
タイトル 出版社名 著  者 貸出可否

自然
ヤマケイポケットガイ

ド
ヤマケイポケットガイド①　野の花 山と渓谷社 木原 浩 貸出不可

自然
ヤマケイポケットガイ

ド
ヤマケイポケットガイド②　山の花 山と渓谷社 木原 浩 貸出不可

自然
ヤマケイポケットガイ

ド
ヤマケイポケットガイド⑥　山菜・木の実 山と渓谷社 水野 伸彦 貸出不可

自然
ヤマケイポケットガイ

ド
ヤマケイポケットガイド⑦　野鳥 山と渓谷社 吉野 俊幸 貸出不可

自然
ヤマケイポケットガイ

ド
ヤマケイポケットガイド⑨　チョウ・ガ 山と渓谷社 松本 克臣 貸出不可

自然
ヤマケイポケットガイ

ド
ヤマケイポケットガイド⑩　野山の昆虫 山と渓谷社 今森 光彦 貸出不可

自然
ヤマケイポケットガイ

ド
ヤマケイポケットガイド⑬　野山の樹木 山と渓谷社 姉崎 一馬 貸出不可

自然
ヤマケイポケットガイ

ド
ヤマケイポケットガイド⑭　薬草 山と渓谷社 平野 隆久 貸出不可

自然
ヤマケイポケットガイ

ド
ヤマケイポケットガイド⑮　きのこ 山と渓谷社 小宮山 勝司 貸出不可

自然
ヤマケイポケットガイ

ド
ヤマケイポケットガイド⑰　淡水魚 山と渓谷社

森 文俊/内山 りゅう/山崎 浩
二

貸出不可

自然
ヤマケイポケットガイ

ド
ヤマケイポケットガイド⑱　水辺の昆虫 山と渓谷社 今森 光彦 貸出不可

自然
ヤマケイポケットガイ

ド
ヤマケイポケットガイド24　日本野生動物 山と渓谷社

久保 敬親/中川 雄三/町田 憲
男/沼田 研児

貸出不可

自然 ハンドブックシリーズ 土の中の小さな生き物ハンドブック 文一総合出版 皆越 ようせい

自然 ハンドブックシリーズ 水生生物ハンドブック 文一総合出版 刈田 敏

自然 ハンドブックシリーズ 虫の卵ハンドブック 文一総合出版 鈴木 知之

自然 ハンドブックシリーズ 虫こぶハンドブック 文一総合出版 薄葉 重

自然 ハンドブックシリーズ 野鳥の羽ハンドブック 文一総合出版 高田 勝/叶内 拓哉

自然 ハンドブックシリーズ 野鳥と木の実ハンドブック 文一総合出版 叶内 拓哉

自然 ハンドブックシリーズ イネ科ハンドブック 文一総合出版 木場 英久/茨木 靖/勝山 輝男

自然 ハンドブックシリーズ 樹皮ハンドブック 文一総合出版 林 将之

自然 野鳥観察ハンディ図鑑 野鳥観察ハンディ図鑑　新　山野の鳥 日本野鳥の会 日本野鳥の会(編著) 貸出不可

自然 野鳥観察ハンディ図鑑 野鳥観察ハンディ図鑑　新　水辺の鳥 日本野鳥の会 日本野鳥の会(編著) 貸出不可

自然
山渓フィールドブック

ス
山渓フィールドブックス　蝶 山と渓谷社 猪又 敏男(解説)

自然
山渓フィールドブック

ス
山渓フィールドブックス　甲虫 山と渓谷社 黒沢 良彦/渡辺 泰明(解説)

分類



タイトル 出版社名 著  者

自然 かながわの自然図鑑 かながわの自然図鑑　昆虫 有隣堂
神奈川県立生命の星・地球博
物館(編著)

貸出不可

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

自然 日本原色 日本原色カメムシ図鑑 全国農村教育協会 友国 雅章(監修) 貸出不可

自然 日本原色 日本原色カメムシ図鑑　第２巻 全国農村教育協会
安永 智秀/高井 幹夫/中谷 至
伸

貸出不可

自然 日本原色 日本原色アブラムシ図鑑 全国農村教育協会 森津 孫四郎 貸出不可

自然 ネイチャーガイド ネイチャーガイド　日本のクモ 文一総合出版 新海 栄一(編著) 貸出不可

自然
　フィールド　ガイド

シリーズ
フィールド　ガイド　シリーズ　①　自然観察ハンドブック 平凡社 日本自然保護協会(監修) 貸出不可

自然
　フィールド　ガイド

シリーズ
フィールド　ガイド　シリーズ　②　野外における危険な生物 平凡社 日本自然保護協会(監修)

自然
　フィールド　ガイド

シリーズ
フィールド　ガイド　シリーズ　③　指標生物自然をみるものさし 平凡社 日本自然保護協会(監修) 貸出不可

自然
　フィールド　ガイド

シリーズ
フィールド　ガイド　シリーズ　⑤　小さな自然かんさつ　こどもと楽
しむ身近な自然

平凡社 日本自然保護協会(監修)

自然
　フィールド　ガイド

シリーズ
フィールド　ガイド　シリーズ　⑥　昆虫ウォッチング 平凡社 日本自然保護協会(監修)

自然
新版　顕微鏡観察シ

リーズ
新版　顕微鏡観察シリーズ　①　顕微鏡観察の基本 地人書館 井上 勤

自然
新版　顕微鏡観察シ

リーズ
新版　顕微鏡観察シリーズ　②　植物の顕微鏡観察 地人書館 井上 勤

自然
新版　顕微鏡観察シ

リーズ
新版　顕微鏡観察シリーズ　③　動物の顕微鏡観察 地人書館 井上 勤

自然
新版　顕微鏡観察シ

リーズ
新版　顕微鏡観察シリーズ　④　岩石・化石の顕微鏡観察 地人書館 井上 勤

自然 哺乳類 動物遺伝学の世界にようこそ!～獣毛・羽根・鳥骨編～ 里の生き物研究会 邑井 良守/藤井 幹/川上 和人

自然 哺乳類 ナヌークの贈りもの 小学館 星野 道夫

自然 哺乳類 星野道夫の世界 朝日新聞社 星野 道夫

自然 哺乳類 しろくまのこえ
幻冬舎エデュケー
ション

伊藤 年一

自然 哺乳類 ウェットランド アドミックス 環境省

自然 哺乳類 うそとほんとの動物記 白揚社 O・P・ブレランド

自然 哺乳類 新動物誌 朝日新聞出版 朝日新聞社(編著)

自然 哺乳類 図解　動物観察事典 地人書館 岡村 はた　他

自然 哺乳類 東京２３区動物探検 講談社 泉 麻人

分類



タイトル 出版社名 著  者

自然 哺乳類 動物たちの不思議な世界‐あなたのペットがもつ超能力 白揚社 ヴィンセント・ガディス

自然 哺乳類 動物の行動 河出書房新社 S・M・エヴァンス　他

自然 哺乳類 動物のパートナーたち-共生と寄生の物語 文化放送 フィリップ・ストリート

自然 哺乳類 ニホンカモシカの生活 築地書館 羽田 健三(監修)

自然 哺乳類 北海道の野生動物 北海道新聞社 小田島 護

自然 哺乳類 森と水のくにの動物たち DBSどうぶつ社 井沢 紘生

自然 哺乳類 森のほ乳類 学研 日高 敏隆/羽田 節子

自然 哺乳類 誕生物語‐動物写真集 データハウス 佐々木 崑

自然 哺乳類 アニマルアイズ　動物の目で環境を見る　①ごちそう砦 偕成社 宮崎 学

自然 哺乳類 アニマルアイズ　動物の目で環境を見る　②死を食べる 偕成社 宮崎 学

自然 哺乳類 アニマルアイズ　動物の目で環境を見る　③明るい夜 偕成社 宮崎 学

自然 哺乳類 アニマルアイズ　動物の目で環境を見る　④あったかねぐら 偕成社 宮崎 学

自然 哺乳類 アニマルアイズ　動物の目で環境を見る　⑤においの地図 偕成社 宮崎 学

自然 哺乳類 古代エジプト動物記 文藝春秋 酒井 傳六

自然 生物 生きものつかまえたらどうする？ 偕成社 秋山 幸也

自然 生物 てのひら　かいじゅう そうえん社 松橋 利光

自然 生物 自然図鑑　動物・植物を知るために 福音館書店 さとうち 藍

自然 生物 微生物ってなに?　もっと知ろう!身近な生命 日科技連出版社
日本微生物生態学会教育研究
部会

自然 生物 アマガエルのヒミツ 山と渓谷社 秋山 幸也/松橋 利光

自然 生物 世界最大の恐竜博２００２ 朝日新聞社 冨田 幸光　他

自然 生物 身近な危険生物 宝島社 倉田 未奈子 編集

自然 生物 外来生物ずかん ほるぷ出版 五箇 公一 監修

自然 鳥類 野鳥のくらし 偕成社 和田 剛一

自然 鳥類 神奈川の鳥　2006-10
日本野鳥の会神奈川
支部

日本野鳥の会神奈川支部

分類



タイトル 出版社名 著  者

自然 鳥類 鳥の巣の本 岩崎書店 鈴木 まもる

自然 鳥類 散歩道の鳥たち　四季のバードウォッチング・ノート JICC出版社 神城 和也　他

自然 鳥類 ＷＩＮＧ　　野鳥生活記 小学館 和田 剛一

自然 鳥類 はじめよう！　バードウォッチング 文一総合出版 秋山 幸也/神戸 宇孝

自然 鳥類 かながわの探鳥地５０選 神奈川県
神奈川県環境部自然保護課
（企画）

自然 鳥類 バードウオッチング・ウォーク　東京＆近郊８５コース 朝日新聞社 （財）日本野鳥の会(監修)

自然 鳥類 改訂版　鳥のおもしろ私生活 主婦と生活社 ピッキオ(編著)

自然 鳥類 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 日本野鳥の会レンジャー

自然 鳥類 日本の野鳥　生態の記録 毎日新聞社 小笠原 暠

自然 鳥類 決定版　日本の野鳥５９０ 平凡社 真木 広造/大西 敏一 貸出不可

自然 鳥類 日本の野鳥 山と渓谷社
叶内拓哉、安部直哉、上田英
雄

貸出不可

自然 鳥類 基本がわかる野鳥eco図鑑-野鳥がわかると命のつながりが見える 東洋館出版社 安西 英明

自然 鳥類 カラスの大研究-都会の悪者か神さまの使いか ＰＨＰ研究所 国松 俊英

自然 鳥類 鳥類図鑑 東京書籍 本山 賢司/上田 恵介

自然 鳥類 鳥との共存をめざして-考え方と進め方 中央法規出版 日本鳥類保護連盟(編著)

自然 鳥類 声が聞こえる！野鳥図鑑 文一総合出版 上田 秀雄/叶内 拓哉

自然 鳥類 四季の野鳥 裳華房 唐沢 孝一/川内 博/沼里 和幸

自然 鳥類 鳥６３０図鑑　増補改訂版 日本鳥類保護連盟 柳澤　紀夫（監修） 貸出不可

自然 鳥類 身近な鳥たち　そのやさしい見わけ方 サントリー サントリー

自然 鳥類 にっぽんツバメ便り―ツバメが来た日 株式会社カンゼン 宮本　桂

自然 魚類 アウトドア・クラブ　海辺の生き物　ウォッチング 誠文堂新光社 阿部 正之

自然 魚類 相模川の魚たち 神奈川新聞社 神奈川新聞社(編著)

