技術･産業系 神奈川･東京 神奈川県立川崎図書館編 神奈川県立川崎図書館 1993.3

自然とともに －土と愛に生きて七十年－ 高橋季愛 土と愛社 1975.10

親子で楽しむ博物館ガイド　首都圏.part1 科学読物研究会編 大月書店 1993.5

親子で楽しむ博物館ガイド　首都圏版 科学読物研究会編 大月書店 1987.7

学芸員 －その役割と訓練－ 博物館学研究会編 博物館学研究会 1974.11

学芸員の仕事 神奈川県博物館協会編 岩田書院 2005.4

施策としての博物館の実践的評価
　琵琶湖博物館の経済的･文化的･社会的効果の研究

村山皓編 雄山閣 2001.12

首都圏の博物館 東京新聞出版局著 東京新聞出版局 1981.12 

展示デザインの原理 R.S.マイルズ編著，中山邦紀訳 丹青社 1986.8

東京近郊博物館で生物を学ぼう ポピュラーサイエンス 伊藤洋文著 裳華房 1996.7

博物館学 富士川金二著 成文堂 1971.6

博物館学序論 加藤有次著 雄山閣 1977.9

博物館体験　学芸員のための視点
ジョン･H.フォーク,
リン･D.ディアーキング著，高橋順一訳

雄山閣 1996.9

博物館と社会 博物館学研究会編 博物館学研究会 1972.5

博物館は生きている NHKブックスジュニア 広瀬鎮著 日本放送出版協会 1972.10

博物館白書　昭和49年版 日本博物館協会編 日本博物館協会 1975.9

博物館列品管理の方法 国際博物館会議日本委員会編 国際博物館会議日本委員会 1967.3

放課後博物館へようこそ　地域と市民を結ぶ博物館 浜口哲一著 地人書館 2000.6

メディアとしての博物館 梅棹忠夫著 平凡社 1987.11

廿世紀思想.第9巻　自然科学思想 石原純ほか共編 河出書房新社 1938.8

創造的進化 ベルクソン著，真方敬道訳 岩波書店 1979.7

<森の思想>が人類を救う　二十一世紀における日本文明の役割 梅原猛 小学館 1991.1

環境考古学事始　日本列島2万年 NHKブックス 安田喜憲著 日本放送出版協会 1980.4

照葉樹林文化の道 －ブータン・雲南から日本へ－ NHKブックス 佐々木高明 日本放送出版 1982.9

会社を辞めてマッキンレーへ 竹井修司 新風舎 2006.1

自力で安く登る海外の山 ―憧れの世界の名峰にチャレンジする NEW YAMA BOOKS 黒川晴介著 山と渓谷社 2001.1

都市の自然史 中公新書 品田穣著 中央公論社 1974.5

雨の中でも使える耐水地図　東京13 フロンティアニセン編 フロンティアニセン 2007.1

雨の中でも使える耐水地図　神奈川14 フロンティアニセン編 フロンティアニセン 2007.2

江戸東京の自然を歩く 唐沢孝一著 中央公論新社 1999.10

北アルプス 朋文堂編集部編 朋文堂 1962.6

北アルプス乗鞍物語 福島立吉口述，長沢武編著 ほおずき書籍 1986.8

北アルプス博物誌.1　登山・民俗 大町山岳博物館編 信濃路 1972

北アルプス博物誌.2　植物・地学 大町山岳博物館編 信濃路 1973

北アルプス博物誌.3　動物・自然保護 大町山岳博物館編 信濃路 1973

信濃風土記 NHK長野放送局編 和広 1979.8

谷川岳 朝日新聞前橋支局編 朝日ソノラマ 1974.3

野の花山の花ウォッチング ヤマケイ情報箱 日本植物友の会編著 山と渓谷社 1999.6

遊歩百山.5　冬から春の山歩きコース集 森林書房編 山と渓谷社 1992.12

草原行 今西錦司著 府中書院 1947.2

トレッカーのためのネパール学 ―カトマンドゥからヒマラヤまで NEW YAMA BOOKS 中村昌之著 山と渓谷社 1999.3

南極 《最後の大陸を行く》 柳川喜郎著 日本放送出版協会 1965.10

南極横断.上巻 －地球上、最後の冒険－ V.フックス,E.ヒラリー著，山田晃訳 光文社 1959.7
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書　　名 シリーズ名 著 者 名 出 版 社 発行年月