自然 魚類 海中奇面組 KKベストセラーズ 中村 征夫

自然 魚類 川の自然かんさつ 日本自然保護協会 日本自然保護協会

分類



タイトル 出版社名 著  者

自然 魚類 海中2万7000時間の旅 講談社 中村 征夫

自然 魚類 希少淡水魚の現状と未来-積極的保全のシナリオ 信山社 片山 修/森 誠一(監修)

自然 魚類 石になった魚
人を自然に近づける
川いい会

川島 大助/森川 裕行/馬場 玲
子/新瀬 幾恵

自然 魚類 さかなクンの東京湾生きもの図鑑 講談社 さかなクン

自然 昆虫 神奈川県昆虫誌　Ⅰ 神奈川昆虫談話会 神奈川昆虫談話会 貸出不可

自然 昆虫 神奈川県昆虫誌　Ⅱ 神奈川昆虫談話会 神奈川昆虫談話会 貸出不可

自然 昆虫 神奈川県昆虫誌　Ⅲ 神奈川昆虫談話会 神奈川昆虫談話会 貸出不可

自然 昆虫 神奈川県昆虫誌　Ⅳ 神奈川昆虫談話会 神奈川昆虫談話会 貸出不可

自然 昆虫 動物大百科１５昆虫 平凡社 Ｃ・オトゥール/矢島 稔(編著)

自然 昆虫 テントウムシ観察事典3 偕成社 小田 英智/久保 秀一

自然 昆虫 カニ観察事典 9 偕成社 小田 英智/桜井 淳史

自然 昆虫 カタツムリ観察事典 13 偕成社 小田 英智/久保 秀一

自然 昆虫 カメムシ観察事典 25 偕成社 小田 英智/新開 孝

自然 昆虫 ホタル点滅の不思議-地球の奇跡
横須賀市自然・人文
博物館

大場 信義

自然 昆虫 科学のアルバム・かがやくいのち　ダンゴムシ-落ち葉の下の生き物 あかね書房 皆越 ようせい

自然 昆虫 みいつけた！がっこうのまわりのいきもの　①　だんごむし 学研教育出版 須田 研司(監修)

自然 昆虫 昆虫観察Q&A　チョウの羽はなぜ美しい？ 全国農村教育協会 矢島 稔/宮沢 輝夫

自然 昆虫 トンボのすべて　改訂版 トンボ出版 井上 清/谷 幸三

自然 昆虫
子供の科学★サイエンスブックス　おどろきのクモの世界　-網をはる花
にひそむ空をとぶ

誠文堂新光社 新海 栄一/新海 明

自然 昆虫 昆虫の研究　トンボの楽園 あかね書房 杉村 光俊

自然 昆虫 昆虫の研究　チョウが消えた!? あかね書房 原 聖樹/青山 潤三

自然 昆虫 かながわの蝶-バタフライ・ウォッチング 神奈川新聞社 相模の蝶を語る会

自然 昆虫
だれでもできるやさしい土壌動物のしらべかた-採集・標本・分類の基礎
知識

合同出版 青木 淳一

自然 昆虫 ミツバチのたどったみち　進化の比較社会学 思索社 坂上 昭一

分類



タイトル 出版社名 著  者

自然 昆虫 だんご博士の観察記 小学館 松岡達英

自然 昆虫 ダンゴムシの本　まるまる一冊だんごむしガイド DU BOOKS 奥山 風太郎/みのじ

自然 昆虫 テントウムシの自然史 東京大学出版会 佐々治 寛之

自然 昆虫 蝶の幼虫探索　‐神奈川県とその周辺地 相模の蝶を語る会 相模の蝶を語る会(編著)

自然 昆虫 野や庭の昆虫 小学館 中山 周平

自然 昆虫 昆虫の写真図鑑 日本ヴォ‐グ社 ジョージ・Ｃ・マクガウァン 貸出不可

自然 昆虫 三人寄れば虫の知恵 洋泉社
養老 孟司/奥本 大三郎/池田
清彦

自然 昆虫 セミたちと温暖化 新潮社 日高 敏隆

自然 昆虫 ありとあらゆるアリの話 講談社 久保田 政雄

自然 昆虫 見えない巨人ー微生物 三松堂 別府 輝彦

自然 昆虫 手塚治虫博物館 講談社 手塚 治虫/小林 準治

自然 昆虫 北海道の昆虫 北海道新聞社 田辺 秀男/長谷川 仁

自然 昆虫 虫のおもしろ私生活 主婦と生活社 ピッキオ

自然 昆虫 手塚治虫　昆虫図鑑 講談社 手塚 治虫/小林 準治

自然 昆虫 昆虫おもしろブック 主婦と生活社 矢島 稔/松本 零士

自然 昆虫 水生昆虫ファイルⅠ つり人社 刈田 敏 貸出不可

自然 昆虫 水生昆虫ファイルⅡ つり人社 刈田 敏 貸出不可

自然 昆虫 虫の観察学 講談社 海野 和男

自然 昆虫 生物からのメッセージ　川と湖の博物館　⑪　ユスリカ 山海堂 北川 禮澄

自然 昆虫 虫の惑星　-知られざる昆虫の世界 早川書房 H・E・エヴァンス

自然 昆虫 虫の文化誌 朝日新聞社 小西 正泰

自然 昆虫 水生昆虫観察図鑑　その魅力と楽しみ方 ピーシーズ
森 文俊/渡部 晃平/関山 恵太/
内山 りゅう

自然 昆虫 原色　川虫図鑑 全国農村教育協会 丸山 博紀/高井 幹夫 貸出不可

自然 昆虫 フィールドガイド　日本のチョウ 誠文堂新光社
特定非営利活動法人 日本チョ
ウ類保全協会

貸出不可

分類



タイトル 出版社名 著  者

自然 昆虫 原色蝶類検索図鑑 北隆館 猪又 敏男 貸出不可

自然 昆虫 自然のかくし絵 偕成社 矢島 稔

自然 昆虫 虫のしわざ観察ガイド　野山で見つかる食痕・産卵痕・巣 文一総合出版 新開 孝

自然 昆虫 昆虫とあそぼう 戸田デザイン研究室 とだ しろう（作・絵）

自然 昆虫 見ながら学習　調べてなっとく　さなぎ 技術評論社 鈴木 知之

自然 昆虫 改訂版　日本産セミ科図鑑 誠文堂新光社 林 正美/税所 康正

自然 昆虫 虫から環境を考える　①湿地に生きるハッチョウトンボ 偕成社 水上 みさき

自然 昆虫 虫から環境を考える　②雑木林を飛ぶオオムラサキ 偕成社 海野 和男

自然 昆虫 虫から環境を考える　③都会にすみついたセミたち 偕成社 武田 晋一/海野 和男

自然 昆虫 虫から環境を考える　④田んぼでくらす虫たち 偕成社 海野 和男

自然 昆虫 虫から環境を考える　⑤里山にすむクロスズメバチ 偕成社 高嶋 清明

自然 昆虫 虫から環境を考える　⑥亜熱帯林にかくれるコノハチョウ 偕成社 湊 和雄

自然 昆虫 日本産幼虫図鑑 学習研究社 志村 隆(編著) 貸出不可

自然 昆虫 新訂　原色昆虫大図鑑　第１巻　蝶・蛾篇 北隆館 矢田 脩 貸出不可

自然 昆虫 水生昆虫アルバム AFLYFISHER'S VIEW 新装版 フライの雑誌社 島崎 憲司郎

自然 昆虫 いのちのかんさつ６　ホタル 少年写真新聞社 中山 れいこ

自然 昆虫 ホタルの不思議な世界 エクスナレッジ サラ・ルイス

自然 昆虫 あなたは嫌いかもしれないけど、とってもおもしろい蚊の話 山と渓谷社
三條場千寿/比嘉由紀子/沢辺
京子

自然 土・地 大地の五億年 山と渓谷社 藤井 一至

自然 土・地 「知」のビジュアル百科　①岩石・鉱物図鑑 あすなろ書房 Ｒ・Ｆ・シムス 貸出不可

自然 土・地 そだててあそぼう　土の絵本①土とあそぼう 農文協 日本土壌肥料学会(編著)

自然 土・地 そだててあそぼう　土の絵本②土のなかの生きものたち 農文協 日本土壌肥料学会(編著)

自然 土・地 そだててあそぼう　土の絵本③作物をそだてる土 農文協 日本土壌肥料学会(編著)

自然 土・地 そだててあそぼう　土の絵本④土がつくる風景 農文協 日本土壌肥料学会(編著)

分類



タイトル 出版社名 著  者

自然 土・地 そだててあそぼう　土の絵本⑤環境をまもる土 農文協 日本土壌肥料学会(編著)

自然 土・地 「土」の総合学習　①土といのち　生命をはぐくむ土 あかね書房 七尾 純

自然 土・地 「土」の総合学習　②土の科学　土の不思議をさぐる あかね書房 七尾 純

自然 土・地 「土」の総合学習　③土と環境　土が病気になっていく あかね書房 七尾 純

自然 土・地 「土」の総合学習　④土とくらし　土とともに生きる あかね書房 七尾 純

自然 土・地 くらしと環境 東海大学出版会 地学団体研究会

自然 土・地 日本の地形　４　関東・伊豆・小笠原 東京大学出版会 貝塚 爽平　他(編著)

自然
進化の歴史　-生命誕生

35億年
進化の歴史ｰ生命誕生35億年　①生命誕生の瞬間 草土文化

ジョン・ボネット・ウェクソ
ウ

自然
進化の歴史　-生命誕生

36億年
進化の歴史ｰ生命誕生35億年　②進化のしくみ 草土文化

ジョン・ボネット・ウェクソ
ウ

自然
進化の歴史　-生命誕生

37億年
進化の歴史ｰ生命誕生35億年　③植物と動物の発生 草土文化

ジョン・ボネット・ウェクソ
ウ

自然
進化の歴史　-生命誕生

38億年
進化の歴史ｰ生命誕生35億年　④水中の生物 草土文化

ジョン・ボネット・ウェクソ
ウ

自然
進化の歴史　-生命誕生

39億年
進化の歴史ｰ生命誕生35億年　⑤陸へあがった生物 草土文化

ジョン・ボネット・ウェクソ
ウ

自然
進化の歴史　-生命誕生

40億年
進化の歴史ｰ生命誕生35億年　⑥爬虫類の出現 草土文化

ジョン・ボネット・ウェクソ
ウ

自然
進化の歴史　-生命誕生

41億年
進化の歴史ｰ生命誕生35億年　⑦恐竜の登場 草土文化

ジョン・ボネット・ウェクソ
ウ

自然
進化の歴史　-生命誕生

42億年
進化の歴史ｰ生命誕生35億年　⑧空を飛んだ生物 草土文化

ジョン・ボネット・ウェクソ
ウ

自然
進化の歴史　-生命誕生

43億年
進化の歴史ｰ生命誕生35億年　⑨哺乳類の支配 草土文化

ジョン・ボネット・ウェクソ
ウ

自然
進化の歴史　-生命誕生

44億年
進化の歴史ｰ生命誕生35億年　⑩人類の世界へ 草土文化

ジョン・ボネット・ウェクソ
ウ

自然 世界大博物図鑑 世界大博物図鑑　第１巻　蟲類 平凡社 荒俣 宏 貸出不可

自然 世界大博物図鑑 世界大博物図鑑　第２巻　魚類 平凡社 荒俣 宏 貸出不可

自然 世界大博物図鑑 世界大博物図鑑　第３巻　両性・爬虫類 平凡社 荒俣 宏 貸出不可

自然 世界大博物図鑑 世界大博物図鑑　第４巻　鳥類 平凡社 荒俣 宏 貸出不可

自然 世界大博物図鑑 世界大博物図鑑　第５巻　哺乳類 平凡社 荒俣 宏 貸出不可

自然 世界大博物図鑑 世界大博物図鑑　別巻１　絶滅・希少鳥類 平凡社 荒俣 宏 貸出不可

自然 世界大博物図鑑 世界大博物図鑑　別巻２　水生無脊椎動物 平凡社 荒俣 宏 貸出不可

分類



タイトル 出版社名 著  者

自然 万有百科大事典 万有百科大事典　１８　宇宙地球 小学館 相賀 徹夫(編著) 貸出不可

自然 万有百科大事典 万有百科大事典　１９　植物 小学館 相賀 徹夫(編著) 貸出不可

自然 万有百科大事典 万有百科大事典　２０　動物 小学館 相賀 徹夫(編著) 貸出不可

自然 植物 里山図鑑 ポプラ社 おくやま ひさし 貸出不可

自然 植物 野外観察ハンドブック　写真で見る植物用語 全国農村教育組合 岩瀬 透也/大野 啓一 貸出不可

自然 植物 日本帰化植物写真図鑑 全国農村教育協会
清水 矩宏/森田 弘彦/廣田 伸
七(編著)