南極横断.下巻 －地球上、最後の冒険－ V.フックス,E.ヒラリー著，山田晃訳 光文社 1959.7

西イリアン記 佐竹義輔著 広川書店 1963.6

成長の限界 －ローマ･クラブ｢人類の危機｣レポート－ ドネラ･H.メドウズほか共著，大来佐武郎監訳 ダイヤモンド社 1972.5

動物の目でみる文化 日高敏隆ほか 平凡社 1978.4

自然と人間のための経済学 朝日選書 中岡哲郎編 朝日新聞社 1977.11

バビロンの庭 ―自然という名の幻想 B.シャルボノー著，鷲見洋一・原好男訳 思索社 1974.3

50燈の人物誌　ともしび運動 浜文子,田邊順一文,田邊順一写真 ともしび運動をすすめる県民会議 1992.3

ボランティア　もうひとつの情報社会 岩波新書 金子郁容著 岩波書店 1992.7

教育環境 環境科学ライブラリー 田中熊次郎 大日本図書 1974

子どもの遊び空間 NHKブックス 藤本浩之輔著 日本放送出版協会 1974.4

新しい野外教育 J.W.スミスほか共著，芳賀健治訳 不昧堂出版 1985.4

学校緑化と花壇づくり 石川格著 誠文堂新光社 1975.4

野外教育の理論と実際 江橋慎四郎編著 杏林書院 1987.6

生きものを教える.基礎編 －生物教育の回転軸－ 人間選書 兼松仁郎著 農山漁村文化協会 1987.2

いのちを感じるあそび事典　したいさせたいおもしろ実験200集 山田卓三文，トミタ･イチロー絵 農山漁村文化研究会 1995.3

科学と環境教育 環境教育シリーズ 松前達郎責任編集 東海大学出版会 1993.7

学校と環境教育 環境教育シリーズ 大田尭責任編集 東海大学出版会 1993.7

環境教育辞典 東京学芸大学野外教育実習施設編 東京堂出版 1992.7

環境教育指導事典 佐島群巳ほか共編 国土社 1996.9

環境教育のすすめ 沼田真監修 東海大学出版会 1987.5

環境教育レポート 環境庁企画調整局企画調整課編 環境庁企画調整局企画調整課 1989.10

環境教育論 ―人間と自然とのかかわり 沼田真著 東海大学出版会 1982.2

子どもと環境教育 環境教育シリーズ 阿部治責任編集 東海大学出版会 1993.7

自然を調べる理科の学習指導.小学校第1学年 小川格ほか編著 東洋館出版社 1980.9

自然を調べる理科の学習指導.小学校第2学年 小川格ほか編著 東洋館出版社 1980.7

自然を調べる理科の学習指導.小学校第3学年 小川格ほか編著 東洋館出版社 1980.7

自然を調べる理科の学習指導.小学校第4学年 小川格ほか編著 東洋館出版社 1980.6

自然を調べる理科の学習指導.小学校第5学年 小川格ほか編著 東洋館出版社 1980.10

自然を調べる理科の学習指導.小学校第6学年 小川格ほか編著 東洋館出版社 1980.7

社会と環境教育 環境教育シリーズ 岡島成行責任編集 東海大学出版会 1993.7

生涯学習としての環境教育実践ハンドブック 環境教育推進研究会編 第一法規出版 1992.8