貸出不可

自然 植物 日本帰化植物写真図鑑　第２巻 全国農村教育協会
植村 修二/勝山 輝男/清水 矩
宏/水田 光雄/森田 弘彦/廣田
伸七/池原 直樹

貸出不可

自然 植物 花のおもしろフィールド図鑑　春 実業之日本社 ピッキオ(編著)

自然 植物 花のおもしろフィールド図鑑　夏 実業之日本社 ピッキオ(編著)

自然 植物 花のおもしろフィールド図鑑　秋 実業之日本社 ピッキオ(編著)

自然 植物 検索入門　樹木　① 保育社 尼川 大録/長田 武正

自然 植物 検索入門　樹木　② 保育社 尼川 大録/長田 武正

自然 植物 花の本
財団法人　サンワみ
どり基金

川上 幸男(総監修)

自然 植物 続・樹の本
財団法人　サンワみ
どり基金

本間 啓(総監修)

自然 植物 高山植物の本
財団法人　サンワみ
どり基金

大場 達之(総監修)

自然 植物 北海道の花
北海道大学図書刊行
会

鮫島 惇一郎/辻井 達一 貸出不可

自然 植物 北海道の樹
北海道大学図書刊行
会

鮫島 惇一郎/辻井 達一 貸出不可

自然
山渓ポケット図鑑

シリーズ
山渓ポケット図鑑シリーズ　①　春の花 山と溪谷社 鈴木 庸夫(写真) 貸出不可

自然
山渓ポケット図鑑

シリーズ
山渓ポケット図鑑シリーズ　②　夏の花 山と溪谷社 鈴木 庸夫(写真) 貸出不可

自然
山渓ハンディ図鑑

シリーズ
山渓ハンディ図鑑シリーズ　①　野に咲く花 山と溪谷社 林 弥栄(監修)/平野 隆久(写真) 貸出不可

自然
山渓ハンディ図鑑

シリーズ
山渓ハンディ図鑑シリーズ　②　山に咲く花 山と溪谷社

畔上 能力(編著)/永田 芳男(編
著)

貸出不可

自然
山渓ハンディ図鑑

シリーズ
山渓ハンディ図鑑シリーズ　③　樹に咲く花　離弁花① 山と溪谷社 茂木 透(写真) 貸出不可

自然
山渓ハンディ図鑑

シリーズ
山渓ハンディ図鑑シリーズ　④　樹に咲く花　離弁花② 山と溪谷社 茂木 透(写真) 貸出不可

自然
山渓ハンディ図鑑

シリーズ
山渓ハンディ図鑑シリーズ　⑤　樹に咲く花　合弁花・単子葉・裸子植
物

山と溪谷社 茂木 透(写真) 貸出不可

分類



タイトル 出版社名 著  者

自然 植物 山渓カラー名鑑　日本の野草 山と渓谷社 林 弥栄(編著) 貸出不可

自然 植物 山渓カラー名鑑　日本の樹木 山と渓谷社 林 弥栄(編著) 貸出不可

自然 植物 花と実の図鑑　①春に花が咲く木 偕成社 三原 道弘

自然 植物 花と実の図鑑　②夏・秋・冬に花が咲く木 偕成社 三原 道弘

自然 植物 花と実の図鑑　③公園や庭でみられる木 偕成社 三原 道弘

自然 植物 花と実の図鑑　④校庭や街路でみられる木 偕成社 三原 道弘

自然 植物 花と実の図鑑　⑤散歩道でみられる木 偕成社 三原 道弘

自然 植物 花と実の図鑑　⑥身近な樹木の１年 偕成社 三原 道弘

自然 植物 花と実の図鑑　⑦身近な樹木の観察（１） 偕成社 三原 道弘

自然 植物 花と実の図鑑　⑧身近な樹木の観察（２） 偕成社 三原 道弘

自然 植物 自然の観察事典　⑯ドングリ観察事典 偕成社 小田 英智/久保 秀一

自然 植物 そだててあそぼう　⑨ダイズの絵本 農山漁村文化協会 こくぶん まきえ(編著)

自然 植物 現代版　野あそびガイド　Ⅱ　ビンゴで野あそび 萌文社 中山 康夫/宮下 健一

自然 植物 東京近郊花の旅 東京新聞出版社 大貫 茂

自然 植物 たねのずかん～とぶ・はじける・くっつく～ 福音館書店
古矢 一穂（文）/高森 登志夫
（絵）

自然 植物 ＮＨＫ趣味悠々　はじめての里山歩き 日本放送出版協会
日本放送協会/日本放送出版協
会

自然 植物 決定版　山野草の育て方＆楽しみ方事典 講談社 久志 博信/内藤 登喜夫

自然 植物 原寸図鑑　葉っぱでおぼえる樹木 柏書房 濱野 周泰(監修) 貸出不可

自然 植物 庭に植えたい樹木図鑑 池田書店 村越 匡芳(監修) 貸出不可

自然 植物 厳選！全国２５施設　自然ふれあいガイドブック
（社）日本環境教育
フォーラム

日本環境教育フォーラム（編
集）

自然 植物 小さな雑木林のたんけん 童心社 柴田 敏隆

自然 植物 森の「いろいろ事情がありまして」 信濃毎日新聞社
ピッキオと軽井沢野鳥の森の
仲間たち

自然 植物 自然のなかまたち　-尾瀬をめぐって 大日本図書 やまがた のぼる

自然 植物 花は尾瀬の道しるべ　尾瀬　花の旅 講談社 布施 正直

分類



タイトル 出版社名 著  者

自然 植物 山に木を植えました 講談社 スギヤマ カナヨ

自然 植物
植物群落モニタリングのすすめ -自然保護に活かす『植物群落レッド
データ・ブック』

文一総合出版 日本自然保護協会(編著) 貸出不可

自然 植物 野の花さんぽ図鑑 築地書館 長谷川 哲雄

自然 植物 庭木の剪定コツのコツ 小学館 富澤 彰夫/新井 孝次朗(監修)

自然 植物 樹木と遊ぶ図鑑 地球丸 おくやま ひさし 貸出不可

自然 植物 おじいちゃんの植物記（上） 山と渓谷社 小柳 康蔵

自然 植物 おじいちゃんの植物記（下） 山と渓谷社 小柳 康蔵

自然 植物 木のひみつ 東京書籍
京都大学木質科学研究所創立
５０周年記念事業会(編著)

自然 植物 美しき花ことば 三笠書房 中村 成夫

自然 植物 撮影ハンドブック②　野草を撮る 山と渓谷社 冨成 忠夫 貸出不可

自然 植物
身近な雑草の不思議　野原の薬草・毒草から道草まで、魅力あふれる不
思議な世界にようこそ

ソフトバンク　クリ
エイティブ

森 昭彦

自然 植物 木を植えた人 こぐま社 ジャン・ジオノ

自然 植物 聖書の植物 青磁書房 山岡 文彦

自然 植物 毒草を食べてみた 文藝春秋 植松 黎

自然 植物 日本のタンポポとセイヨウタンポポ 丸善出版 小川 潔

自然 植物 野外観察ハンドブック　校庭の樹木 全国農村教育協会 岩瀬 徹/川名 興 貸出不可

自然 植物 花の手帳 歴史春秋出版 前田 新

自然 植物 日本の植物/研究ノート　-分類・系統学へのアプローチ 培風館 田村 道夫

自然 植物 どんぐり見聞録 山と溪谷社 いわさ ゆうこ

自然 植物 北海道のキノコ 北海道新聞社 五十嵐 恒夫

自然 植物 続 北海道のキノコ 北海道新聞社 五十嵐 恒夫

自然 植物 自然のパターン　形の生成原理 白揚社
ピーター・Ｓ・スティーヴン
ズ

自然 植物 生態学からみた身近な植物群落の保護 講談社 日本自然保護協会(編著)

自然 植物 エコロジカル・ライフ　歩いてみよう雑木林 相模野自然度研究会 山岡 文彦

分類



タイトル 出版社名 著  者

自然 植物
生物多様性緑化ハンドブック　-豊かな環境と生態系を保全・創出するた
めの計画と技術

地人書館 亀山 章

自然 植物 かながわの山に咲く花 銀の鈴社
神奈川県自然公園指導員連絡
会(編著)

自然 植物 野草　見分けのポイント図鑑 講談社 林 弥栄 総監修

自然 植物 植物はすごい　七不思議篇 中央公論新社 田中 修

自然 植物 ふしぎの植物学 中央公論新社 田中 修

自然 植物 野をいろどる植物 誠文堂新光社 南光 重毅

自然 植物 ひっつきむしの図鑑 トンボ出版 伊藤 ふくお/丸山 健一郎 貸出不可

自然 植物 植物の研究　植物たちの富士登山 あかね書房 清水 清

自然 植物 日本の原点シリーズ　木の文化③　松 新建新聞社 大澤 一登(編著)

自然 植物 六合村の自然 相模野自然度研究会 山岡 文彦

自然 植物 花粉の世界をのぞいてみたら　-驚きのミクロの構造と生態の不思議 ＮＴＳ
医学生物学電子顕微鏡技術学
会

自然 植物 植物のかたち　-茎・葉・根・花 培風館 原 襄

自然 植物 なぜなぜはかせのかがくの本　⑥くさばなをしらべよう 国土社 小林 実

自然 植物 みつけて　うれしい　あそんで　ゆかいな　木の実ノート 文化出版局 いわさ ゆうこ

自然 植物 自然素材で作る　木の実の恐竜と小動物 誠文堂新光社 自然素材工作編集部(編著)

自然 植物 ぜんぶわかる！タンポポ ポプラ社 岩間 史朗

自然 植物
身近な植物と友だちになる本　①たのしいつみ草　おいしい木の芽　た
べて観察　野の草　里山の木

偕成社 おくやま ひさし

自然 植物
身近な植物と友だちになる本　②森の工作　野の工作　つくって観察
野山の草と木

偕成社 おくやま ひさし

自然 植物 身近な植物と友だちになる本　③はやく芽をだせ　カキのたね 偕成社 おくやま ひさし

自然 植物
身近な植物と友だちになる本　⑤ほって　びっくり草の根　冬の野原を
観察しよう

偕成社 おくやま ひさし

自然 植物 みんなで調べた日野市のタンポポと水草 日野の自然を守る会 富士 尭/杉浦 忠機

自然 植物 日本水草図鑑 文一総合出版 角野 康郎 貸出不可

自然 植物 週刊　朝日百科　植物の世界 朝日新聞社 渡邊 定元(責任編集)

自然 植物 田んぼの草花指標　ｰあなたのまなざしを待っている世界
農と自然の研究所/
生物多様性農業支援
センター

伊藤 一幸/嶺田 拓也

分類



タイトル 出版社名 著  者

自然 植物 原色図鑑　芽ばえとたね 全国農村教育協会 浅野 貞夫 貸出不可

自然 植物 日本の野生植物・コケ 平凡社 岩月 善之助 貸出不可

自然 植物 日本の野生植物・木本Ⅰ 平凡社
佐竹 義輔/原 寛/亘理 俊次/冨
成 忠夫

貸出不可

自然 植物 日本の野生植物･木本Ⅱ 平凡社
佐竹 義輔/原 寛/亘理 俊次/冨
成 忠夫

貸出不可

自然 植物 日本の植生 学研 宮脇 昭 貸出不可

自然 植物 日本の帰化植物 平凡社 清水 建美(編著) 貸出不可

自然 植物 現代日本生物誌５　タンポポとカワラノギク 岩波書店 小川　潔、倉本　宣

自然 植物 日本の水草 文一総合出版 角野 康郎

自然 森林 「森」の総合学習　①森といのち　生命をはぐくむ森 あかね書房 七尾 純

自然 森林 「森」の総合学習　②森の科学　森の不思議をさぐる あかね書房 七尾 純

自然 森林 「森」の総合学習　③　森と環境　森が消えていく あかね書房 七尾 純

自然 森林 「森」の総合学習　④森とくらし　森とともに生きる あかね書房 七尾 純

自然 森林 日本の森林と林業　小学校高学年のための教本 大日本山林会 大日本山林会(編著)

自然 森林 図説・私たちと環境　⑦森林と緑 旺文社 新井 政義(編著)

自然 森林 エコロジー講座　森の不思議を解き明かす 文一総合出版 日本生態学会(編著)

自然 森林 科学で環境探検　里山は自然の宝庫 大日本図書 八板 美智夫

自然 森林 森林の研究　木は生きている あかね書房 稲本 正

自然 森林 森林の研究　ブナの森は緑のダム あかね書房 太田 威

自然 森林 写真ドキュメント　立ち枯れる山 新日本出版社 宮下 正次

自然 森林 新・分県登山ガイド　⑬神奈川県の山 山と溪谷社 原田 征史/白井 源三　他

自然 森林 森林環境2006　世界の森林はいま　【特集】苦悩と希望の緑 森林文化協会 森林環境研究会(編著)

自然 森林 知っていますか　日本の自然と木の文化 リブリオ出版 河津 千代

自然 森林 近くの山の木で家をつくる運動宣言 農山漁村文化協会 編集座（編集）

自然 森林 森林の生態 河出書房新社 Ｅ・Ｇ・ニール

分類



タイトル 出版社名 著  者

自然 森林 森林への招待 八坂書房 西口 親雄

自然 森林 わたしの高尾山　自然観察ハイキング・ガイドブック 吉山　寛
高尾山自然保護実行委員会(編
著)

自然 森林 森林をみる心 共立出版 四手井 綱英/林 知己夫(編著)

自然 森林 森の力　植物生態学の理論と実践 講談社現代新書 宮脇 昭

自然 森林 森のゆくえ　林業と森の豊かさの共存 コモンズ 浜田 久美子

自然 森林 環境を守る森をつくる 海青社 原田 洋/矢ケ崎 朋樹

自然 森林 自然を傷つけない山登り 山と渓谷社 豊田 和弘

自然 森林 多良岳の休日　渓流沿いに森の中へ 長崎新聞社 引地 英司(編著)

自然 森林 サルのざぶとん　箱根叢書　１５　箱根山動物ノート かなしん出版 田代 道彌

自然 森林 箱根Q＆A　１２５　箱根叢書　３０　その歴史と自然 かなしん出版
箱根叢書刊行企画委員会(編
著)

自然 森林 登山者のための生態学 山と渓谷社 渡辺 弘之

自然 森林 ヒトと森林　森林の環境調節作用 共立出版 只木 良也/吉良 竜夫(編著)

自然 森林 まんさく咲いた 八王子の動・植物百話 東京都八王子市
八王子市企画部広報課広報係
(編著)

自然 森林 北丹沢ガイドブック 北丹沢山岳センター 北丹沢山岳センター

自然 森林 高尾山 身近な自然を考える 朝日ソノラマ アサヒタウンズ(編著)

自然 森林 多摩の自然の記録　丘陵博物館 上 アンヴィエル 斉藤 博

自然 森林 多摩の自然の記録　丘陵博物館 下 アンヴィエル 斉藤 博

自然 森林 日本の自然100選 朝日新聞社 朝日新聞社(編著)

自然 森林 熱帯雨林の植物誌　-東南アジアの森のめぐみ 平凡社
W・ヴィーヴァーズ・カー
ター

自然 森林 魂の森を行け　３０００万本の木を植えた男 新潮社 一志 治夫

自然 森林 藤野の山と峠 北丹沢山岳センター 植木 知司(編著)

自然 森林 高尾山と多摩丘陵
ネイチャーネット
ワーク

久保田 修(編著)

自然 森林 水源の山・つくいに生きて　‐若者と荒廃林に挑む 神奈川新聞社 佐藤 好延

自然 森林 森は童話館 桐原書店 加藤 幸子

分類



タイトル 出版社名 著  者

自然 森林 丹沢 ブナは訴える かなしん出版 神奈川新聞社

自然 森林 熱帯雨林のゆくえ ‐みどりの国際協力 築地書館 神足 勝浩

自然 森林 ブナ帯文化 思索社
梅原 猛/市川 健夫/四手川 綱
英　他

自然 森林 命の山・高尾山 朝日ソノラマ 酒井 喜久子

自然 森林 ぽれぽれ高尾山観察記　‐遊び心で探す自然のたからもの けやき出版 黒木 昭三

自然 森林 屋久島 世界遺産の自然 平凡社 青山 潤三

自然 自然保護 Ｃ．Ｗ．ニコルのわたしの自然日記 講談社 Ｃ・Ｗ・ニコル

自然 自然保護 生きもの地図が語る街の自然 岩波書店 浜口 哲一

自然 自然保護 生きもの地図をつくろう 岩波書店 浜口 哲一

自然 自然保護 裏山の博物誌 山と渓谷社 三宅 修

自然 自然保護 大村湾　超閉鎖性海域「琴の海」の自然と環境 長崎新聞社 松岡 數充

自然 自然保護 子どもとの自然観察スーパーガイド 築地書館 日高 哲二

自然 自然保護 自然保護を考える 共立出版
信州大学教養部自然保護講座
(編著)

自然 自然保護 サバンナの博物誌 新潮社 川田 順造

自然 自然保護 自然にドキドキ 白水社 菊屋 奈良義

自然 自然保護 進化のメカニズム 河出書房新社 Ｗ・Ｈ・ダウズウェル

自然 自然保護 自然を守るとはどういうことか 農山漁村文化協会 守山 弘

自然 自然保護 自然を読み解く山歩き JTBパブリッシング 小泉 武栄

自然 自然保護 生命にぎわう青い星　生物の多様性と私たちのくらし 化学同人 樋口 広芳

自然 自然保護 生物から見た世界 思索社
ヤーコプ・フォン・ユクス
キュル/ゲオルク・クリサート

自然 自然保護 都市のジャーナリズム　ナショナル・トラスト 三省堂 木原 啓吉

自然 自然保護 地質あんない　空知の自然を歩く
北海道大学図書刊行
会

岩見沢地学懇話会(編著)

自然 自然保護 北海道の自然保護 その歴史と思想
北海道大学図書刊行
会

俵 浩三

自然 自然保護 身近な生物学 講談社 T・ブラーエ

分類



タイトル 出版社名 著  者

自然 自然保護 自然と環境の謎 大和書房 春田 俊郎

自然 自然保護 里山の環境学 東京大学出版会
武内 和彦/鷲谷 いづみ/恒川
篤史(編著)

自然 自然保護 生物による環境調査事典 東京書籍
内山 裕之(編著)/栃本 武良(編
著)

自然 自然保護 日本の自然史博物館 東京大学出版会 糸魚川 淳二

自然 自然保護 生態学からみた里やまの自然と保護 講談社 日本自然保護協会(編著)

自然 自然保護 人と森の環境学 東京大学出版会
井上 真/酒井 秀夫/下村 彰男/
白石 則彦/鈴木 雅一

自然 自然保護 保全生態学入門　遺伝子から景観まで 文一総合出版 鷲谷 いづみ/矢原 徹一

自然 自然保護 地球・人類・その未来　-自然保護への道標 森北出版 小島 覚

自然 自然保護 緑の文化史 -自然と人間のかかわりを考える
北海道大学図書刊行
会

俵 浩三

自然 自然保護 虫見板で豊かな田んぼへ 創森社 宇根 豊

自然 自然保護 サンゴのはなし　-おきなわの造礁サンゴたち
沖縄県文化環境部自
然保護課

西平 守孝

自然 自然保護 ペルーのカムカム
(株)ハシモトコーポ
レーション

後藤 隆郎

自然 自然保護 ひなたブック　首都大キャンパスの松木日向緑地ハンドブック
首都大学東京・東京
都立大学

ひなたブック製作委員会

自然 自然保護 国分寺崖線の自然観察手帳　第５集
せたがやトラスト協
会

アジア航測 環境部(編著)

自然 自然保護 自然観察指導の４８手 日本自然保護協会
矢野 亮/金田 平/青柳 昌宏(編
著)

自然 自然保護 自然かんさつ学入門　-雑木林の自然かんさつ 日本自然保護協会
新井 二郎/金田 平/工藤 父母
道/児玉 芳郎/村杉 幸子/矢野
亮(編著)

自然 自然保護 自然かんさつ学入門　-いその自然かんさつ 日本自然保護協会
工藤 父母道/藤原 秀一/奥谷
喬司/金田 平/林 正義(編著)

自然 自然保護 自然かんさつ学入門　-みよう・まもろう・しらべよう 日本自然保護協会
青柳 昌宏/金田 平/柴田 敏隆/
浜口 哲一/林 公義/矢野 亮(編
著)

自然 自然保護 自然かんさつ学入門　-草はらの自然かんさつ 日本自然保護協会
青砥 航次/青柳 昌宏/金田 平/
工藤 父母道/栗山 究/矢野 亮
(編著)

自然 自然保護 鮎のふるさと　道志川の四季
中道志川トラスト協
会

高橋 文男 編集

自然 自然保護 生態学からみた野生生物の保護と法律 講談社 日本自然保護協会(編著)

自然 自然保護 地球にいいことしよう！ケナフで環境を考える 文芸社 釜野 徳明/荒井 進

自然 自然保護 ケナフに賭ける男 西田 芳郎 西田 芳郎

自然 自然保護 炭は地球を救う リベルタ出版 宮下 正次

分類



タイトル 出版社名 著  者

自然 自然保護 川は誰のものか　-相模大関物語＊一審判決まで
相模川キャンプイン
シンポジウム

相模大堰建設差止訴訟原告団
(編著)

自然 自然保護 タマゾン川　多摩川でいのちを考える 旬報社 山崎 充哲

自然 自然保護 森とCO2の経済学　地球温暖化対策への新提言 PHP研究所 三橋 規宏

自然 自然保護 次世代への伝言　-自然の本質と人間の生き方を語る 地湧社 宮脇 昭/池田 武邦

自然 自然保護 センス・オブ・ワンダー 新潮社 レイチェル・カーソン

自然 自然保護 越後三面山人記　-マタギの自然観に習う 農山漁村文化協会 田口 洋美

自然 自然保護 神奈川の自然をたずねて 築地書館 大木 靖衛(監修)