森林科学　高等学校用 文部科学省編 実教出版 2004.3

生物実験の基本操作法　小学校･中学校 理科実験の基本操作法シリーズ 遠山三樹夫・秋沢一位編 東洋館出版社 1980.5

地球と環境教育 環境教育シリーズ 藤原英司責任編集 東海大学出版会 1993.7

土の子育て 青空保育なかよし会著 コモンズ 1997.10

幼児自然教育法.実技編　幼児教育科･保育科
　幼稚園教員･保母養成課程用

幼児自然教育研究会編 東京書籍 1972.1

幼児自然教育法　幼児教育科･保育科
　幼稚園教員･保母養成課程用

幼児自然教育研究会編 東京書籍 1975.3

Cone hand book 自然体験活動指導者手帳 自然体験活動推進協議会編 山と渓谷社 2002.11

自然学校をつくろう　あなたも自然体験活動のリーダーになれる 岡島成行著 山と渓谷社 2001.12

自然体験活動指導者のための安全対策読本
　安全で豊かな自然体験を提供するために

日本レクリエーション協会編 日本レクリエーション協会 2000.8

実践･自然学校運営マニュアル ―国際自然大学校20年の極意 佐藤初雄・桜井義維英著 山と渓谷社 2003.2

シティ･サファリ 子供の都市探検のためのガイド
C.シェーファー,E.フィールダー著，
遠州尋美・遠州敦子訳

都市文化社 1989.6

南方熊楠随筆集 筑摩叢書 南方熊楠著 筑摩書房 1968.10

草笛　野の楽器をたのしむ 佐藤邦昭・佐藤英文著 築地書館 1990.9

照葉樹林文化　日本文化の深層 中公新書 上山春平編 中央公論社 1974.8

ヒトの自然誌 田中二郎・掛谷誠編 平凡社 1991.2

41歳寿命説　死神が快楽社会を抱きしめ出した 西丸震哉著 情報センター出版局 1990.8

ウイルスの世界 岩波新書 川喜田愛郎著 岩波書店 1965.5

ストレスとはなにか　あなたの心身に危機はないか ブルーバックス 田多井吉之介著 講談社 1974.6

毒のはなし
D.バチヴァロワ,G.ネデルチェフ著，
山崎紀美子・川並辰男訳

東京図書 1988.9

アウトドア救急ハンドブック 小浜啓次監修 小学館 1994.7

子どものからだは蝕まれている ビオタ叢書 正木健雄編 柏樹社 1990.7

アロエ健康法　薬草のすすめ 主婦の友社編 主婦の友社 1974.8

梅は体質改善のきめて　伝統の力で健康を引き寄せよう！ センシビリティBOOKS フルヤ一恵監修 同文書院 2000.1

健康権と国の法的責任 －薬品･食品行政を中心とする考察－ 下山瑛二著 岩波書店 1979.6

現代栄養学の軌跡 長沢俊三著 ドメス出版 1979.3

生薬学各論 東丈夫著 金原出版 1958.9

カラー空中写真判読基準カード集 建設省国土地理院監修 日本地図センター 1978.9

斑鳩の匠宮大工三代 西岡常一・青山茂著 徳間書店 1977.12
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＜そのほかの図書＞