自然 自然保護 川は生まれ変わるか プレジデント社 佐藤 俊明

自然 自然保護 木の声がきこえる　樹医の診療日記 講談社 山野 忠彦

自然 自然保護 知床からの出発　伐採問題の教訓をどう生かすか 共同文化社 野生生物情報センター(編著)

自然 自然保護 文明は緑を食べる 読売新聞社 安田 喜憲

自然 自然保護 学研もちあるき図鑑　まるごと日本の生きもの 学研教育出版
木村 義志/小宮 輝之/高橋 秀
男(監修)

自然 自然保護 水辺からのレポートⅢ　相模川　水の旅 川とみず文化研究会
宇都宮 暁子/日下 利枝子/黒河
早苗(編著)

自然 自然保護 みどりのコミュニティデザイン 学芸出版社 中瀬 勲(編著)/林 まゆみ(編著)

自然 自然保護 科学で環境探検　川をのぼろう石のふるさとさがし 大日本図書 渡辺 一夫

自然 自然保護 科学で環境探検　環八雲ってどんな雲 大日本図書 塚本 治弘

自然 自然保護 科学で環境探検　下町によみがえったトンボの楽園 大日本図書 野村 圭佑

自然 自然保護
すぐ調べられる「環境と生き物」　③メダカがすめるのはどんな川？川
や池の生物編

学習研究社 内山 裕介(監修)

自然 自然保護
すぐ調べられる「環境と生き物」　④動物のふんで里山の自然がわかる
里山の生物編

学習研究社 内山 裕介(監修)

自然 自然保護
すぐ調べられる「環境と生き物」　⑤マツの葉で大気汚染をさぐろう
まちの生物編

学習研究社 内山 裕介(監修)

自然 自然保護
すぐ調べられる「環境と生き物」　⑥生き物をもっとよく見よう　観察
と解剖編

学習研究社 内山 裕介(監修)

自然 自然保護 地球環境ブック　-未来の地球人　子どもたちへ　２００２ コスモ石油　広報室 橋本 一夫(編著)

自然 自然保護 月刊「たくさんのふしぎ」　-富士山のまりも 福音館書店 亀田 良成 (文)/斉藤 俊行 (絵)

自然 自然保護 森と里と海のつながり　京大フィールド研の挑戦 大伸社
京都大学フィールド科学教育
研究センター/京都大学総合博
物館(編著)

分類



タイトル 出版社名 著  者

自然 自然保護 グリーンエコノミー時代を拓く　森で経済を作る 日経BP社
日経ＢＰ環境経営フォーラム
(編著)

自然 自然保護 多摩川　1970-74 平凡社 江成 常夫

自然 自然保護 山河風光　-相模川の四季 相模経済新聞社 江成 常夫

自然 自然保護 丹沢の自然再生 日本林業調査会
木平 勇吉/勝山 輝男/田村 淳/
山根 正伸/羽山 伸一/糸長 浩
司/原 慶太郎/谷川 潔(編著)

自然 自然保護 荒廃した里山を蘇らせる　自然生態修復工学入門 農山漁村文化協会 養父 志乃夫

自然 自然保護 ビジュアルで味わう！日本列島ウォッチング　新「理科」の地図帳 技術評論社 神奈川県立生命の星(監修)

自然 自然保護
社会・未来・わたしたち⑭川と湖の〈健康〉をみる　-水と生きもののく
らし

岩崎書店 森下 郁子

自然 自然保護 かながわの自然観察おもしろ絵日記 神奈川新聞社 佐藤 恭子

自然 自然保護
日本自然保護協会資料集　第４１号　「自然かんさつからはじめる自然
保護」

日本自然保護協会 金田 平(監修)

自然 自然保護
ビオトープであそぼう　生物のすみかをみんなでつくる　③気持ちよく
生きることとビオトープ

星の環会 塩瀬 治(編著)

自然 自然保護
みんなでつくるビオトープ入門　生き物がいる環境をつくるために●１
９の実践とその手法

合同出版 杉山 恵一(監修)

自然 自然保護 環境復元と自然再生を成功させる１０１ガイド　ビオトープ 誠文堂新光社 近自然研究会(編著)

自然 自然保護 だれが山を守るのか リブリオ出版 河津 千代

自然 自然保護 環境保全学の理論と実践 信山社サイテック 森 誠一

自然 自然保護 緑の地球へ　森林のエコロジー 現代書館
グリーンカルチャーセンター
(編著)

自然 自然保護
まんがでナビゲート体験・しらべ学習③栽培・飼育編　そだててまなぶ
いのちのふしぎ

合同出版
科学教育研究会/毎日小学生新
聞

自然 生物学 生物のピラミッド 藤森書店 エディス・ラスキン

自然 生物学 生命のゲーム 市井社 高木 美也子

自然 生物学 ワニはいかにして愛を語り合うか 新潮社 竹内 久美子/日高 敏隆

自然 生物学 生物と無生物のあいだ 講談社 福岡 伸一

自然 生物学 暑さ寒さと人間 中央公論社 三浦 豊彦

自然 生物学 からだの中の夜と昼 中央公論社 千葉 喜彦

自然 生物学 からだを読む 筑摩書房 養老 孟司

自然 生物学 胎児化の話 築地書館 井尻 正二

分類



タイトル 出版社名 著  者

自然 生物学 遺伝学から見た　人類の未来 培風館 木村 資生(編著)

自然 生物学 私の生物学　小さな実験 講談社 木原 均(編著)

自然 生物学
フューチャー・イズ・ワイルド　驚異の進化を遂げた２億年後の生命世
界

ダイヤモンド社
ドゥーガル・ディクソン/ジョ
ン・アダムス

自然 生物学 微生物科学　-基礎・バイオ・環境利用まで 昭晃堂 宍戸 和夫/塚越 規弘

自然 生物学 ファーンズワース教授の講義ノート　ゆかいな生物学 マグロウヒル出版 フランク・Ｈ・ヘプナー

自然 生物学 トマトはなぜ赤い 東洋館出版社 三島 次郎

自然 生物学 観察する目が変わる水辺の生物学入門 べレ出版 西川 潮/伊藤 浩二

自然 生物学 『歩行』と『脳』　-生きる力と心もよう
エンタープライズ出
版部

吉田 勧持

自然 生物学 動物なぜなにものがたり 河出書房新社
ヘニング・ヴィースナー/ヴァ
リ・ミュラー

自然 生物多様性 川の自然をみつめてみよう②　河川の外来種図鑑
リバーフロント整備
センター

外来種影響・対策研究会(監
修)

自然 生物多様性 つながるいのち　生物多様性からのメッセージ 山と渓谷社 日本環境ジャーナリストの会

自然 生物多様性 多摩の野鳥と野草 武蔵野郷土史刊行会 岡 薫高/渡辺 安之

自然 生物多様性 外来種は本当に悪者か？ 草思社 フレッド・ピアス

自然 生物多様性 帰化植物100種 ニューサイエンス社 山岡 文彦

自然 生物多様性 生きもの語り　人間が知らない田んぼの世界 家の光協会 宇根 豊

自然 生物多様性 生物多様性とは何か 岩波新書 井田 徹治

自然 生物多様性 クワガタムシが語る生物多様性 集英社 五箇 公一

自然 生物多様性 帰化植物を楽しむ トンボ出版
近田 文弘/清水 建美/濱﨑 恭
美

自然 生物多様性 里山生きもの博物記 山と渓谷社 荘司 たか志

自然 生物多様性 科学で環境探検　富士のすそ野のメダカの学校 大日本図書 中川 雄三

自然 生物多様性 絶滅危機生物の世界地図 丸善 リチャード・マッケイ

自然 生物多様性 いきものがたり　生物多様性11の話 ダイアモンド社 山本 良一(監修)

自然 生物多様性 外来種ハンドブック 地人書館 日本生態学会

自然 生物多様性 生物多様性国家戦略２０１０ 環境省 環境省(編著)

分類



タイトル 出版社名 著  者

自然 生物多様性
第3次生物多様性国家戦略　人と自然が共生する「いきものにぎわいの
国づくり」を目指して

ビオシティ 環境省(編著)

自然 生物多様性 生物学資料集 東京大学出版会 山川 振作(編著)

自然 生物多様性 小さな自然の四季　-安曇野讃歌 共立出版 串田 孫一/齊藤 嘉明

自然 生物多様性 田んぼの生き物図鑑 山と渓谷社 内山 りゆう 貸出不可

自然 生物多様性 里のいごこち 新日本出版社 松橋 利光

自然 生物多様性 ２００５年愛知万博構想を検証する　-里山自然の価値と「海上の森」 日本自然保護協会
ＮＡＣＳ－Ｊ保護委員会/海上
の森・万博問題小委員会

自然 生物多様性 生物多様性条約資料集シリーズＮＯ．１　保護地域編 日本自然保護協会 開発 法子/道家 哲平(編著)

自然 生物多様性 ミルマップ・ワークショップ！　-みんなで描く森づくりプラン ＮＯＲＡ 菅 博嗣(監修)

自然 生物多様性 日本産野生生物目録　-本邦産野生動植物の種の現状　無脊椎動物編　Ⅲ
自然環境研究セン
ター

環境庁自然保護局野生生物課
(編著)

自然 生物多様性 追われる生きものたち　-神奈川県レッドデータ調査が語るもの
神奈川県立生命の星
編著

高桑 正敏/勝山 輝男/木場 英
久/苅部 治紀

自然 生物多様性 環境省レッドリスト2017
環境省自然環境局野
生生物課希少種保全
推進室

環境省自然環境局野生生物課
希少種保全推進室

自然 生物多様性 環境省版海洋生物レッドリスト
環境省自然環境局野
生生物課希少種保全
推進室

環境省自然環境局野生生物課
希少種保全推進室

自然 生物多様性
レッドデータブック2014　-日本の絶滅のおそれのある野生生物　１
哺乳類

ぎょうせい
環境省自然環境局野生生物課
希少保全推進室

貸出不可

自然 生物多様性
レッドデータブック2014　-日本の絶滅のおそれのある野生生物　２
鳥類

ぎょうせい
環境省自然環境局野生生物課
希少保全推進室

貸出不可

自然 生物多様性
レッドデータブック2014　-日本の絶滅のおそれのある野生生物　３
爬虫類・両生類

ぎょうせい
環境省自然環境局野生生物課
希少保全推進室

貸出不可

自然 生物多様性
レッドデータブック2014　-日本の絶滅のおそれのある野生生物　４
汽水・淡水魚類

ぎょうせい
環境省自然環境局野生生物課
希少保全推進室

貸出不可

自然 生物多様性
レッドデータブック2014　-日本の絶滅のおそれのある野生生物　５
昆虫類

ぎょうせい
環境省自然環境局野生生物課
希少保全推進室

貸出不可

自然 生物多様性
レッドデータブック2014　-日本の絶滅のおそれのある野生生物　６
貝類

ぎょうせい
環境省自然環境局野生生物課
希少保全推進室

貸出不可

自然 生物多様性
レッドデータブック2014　-日本の絶滅のおそれのある野生生物　７
その他無脊椎動物（クモ形類・甲殻類等）

ぎょうせい
環境省自然環境局野生生物課
希少保全推進室

貸出不可

自然 生物多様性
レッドデータブック2014　-日本の絶滅のおそれのある野生生物　８
植物Ⅰ　（維管束植物）

ぎょうせい
環境省自然環境局野生生物課
希少保全推進室

貸出不可

自然 生物多様性
レッドデータブック2014　-日本の絶滅のおそれのある野生生物　９
植物Ⅱ　（蘚苔類・藻類・地衣類・菌類）

ぎょうせい
環境省自然環境局野生生物課
希少保全推進室

貸出不可

自然 生物多様性 ヤマケイ情報箱　レッドデータプランツ 山と溪谷社 矢原 徹一(監修) 貸出不可

自然 生物多様性 レッドデータアニマルズ　-日本絶滅危機動物図鑑 ＪＩＣＣ出版局
朝比奈 正二郎/今泉 吉典/上野
俊一/黒田 長久/中村 守純(監
修)

自然 生物多様性 レッドデータ　日本の哺乳類 文一総合出版 日本哺乳類学会(編著)

分類



タイトル 出版社名 著  者

自然 生物多様性 SDGsとESG時代の生物多様性・自然資本経営 日経エコロジー 藤田 香

自然 生物多様性 見えない脅威”国内外来魚”どう守る地域の生物多様性 東海大学出版会
日本魚類学会自然保護委員会
（編著）

自然 生物多様性 生物多様性概論 朝倉書店
宮下 直/瀧本 岳/鈴木 牧/佐野
光彦

自然 生物多様性
改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物　-レッドデータブック　１
哺乳類

自然環境研究セン
ター

環境省自然環境局野生生物課
(編著)

自然 生物多様性
改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物　-レッドデータブック　２
鳥類

自然環境研究セン
ター

環境省自然環境局野生生物課
(編著)

自然 生物多様性
改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物　-レッドデータブック　４
汽水・淡水魚類

自然環境研究セン
ター

環境省自然環境局野生生物課
(編著)

自然 生物多様性
改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物　-レッドデータブック　６
陸・淡水産貝類

自然環境研究セン
ター

環境省自然環境局野生生物課
(編著)

自然 生物多様性
改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物　-レッドデータブック　８
植物Ⅰ（維管束植物）

自然環境研究セン
ター

環境省自然環境局野生生物課
(編著)

自然 生物多様性
改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物　-レッドデータブック　９
植物Ⅱ（維管束植物以外）

自然環境研究セン
ター

環境省自然環境局野生生物課
(編著)

自然 生物多様性
日本の絶滅のおそれのある野生生物　-レッドデータブック　（脊椎動物
編）

自然環境研究セン
ター

環境庁自然保護局野生生物課

自然 生物多様性 環境省レッドリスト2019　補遺資料
環境省自然環境局野
生生物課希少種保全
推進室

環境省自然環境局野生生物課
希少種保全推進室（編集）

自然 生物多様性 神奈川県レッドデータ生物調査報告2006 神奈川県立生命の星
高桑 正敏/勝山 輝男/木場 英
久（編集）

自然 生物多様性 神奈川県レッドデータ生物調査報告2006 神奈川県立生命の星
高桑 正敏/勝山 輝男/木場 英
久（編集）

自然 理科科学 あなたにとって科学とは何か みすず書房 柴谷 篤弘

自然 理科科学 科学あそびだいすき 第２集 連合出版 科学読物研究会(編著)

自然 理科科学 化学の常識なるほどゼミナール 日本実業出版社 山崎 昶

自然 理科科学
ガリレオ工房の科学あそび　Part1　家族そろって楽しめる新ワザ７０
選

実教出版 滝川 洋二　他

自然 理科科学 ヴァンクリーヴ先生の　不思議な科学実験室 〈生物編〉 HBJ出版局 Ｊ・Ｐ・ヴァンクリ―ヴ

自然 理科科学 理科らしくない理科 裳華房 小出 力

自然 理科科学 とくべつ面白い理科 岩波ｼﾞｭﾆｱ新書 鈴木 皇

自然 理科科学 １００円ショップで大実験！ 学習研究社 大山 光晴

自然 理科科学 まだ科学が解けない疑問 晶文社 ジュリア・ライ　他(編著)

自然 理科科学 まんがアトム電磁気学入門 東陽出版 大塚 明郎

自然 理科科学 まんがアトム博士の科学探検 東陽出版 大塚 明郎

分類



タイトル 出版社名 著  者

自然 理科科学 身近なふしぎを科学する理科ひらめき実験工房 国土社 ガリレオ工房　他

自然 理科科学 いきいき物理実験 新生出版 愛知・岐阜物理サークル

自然 理科科学 おもしろ実験倶楽部 海苑社 長沢 光男

自然 理科科学 だれでもできるパックテストで環境しらべ　新版 合同出版 岡内 完治

自然 理科科学 写真とデータで考える21世紀の地球環境　①熱帯雨林とわたしたち 文渓堂
サリー・モーガン ブレンダ・
ウォルポール

自然 理科科学 写真とデータで考える21世紀の地球環境　②野生生物とわたしたち 文渓堂
サリー・モーガン ブレンダ・
ウォルポール

自然 理科科学 写真とデータで考える21世紀の地球環境　③オゾンホールとわたしたち 文渓堂
サリー・モーガン ブレンダ・
ウォルポール

自然 理科科学 写真とデータで考える21世紀の地球環境　④酸性雨とわたしたち 文渓堂
サリー・モーガン ブレンダ・
ウォルポール

自然 理科科学 写真とデータで考える21世紀の地球環境　⑤ゴミ問題とわたしたち 文渓堂
サリー・モーガン ブレンダ・
ウォルポール

自然 理科科学 写真とデータで考える21世紀の地球環境　⑥水とわたしたち 文渓堂
サリー・モーガン ブレンダ・
ウォルポール

自然 理科科学 写真とデータで考える21世紀の地球環境　⑦気候変化とわたしたち 文渓堂
サリー・モーガン ブレンダ・
ウォルポール

自然 理科科学 写真とデータで考える21世紀の地球環境　⑧食料問題とわたしたち 文渓堂
サリー・モーガン ブレンダ・
ウォルポール

自然 水 水しらべ基礎知識　-環境学習から浄化の実践まで オーム社 山田 一裕

自然 水 発見！ネイチャー＆サイエンス　おいしい水きれいな水 日本実業出版社 橋本 淳司

自然 水 汚水・排水処理の知識と技術 オーム社 三好 康彦

自然 水 これでわかる水処理技術 工業調査会 吉村 二三隆

自然 水 水資源・環境学会叢書⑥　サステイナビリティと水資源環境 成文堂 仲上 健一

自然 水 水質用語事典 オーム社 三好 康彦 貸出不可

自然 水 改訂３版　水道水質基準ガイドブック 丸善 日本環境管理学会(編著) 貸出不可

自然 水 みんなでためす洗剤と水汚染 合同出版 合成洗剤研究会 編集

自然 水 水サイクルの回復をめざして 第一書林 全日本水道労働組合(編著)

自然 水 水と水質環境の基礎知識 オーム社 武田 育郎

自然 水 明日の水は大丈夫？　バケツ１杯で考える「水」の授業 技術評論社 橋本 淳司

自然 水 きれいな水 池・水槽浄化の仕方（増補版） パワー社 村上 光正

分類



タイトル 出版社名 著  者

自然 水 だれにもわかる　やさしい飲み水の話 北斗出版 本間 都

自然 水 日本の地下水が危ない 幻冬舎 橋本 淳司

自然 水 水道水の危ない話 河出書房新社 小山 寿

自然 水 水のおもしろふしぎ雑学 オーエス出版 橋本 淳司

自然 水 水の時代をひらく 星雲社 木原 啓吉

自然 水 水の科学　Ｑ＆Ａ 東京図書 ぺトリャノフ

自然 水 水の文化誌 論創社 岡部 守

自然 水
水問題の重要性に気づいていない日本人　「おいしい水の話」から「酸
性雨の話」まだ

PHP研究所 橋本 淳司

自然 水 世界が水を奪い合う日・日本が水を奪われる日 ＰＨＰ研究所 橋本 淳司

自然 水 よくわかる水問題一問一答　かけがえのない環境と生命のために 合同出版 安東 毅/小林 勇(監修)

自然 水 名水百選 ぎょうせい
日本の水をきれいにする会(編
著)

自然 水 二訂・水質汚濁対策の基礎知識 産業環境管理協会 環境保全対策研究会(編著)

自然 水 みずものがたり　-水をめぐる7の話 ダイアモンド社 山本 良一(監修)

自然 水 水の世界地図 丸善 ロビン・クラーク

自然 水 絵で見る　比較の世界　-ウイルスから宇宙まで 草思社
ダイアグラム・グループ(編
著)

自然 水
人と地球の生命のみなもと　水の大研究　不思議な世界を覗いてみよ
う！

PHP研究所 橋本 淳司

自然 水 身近にある自然のめぐみ 川の大研究 生き物や人とのかかわりを探ろう！ PHP研究所 上田 孝俊(監修)

自然 水 「水」の総合学習　②水の科学　水の不思議をさぐる あかね書房 七尾 純

自然 水 「水」の総合学習　③水と環境　水が汚染されていく あかね書房 七尾 純

自然 水 「水」の総合学習　④水とくらし　水のめぐみと生きる あかね書房 七尾 純

自然 水 海まるごと大研究①「海は動く」ってどういうこと？ 講談社 保坂直紀

自然 水 海まるごと大研究②深海に温泉があるって、ほんと？ 講談社 保坂直紀

自然 水 海まるごと大研究③海が温暖化しているって、ほんと？ 講談社 保坂直紀

自然 水 海まるごと大研究④海の生き物はどんなくらしをしているの？ 講談社 保坂直紀

分類



タイトル 出版社名 著  者

自然 水 海まるごと大研究⑤海ととみにくらすにはどうすればいい？ 講談社 保坂直紀

自然 気象 宇宙から探る地球環境　１　地球のすがた 学習研究社 矢崎 悦男(編著)

自然 気象 宇宙から探る地球環境　２　地球をつつむ大気 学習研究社 矢崎 悦男(編著)

自然 気象 宇宙から探る地球環境　３　命をはぐくむ水 学習研究社 矢崎 悦男(編著)

自然 気象 宇宙から探る地球環境　４　人々が生きる大地 学習研究社 矢崎 悦男(編著)

自然 気象 Ｎｅｗｔｏｎムック　多発する自然災害 ニュートンプレス 竹内 均(編著)

自然 気象 天気の自由研究 永岡書店 武田 康男

自然 気象 空の名前 角川書店 高橋 健司

自然 気象 宙の名前 角川書店 林 完次

自然 気象 図解　ＳＰＡＣＥ ＡＴＬＡＳ ＰＨＰ研究所 河島 信樹(監修)

自然 気象 第２版・一般気象学 東京大学出版会 小倉 義光

自然 気象 基礎気象学 朝倉書店 浅井 冨雄/新田 尚/松野 太郎

自然 気象 面白いほどよくわかる地球と気象 日本文芸社 神奈川県立生命の星

自然 気象 Q&A天気　なんでだろう劇場 岩崎書店 岩田 総司

自然 気象 天文学と文明の起源 白揚社 ジェームス・コーネル

自然 気象 早分かり　地球と宇宙 日本実業出版社 小出 良幸

自然 気象 見えてきた宇宙の神秘 草思社 野本 陽代

自然 気象 気象予報士のための　最新天気予報用語集 東京堂出版 新田 尚(監修)

自然 気象 星とはなんだろう 誠文堂新光社 吉田 正太郎

自然 気象 天気図のみ方
ニュー・サイエンス
社

藤井 幸雄

自然 気象 南極・北極の百科事典 丸善
国立極地研究所「南極・北極
の百科事典」編集委員会(編
著)