書　　名 シリーズ名 著 者 名 出 版 社 発行年月

木に学べ －法隆寺･薬師寺の美－ 西岡常一著 小学館 1988.3

法隆寺を支えた木 NHKブックス 西岡常一・小原二郎著 日本放送出版協会 1978.6

木のいのち木のこころ.人 塩野米松著 草思社 1994.12

木のいのち木のこころ.地 小川三夫著，塩野米松聞き書き 草思社 1993.12

木のいのち木のこころ.天 西岡常一著，塩野米松聞き書き 草思社 1993.12

建築物等の避雷設備ガイドブック
電気設備学会建築物等の避雷設備
研究委員会編

電気設備学会 1992.3

洗浄と洗剤 辻薦著 地人書館 1992.10

木の実を飾る 酒井英子著 文化出版局 1999.11

山菜と野草 －その料理メモ－ くらしの図書館シリーズ 丸山富美子著 北隆館 1967.7

手づくり石窯BOOK　薪をくべてクッキング 中川重年編 創森社 2003.7

散策と思索 農業環境技術研究所編 農業環境技術研究所 2005.3

土と共に　日本農業（食糧）のゆくえ 今井正男著 今井正男 2001.6

百年をみつめ21世紀を考える　農業科学技術物語 農林水産技術情報協会編 農林水産技術情報協会 1993.11

土地利用区分の手順と方法 農林省農林水産技術会議事務局編 農林統計協会 1964.2

農業と生態系 －水田の多面的機能－ 日本大学生物資源科学部国際地域研究所編 龍溪書舎 2004.2

農業と生態系 －米をめぐる経済学－ 日本大学生物資源科学部国際地域研究所編 龍渓書舎 2004.1

図説日本の土壌 山根一郎ほか共著 朝倉書店 1978.9

堆肥のつくり方･使い方　原理から実際まで 藤原俊六郎著 農山漁村文化協会 2003.3

土の100不思議 日本林業技術協会編 東京書籍 1990.2

土の世界 －大地からのメッセージ－ 「土の世界」編集グループ編 朝倉書店 1990.3

深良用水通水350周年記念誌 深良用水通水350周年記念誌編集委員会 裾野市 2020.2

原色･雑草の防除 筒井喜代治ほか共著 家の光協会 1979.8

栽培植物と農耕の起源 岩波新書 中尾佐助著 岩波書店 1966.1

自然からの警告／生物農薬を考える 小原秀雄著 家の光協会 1968.11

天敵　生物制御へのアプローチ NHKブックス 安松京三著 日本放送出版協会 1970.7

天敵利用のはなし 根本久・矢野栄二 技報堂出版 1995.8

農薬なき農業は可能か　一研究者の提言 大串龍一著 農山漁村文化研究会 1972.12

農林害虫名鑑 日本応用動物昆虫学会監修 日本植物防疫協会 1980.8

木酢･炭で減農薬 －使い方とつくり方－ 農文協編 農山漁村文化協会 1991.2

山の畑をサルから守る　おもしろ生態とかしこい防ぎ方 井上雅央 農山漁村文化協会 2002.1

減農薬のための田の虫図鑑 －害虫･益虫･ただの虫－ 宇根豊ほか共著 農山漁村文化協会 1989.8

ハーブの楽しみ 学習研究社編 学習研究社 1989.5

畜産学汎論 上坂章次 養賢堂 1959.2

ペットの診療室 －犬・猫の美容と健康－ くらしの図書館シリーズ 中川志郎・増井光子 図鑑の北隆館 1977.4

鳥獣保護および狩猟に関する法令集 大日本猟友会編 大日本猟友会 1981.3

わが国の鳥獣 環境庁自然保護局鳥獣保護課編集委員会編 環境庁自然保護局鳥獣保護課編集委員会 1976.1

エコツーリズム　さあ、はじめよう！ 環境省,日本交通公社編 日本交通公社 2004.11

エコツーリズム教本　先進国オーストラリアに学ぶ実践ガイド スー･ビートン著，小林英俊訳 平凡社 2002.4

エコツーリズムってなに？ フレーザー島からはじまった挑戦 小林寛子著 河出書房新社 2002.7

現代写実彫刻　伝統技法から生まれたリアルカービング 新技法シリーズ 吉川創雲著 美術出版社 1992.10

母と子のはじめてのバードカービング 遠藤勇著 美術出版社 1994.5

折々の花　画文集 大谷紀著 日本放送出版協会 1991.11

花の旅 ―おしば美術作品集 花家良雄著 呑海社 1985.11

花と自然を写す シリーズ日本カメラ 日本カメラ社編 日本カメラ社 1988.12

目からウロコの山岳写真術 ―ベテラン山岳雑誌カメラマンのアドバイス NEW YAMA BOOKS 川崎博著 山と渓谷社 2000.5

太陽 臨時増刊No.282 万葉の花と大和路:入江泰吉新作百選写真集 太陽臨時増刊 入江泰吉撮影 平凡社 1985.9

花舞台 秋山庄太郎著 キャノンクラブ･キャノン販売 1986.12