貸出不可

自然 気象 宇宙からみた地球環境 大月書店
宇宙航空研究開発機構（ＪＡ
ＸA)(監修)

自然 気象 自然をしらべる地学シリーズ　１　星と天気 東海大学出版会
地学団体研究会「自然をしら
べる地学シリーズ」編集委員
会(編著)

自然 気象 新社会科学習事典①世界の自然・環境とくらしを調べよう 国土社 菊地 家達

分類



タイトル 出版社名 著  者

自然 気象 新社会科学習事典②日本の自然・環境とくらしを調べよう 国土社 菊地 家達

自然 気象 ぼくもわたしも気象予報士　１　気温、風向、風力を調べよう 学習研究社 森田 正光(監修)

自然 気象 ぼくもわたしも気象予報士　２　雨、雪、天気の変化を知ろう 学習研究社 森田 正光(監修)

自然 気象 ぼくもわたしも気象予報士　３　日本の天気の特徴をつかもう 学習研究社 森田 正光(監修)

自然 気象 ぼくもわたしも気象予報士　４　気象予報士になろう 学習研究社 森田 正光(監修)

自然 気象 ぼくもわたしも気象予報士　５　気象災害・異常気象について学ぼう 学習研究社 森田 正光(監修)

地球環
境

地球環境 地球　-その中をさぐろう 福音館書店 加古 里子

地球環
境

地球環境 新版　環境学がわかる 朝日新聞社 宇留間 和基(編著)

地球環
境

地球環境 初学者のための　環境学習ノート 神奈川新聞社 才木 義夫

地球環
境

地球環境 四訂　地球環境キーワード事典 中央法規出版 地球環境研究会(編著)

地球環
境

地球環境 環境史事典 日外アソシエーツ 日外アソシエーツ編集部

地球環
境

地球環境 新365日空の旅　かけがえのない地球 ピエ・ブックス
ヤン・アルテュス＝ベルトラ
ン

貸出不可

地球環
境

地球環境 地球を救う３６５の方法 ピエ・ブックス 柳沢 幸雄(監修) 貸出不可

地球環
境

地球環境 みんなで考える地球環境シリーズ１森林がきえていく 金の星社 本間 義人

地球環
境

地球環境 みんなで考える地球環境シリーズ２食べものがこわい 金の星社 渡辺 雄二

地球環
境

地球環境 みんなで考える地球環境シリーズ３水の命があぶない 金の星社
ソーラーシステム研究グルー
プ

地球環
境

地球環境 みんなで考える地球環境シリーズ４天気がおかしい 金の星社 朝倉 正/清水 輝和子

地球環
境

地球環境 みんなで考える地球環境シリーズ５動物たちがいなくなる 金の星社 中川 志郎

地球環
境

地球環境 みんなで考える地球環境シリーズ６酸性雨がふっている 金の星社 谷山 鉄郎

地球環
境

地球環境 みんなで考える地球環境シリーズ７地球があつくなっていく 金の星社 松野 太郎/西岡 秀三

地球環
境

地球環境 みんなで考える地球環境シリーズ８人口がふえつづけている 金の星社 今井 清一

地球環
境

地球環境 みんなで考える地球環境シリーズ９ゴミがあふれている 金の星社
ソーラーシステム研究グルー
プ

地球環
境

地球環境 みんなで考える地球環境シリーズ10エネルギーがなくなる 金の星社 深海 博明

地球環
境

地球環境 環境基本用語事典 オーム社 井上 嘉則

分類



タイトル 出版社名 著  者

地球環
境

地球環境 環境工学　新版 理工図書 住友 恒

地球環
境

地球環境 ためしてわかる環境問題①大気・水 大月書店 山崎 慶太(編著)

地球環
境

地球環境 はて・なぜ・どうして　クイズ　水とみどり 合同出版 佐伯 平二

地球環
境

地球環境 はて・なぜ・どうして　クイズ　ごみとリサイクル 合同出版 山本 耕平

地球環
境

地球環境 環境のキーワード オーム社 環境社会研究会(編著)

地球環
境

地球環境 環境がわかる絵本 山と渓谷社 佐伯 平二　他

地球環
境

地球環境 みんなでためす環境クイズ練習問題環境問題読本 合同出版 佐伯 平二

地球環
境

地球環境 １００年後の地球
エネルギーフォーラ
ム

谷口 周郎【絵】/木元 教子
【文】

地球環
境

地球環境 ニュース探検隊　環境問題について考えよう 学集研究社 池上 彰/増田 ユリヤ

地球環
境

地球環境 こどもに教える地球環境自然のしくみ ダイエックス
神奈川県立生命の星・地球博
物館【監修】／こどもの疑問
解決委員会【編】

地球環
境

地球環境 環境問題入門 旬報社 山岡 寛人

地球環
境

地球環境
手にとるように環境問題がわかる本（人は、企業はどう変わるべきなの
か？）

かんき出版
三和総合研究所研究開発第２
部

地球環
境

地球環境
手にとるように環境問題がわかる本（いま求められる環境と経済の好循
環！）

かんき出版 三菱UFJリサーチ

地球環
境

地球環境 図解雑学環境問題 ナツメ社 安井 至

地球環
境

地球環境 ヒトの住む星 日本生産性本部 NHK現代の科学グループ

地球環
境

地球環境 理科年表　環境編　第２版 丸善 国立天文台(編著)

地球環
境

地球環境 エコトピア 日刊工業新聞社 内藤 正明

地球環
境

地球環境 地球環境と人間
財団法人　省エネル
ギーセンター

人類とエネルギー研究会編 生
田 豊朗、根本 順吉、横山 長
之、大喜多 敏一、茅 陽一、湯
浅 俊昭、 田中 紀夫

地球環
境

地球環境 地球環境最前線 朝日新聞社 朝日新聞「地球環境」取材班

地球環
境

地球環境 江戸時代にみる日本型環境保全の源流 農山漁村文化協会 農山漁村文化協会

地球環
境

地球環境 かけがえのない地球 日本総合出版機構
バーバラ・ウォード/ルネ・
デュボス

地球環
境

地球環境 グリーン・ニューディール 東洋経済新報社 ヴァン・ジョーンズ

地球環
境

地球環境 バイタル・サイン1995-1996 ダイヤモンド社 ワールドウォッチ研究所

地球環
境

地球環境 環境問題を考えるヒント
アサヒビール株式会
社

水野　理

分類



タイトル 出版社名 著  者

地球環
境

地球環境 地球白書　2005-06 家の光協会
クリストファー・フレイヴィ
ン(編著)

地球環
境

地球環境 地球白書　2006-07
ワールドウォッチ
ジャパン

クリストファー・フレイヴィ
ン(編著)

地球環
境

地球環境 地球白書　2007-08
ワールドウォッチ
ジャパン

クリストファー・フレイヴィ
ン(編著)

地球環
境

地球環境 新版　環境とつきあう50話 岩波書店 森住 明弘

地球環
境

地球環境 地球環境問題とは何か 岩波書店 米本 昌平

地球環
境

地球環境 アマゾンで地球環境を考える 岩波書店 西澤 利栄

地球環
境

地球環境 水と緑と土 中央公論新社 富山 和子

地球環
境

地球環境 地球に何がおきているか 筑摩書房 根本 順吉

地球環
境

地球環境 謎解き・海洋と大気の物理　地球規模でおきる「流れ」のしくみ 講談社 保坂 直紀

地球環
境

地球環境 海のなんでも小事典　潮の満ち引きから海底地形まで 講談社
道田 豊/小田巻 実/八島 邦夫/
加藤 茂

地球環
境

地球環境 地球環境読本 丸善 加藤 尚武

地球環
境

地球環境 大気の海 早川書房 ガブリエル・ウォーカー

地球環
境

地球環境 世界の環境の歴史 明石書店 ドナルド・ヒューズ

地球環
境

地球環境 奪われし未来 翔泳社
シーア・コルボーン/ダイア
ン・ダマノスキ/ジョン・ピー
ターソン・マイヤーズ

地球環
境

地球環境 サバイバル・ストラテジー 思索社
ガレット・ハーディン/竹内靖
雄 訳

地球環
境

地球環境 テラスで読む地球環境読本 日本経済新聞社 日本経済新聞社（編者）

地球環
境

地球環境 文系のための環境科学入門 有斐閣 藤原 良/藤原 まなみ

地球環
境

地球環境 地球破壊　七つの現場から 朝日新聞社 石 弘之

地球環
境

地球環境 人間環境の創造　第２版 勁草書房 竹市 明弘

地球環
境

地球環境 異常気象と環境破壊 読売新聞社 朝倉 正

地球環
境

地球環境 地球はメリーゴーラウンド PHP研究所 水谷 孝次

地球環
境

地球環境 先住民族－地球環境の危機を語る 明石書店 インタープレス・サービス

地球環
境

地球環境 地球環境2004-2005 株式会社　エネルギーフォーラム佐藤 太英

地球環
境

地球環境 科学の教室 自然と人間 新生出版 戸石 四郎(編著)

分類



タイトル 出版社名 著  者

地球環
境

地球環境 ためしてわかる環境問題②ゴミ・エネルギー・電磁波 大月書店 山崎 慶太(編著)

地球環
境

地球環境 地球環境・読本
JICC（ジック）出版
局

大崎 正治/村井 吉敬/山田 國
廣/瀬尾 健/槌田 敦/西尾 漠/
吉岡 斉/西川 潤/中村 耕三/高
松 修/保田 茂/根本 潤吉/能登

地球環
境

地球環境 マンガでわかる環境工学 彰国社 原口 秀昭 原作

地球環
境

地球環境 環境問題はなぜウソがまかり通るのか 洋泉社 武田 邦彦

地球環
境

地球環境 環境主義　未来の暮らしのプログラム どうぶつ社 フィリップ・シャベコフ

地球環
境

地球環境 次の生き方　エコから始まる仕事と暮らし 平凡社 森 孝之

地球環
境

地球環境 スィート・スィート・ホーム 木楽舎 野口 聡一

地球環
境

地球環境 改訂新版・エントロピーの法則　-地球の環境破壊を救う英知 祥伝社 ジェレミー・リフキン

地球環
境

地球環境 ワープする宇宙　５次元時空の謎を解く NHK出版 リサ・ランドール

地球環
境

地球環境 地球史が語る近未来の環境 東京大学出版社 町田 洋也

地球環
境

地球環境 環境リテラシー リベルタ出版
稲生 勝/岩佐 茂/大日向 聰夫/
吉埜 和雄

地球環
境

地球環境 環境新時代への挑戦　-循環型社会の実現をめざして 第一書林 佐和 隆光

地球環
境

地球環境 こども地球白書　2005-06
ワールドウォッチ
ジャパン

クリストファー・フレイヴィ
ン(編著)

地球環
境

地球環境 地球を救うエコ数字 小学館 佐巻 健夫

地球環
境

地球環境 発展途上国の環境問題 恒星社厚生閣 土井 陸雄

地球環
境

地球環境 地球環境がわかる 技術評論社 西岡 秀三　他

地球環
境

地球環境 GEO-5　地球環境概観　第5次報告書　上 環境報告研 UNEP(国連環境計画）

地球環
境

地球環境 子どもと健康の世界地図 丸善 平野 裕二 訳

地球環
境

地球環境 世界がもし１００人の村だったら マガジンハウス 池田 香代子(編著)

地球環
境

地球環境 世界がもし１００人の村だったら　２ マガジンハウス 池田 香代子(編著)