森への旅 サムライムック 水越武/写真･文 小学館 1996

草木染･型染の基本 －引き染の手法－ 新技法シリーズ 山崎青樹著 美術出版社 1978.12

草木染･木綿の染色 新技法シリーズ 山崎青樹著 美術出版社 1984.3

草木染染料植物図鑑 山崎青樹著 美術出版社 1985.10

草木染染料植物図鑑.続 山崎青樹著 美術出版社 1987.6

草木染染料植物図鑑.続続 山崎青樹著 美術出版社 1996.7

草木染の事典 山崎青樹著 東京堂出版 1981.3

母と子のたのしい草木ぞめ.1 林泣童著 さ･え･ら書房 1986.3

母と子のたのしい草木ぞめ.2 林泣童著 さ･え･ら書房 1991.3

母と子のたのしい草木ぞめ.3 林泣童著 さ･え･ら書房 1991.4

あけびを編む ネイチャーズクラフト 谷川栄子著 農山漁村文化協会 1994.9

伝承おもちゃをつくる シリーズ･子どもとつくる 大賀弘章著 大月書店 1984.6

オリエンテーリング百科 新訂 －入門からリーダーへ－ 一木昭男著 大修館書店 1983.9

賢い山のウェア選択術 ―どんなときも快適にすごすために NEW YAMA BOOKS 細田充著 山と渓谷社 1999.3
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書　　名 シリーズ名 著 者 名 出 版 社 発行年月

子供に伝える野外生活術 OUTDOOR HANDBOOK 広瀬敏通著 地球丸 1997.7

自然語で話そう ―ホールアース自然学校の12ヵ月 広瀬敏通編著 小学館 1999.8

森林浴のすすめ　楽しみ方と適地紹介300ヵ所 国土緑化推進委員会編 山と渓谷社 1984.5

清貧登山のススメ ―お金をかけずに心豊かに登る NEW YAMA BOOKS 清水謙著 山と渓谷社 1999.9

その山登り間違ってませんか
　―危険行為から迷惑登山まで、あなたは大丈夫？

NEW YAMA BOOKS 上村信太郎著 山と渓谷社 2000.8

どうする山のトイレ･ゴミ　オーバーユースと登山者の課題 日本勤労者山岳連盟編 大月書店 2002.6

登山と自然の科学Q&A 日本勤労者山岳連盟編 大月書店 2000.6

日本百名山を楽しく登る ―山を知り、己を知り、百名山を登る NEW YAMA BOOKS 岩崎元郎著 山と渓谷社 1999.4

ハイグレード登山技術　アルプス3000m峰から冬山まで 菊地敏之著 東京新聞出版局 2007.7

花の百名山 登山ガイド〔下〕 目的別AG･ビッグフット 山と渓谷社編 山と渓谷社 1996.5

遭難のしかた教えます ―安全登山のための辛口レクチャー NEW YAMA BOOKS 丸山晴弘著 山と渓谷社 1999.4

森を楽しむ山登り ―木を見て森を見て山を知る NEW YAMA BOOKS 松倉一夫著 山と渓谷社 1997.10

山っていいな　創立50周年記念史 創立50周年記念史編集委員会編
神奈川県山岳連盟
50周年記念行事実行委員会

2004.2

山登りの始め方 ―感動の世界へ、まごころの誘い NEW YAMA BOOKS 柏澄子著 山と渓谷社 2000.6

釣り魚100種 －その特徴と釣り方－ くらしの図書館シリーズ 本間敏弘,広崎芳次著 北隆館 1972.8

秋の百花譜 カラー版歳時記 足田輝一解説,楠本憲吉監修 国際情報社 1981.8

今日は　阿部弘子句集 河原叢書 阿部弘子著 国文社 1988.5

夏の百花譜 カラー版歳時記 足田輝一解説，楠本憲吉監修 国際情報社 1981.6

春の百花譜 カラー版歳時記 足田輝一解説，楠本憲吉監修 国際情報社 1981.3

冬の草木譜 カラー版歳時記 足田輝一解説，楠本憲吉監修 国際情報社 1981.11

あじさいになった男 山本武臣著 コスモヒルズ 1997.9

我他彼此 町田宏著 ル・ブラン 1993.11

自然と人生 荒垣秀雄 講談社 1987.10

東海自然歩道　一人歩き 畠山駿 富士ゼロックスゼネラルビジネス株式会社 2003.6

森は童話館 加藤幸子著 桐原書店 1996.3

山の民俗誌 ―山河行六〇年 角川選書 高須茂著 角川書店 1980.1

我が青春 －俺のシベリヤ物語－ 久木義一著 近代文芸社 1995.11

滅びゆく川の物語 ロバート･マーフィ著，藤原英司訳 番町書房 1972.12

木を植えた人 ジャン･ジオノ著，原みち子訳 こぐま社 1989.10

博物誌 ジュウル･ルナアル著，岸田国士訳 白水社 1940.3
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