地球環
境

地球環境 世界がもし１００人の村だったら　３　たべもの編 マガジンハウス 池田 香代子(編著)

地球環
境

地球環境 世界がもし１００人の村だったら　４　子ども編 マガジンハウス 池田 香代子(編著)

地球環
境

地球環境 ほんとうの環境問題 新潮社 池田　清彦、養老　孟司

地球環
境

地球環境 未来を変える目標SDGｓアイデアブック
一般社団法人Think
the Earth

蟹江憲史

分類



タイトル 出版社名 著  者

地球環
境

地球環境 世界がぐっと近くなるSDGｓとボクらをつなぐ本 Gakken 池上　彰

地球環
境

地球温暖化 不都合な真実
ランダムハウス講談
社

アル・ゴア

地球環
境

地球温暖化 不都合な真実　ＥＣＯ入門編
ランダムハウス講談
社

アル・ゴア

地球環
境

地球温暖化 地球を「売り物」にする人たち-異常気象がもたらす不都合な「現実」 ダイヤモンド社 マッケンジー・ファンク

地球環
境

地球温暖化 地球温暖化県境のフロントライン　-最前線の研究者たちに聞く-
独立行政法人国立環
境研究センター

独立行政法人国立環境研究セ
ンター(編著)

地球環
境

地球温暖化 地球温暖化　ほぼすべての質問に答えます！ 岩波書店 明日香 壽川

地球環
境

地球温暖化 レジ袋がなくなる日 マイクロマガジン社 環境問題を考える編集者の会

地球環
境

地球温暖化 ツバル　-地球温暖化に沈む国 春秋社 神保 哲生

地球環
境

地球温暖化 気候変動＋2℃ ダイヤモンド社 山本 良一（編集）

地球環
境

地球温暖化 ＜新＞地球温暖化とその影響 裳華房 内嶋 善兵衛

地球環
境

地球温暖化 図解雑学　地球温暖化のしくみ ナツメ社 寺門 和夫

地球環
境

地球温暖化 地球温暖化/人類滅亡のシナリオは回避できるか 扶桑社 田中 優

地球環
境

地球温暖化 異常気象と人類の選択 角川マガジンズ 江守 正多

地球環
境

地球温暖化 地球と子どもたちへの　環境パスポート ほんの木 柳田 耕一(編著)

地球環
境

地球温暖化 いちばん大事なこと 集英社 養老孟司

地球環
境

地球温暖化 地球温暖化はどれくらい「怖い」か？　温暖化リスクの全体像を探る 技術評論社 江守 正多

地球環
境

地球温暖化 異常気象と気候変動についてわかっていることいないこと ベレ出版
梶川 善幸/高谷 康太郎/堀 正
岳/竹村 俊彦/竹下 秀

地球環
境

地球温暖化 環境破壊の思想　平気で地球をダメにする人類 日報企画販売 村田 徳治

地球環
境

地球温暖化 ヒマラヤと地球温暖化　-消えゆく氷河 昭和堂 中尾 正義(編著)

地球環
境

地球温暖化 自然の終焉　－環境破壊の現在と近未来 河出書房新社 ビル・マッキベン

地球環
境

地球温暖化 世界の環境危機地帯を往く 草思社 マーク・ハーツガード

地球環
境

地球温暖化 地球では１秒間にサッカー場１面分の緑が消えてる マガジンハウス 田中 章義

地球環
境

地球温暖化 地球と人間の環境を考える①地球温暖化　埋まってきたジグソーパズル 日本評論社 伊藤 公紀

地球環
境

地球温暖化 地球と人間の環境を考える③酸性雨　誰が森林を傷めているのか？ 日本評論社 畠山 史郎

分類



タイトル 出版社名 著  者

地球環
境

地球温暖化 地球と人間の環境を考える⑥リサイクル　回るカラクリ止まる理由 日本評論社 安井 至

地球環
境

地球温暖化 地球と人間の環境を考える⑦水と健康　狼少年にご用心 日本評論社 林 俊郎

地球環
境

地球温暖化
地球と人間の環境を考える⑫かれからの環境論　つくられた危機を超え
て

日本評論社 渡辺 正

地球環
境

地球温暖化 温暖化の衝撃 三一書房 船瀬 俊介

地球環
境

地球温暖化 知識ゼロからの異常気象入門 幻冬舎 斉田 季実治

地球環
境

地球温暖化 環境と人間　砂漠化する地球の診断 小峰書店 根本 正之

地球環
境

地球温暖化 地球異変ＤＶＤ付き版
ランダムハウス講談
社

ト部 ミユキ/大町 仁(編著)

地球環
境

地球温暖化 地域発！ストップ温暖化ハンドブック―戦略的政策形成のすすめ 昭和堂
水谷 洋一/酒井 正治/大島 堅
一(編著)

地球環
境

地球温暖化 図解　地球温暖化の本当がわかる！　世界の環境地図 青春出版社 原 剛(監修)

地球環
境

地球温暖化 環境異変　-地球の悲鳴が聞こえる 共同通信社 社団法人共同通信社(編著)

地球環
境

地球温暖化 北極のナヌー
ナショナルジオグラ
フィック社

リンダ・ウルバートン他

地球環
境

地球温暖化 この真実を知るために地球温暖化 ニュートンプレス 水田 仁

地球環
境

地球温暖化 地球環境白書　最新・今「食」が危ない 学習研究社 志村 隆(編著)

地球環
境

地球温暖化 地球環境白書　最新・今「地球」が危ない 学習研究社 志村 隆(編著)

地球環
境

地球温暖化 地球環境白書　最新・今「水」が危ない 学習研究社 志村 隆(編著)

地球環
境

地球温暖化 温暖化と生き物の生態が分かる　新版　ちきゅう大図鑑 世界文化社 貸出不可

地球環
境

地球温暖化 いま地球には不気味な変化が起きている 柏書房株式会社 クライメート・セントラル

地球環
境

地球温暖化 温暖化の世界地図 丸善株式会社 近藤洋輝

地球環
境

環境汚染
美しい地球をよごさないで「自然保護を訴える７０数か国の子どもたち
の声」

偕成社 ヘレン＝エクスレイ(編著)

地球環
境

環境汚染 保存版　地球環境白書　今、「地球」が危ない 学習研究社 本郷 左智夫(編著)

地球環
境

環境汚染 地球救出大作戦　-わたしたちと地球の21世紀へ向けて 小学館
子どものアジェンダ２１特別
委員会

地球環
境

環境汚染 図説・私たちと環境④土の汚染と地盤沈下 旺文社 日本環境協会(監修)

地球環
境

環境汚染 環境ことば事典①地球と自然現象 大日本図書 七尾 純

地球環
境

環境汚染 環境ことば事典②環境破壊と保護 大日本図書 七尾 純

分類



タイトル 出版社名 著  者

気球環
境

環境汚染 環境ことば事典③資源とエネルギー 大日本図書 七尾 純

気球環
境

環境汚染 環境ことば事典④健康とエコライフ 大日本図書 七尾 純

気球環
境

環境汚染 二訂・大気汚染対策の基礎知識 産業環境管理協会 環境保全対策研究会(編著)

気球環
境

環境汚染 土壌汚染と対応の実務 オーム社 土壌環境センター(編著)

気球環
境

環境汚染 中国禁止　買うな、食べるな、使うな、危険な中国 オークラ出版 西村 幸祐(編著)

気球環
境

環境汚染 生活用品の危険度調べました 三才ブックス 郡司 和夫

気球環
境

環境汚染 調味料の危険度調べました 三才ブックス 郡司 和夫

気球環
境

環境汚染 南極がこわれる ポプラ社 藤原 幸一

気球環
境

環境汚染 環境破壊図鑑　ぼくたちがつくる地球の未来 ポプラ社 藤原 幸一

気球環
境

環境汚染
技術者のためのバイオトリートメント　生物分解による廃液・土壌・空
気・地下水および廃棄物の浄化

東海大学出版会 Catherine N．Mulligan

気球環
境

環境汚染 NHK地球汚染①大気に異変が起きている 日本放送出版協会 NHK取材班

気球環
境

環境汚染 NHK地球汚染②海はひそやかに警告する 日本放送出版協会 NHK取材班

気球環
境

環境汚染 公害紛争処理白書　平成10年度版 大蔵省印刷局 公害等調整委員会(編著)

気球環
境

環境汚染 ノンフロン技術　-自然冷媒の新潮流 オーム社
ヒートポンプ・蓄熱センター
(編著)

気球環
境

環境汚染 生活と環境 三共出版
岡部 昭二/日比野 雅俊/三谷
一憲/土屋 博信/酒井 潔

気球環
境

環境汚染 よくわかる 環境ホルモンの話　ホルモン攪乱作用とからだのしくみ 合同出版 北條 祥子

気球環
境

環境汚染 環境ホルモンから子どもを守る コモンズ マイケル・スモーレン

気球環
境

環境汚染 ダイオキシンから身を守る法 成星出版 宮田 秀明(監修)

気球環
境

環境汚染 このままだと「２０年後の人体汚染」はこうなる カタログハウス 宮田 幹夫

気球環
境

環境汚染 メス化する自然　環境ホルモン汚染の恐怖 集英社 デボラ・キャドバリー

気球環
境

環境汚染 公害用語事典（第２版） オーム社 友野 理平

気球環
境

環境汚染 公害防止管理者用語辞典 日刊工業新聞社
公害防止管理者用語辞典編集
委員会(編著)

気球環
境

環境汚染 有害物質小事典 研究社 泉 邦彦

気球環
境

環境汚染 プラスチックスープの海　北太平洋巨大ごみベルトは警告する ＮＨＫ出版
チャールズ・モア/カッサンド
ラ・フィリップス

分類



タイトル 出版社名 著  者

地球環
境

環境汚染 公害　その防止と 環境を守るために 東研出版 宮本 憲一/塚谷 恒雄

地球環
境

環境汚染 恐るべき酸性雨 合同出版 谷山 鉄郎

地球環
境

環境汚染 公害から環境問題へ 東海大学出版会 柴田 徳衛/松田 雄孝

地球環
境

環境汚染 環境科学への扉 有斐閣
日本環境学会編集委員会(編
著)

地球環
境

環境汚染 オゾン革命 相模経済新聞社 稲葉 久二男

地球環
境

環境汚染 地球浄化大革命 コスモトゥーワン 門馬 義芳/鷲澤 清司

地球環
境

環境汚染 エコテクノロジー　-化学物質のリスク削減技術 丸善
産業技術総合研究所環境管理
研究部門(編著)

地球環
境

環境汚染 環境ホルモンなんて怖くない！　-快適に暮らすための安全マニュアル かもがわ出版 石井 佐知子

地球環
境

環境汚染 ゴミと化学物質 岩波書店 酒井 伸一

地球環
境

環境汚染 複合汚染 新潮社 有吉 佐和子

地球環
境

環境汚染 沈黙の春 新潮社 レイチェル・カーソン

地球環
境

環境汚染 新装版　苦海浄土　わが水俣病 講談社 石牟礼 道子

地球環
境

環境汚染 環境ホルモン・何がどこまでわかったか 講談社 読売新聞科学部

地球環
境

環境汚染 初歩から学ぶ有害化学物質 工業調査会 見目 善弘

地球環
境

環境汚染 へその緒が語る体内汚染　-未来世代を守るために 技術評論社 森 千里/戸髙 恵美子

地球環
境

環境汚染 いま、「水俣」を伝える意味　原田正純講演録 くんぶる 多田 治/池田 理知子

地球環
境

環境汚染 水俣病事件と法 石風社 富樫 貞夫

地球環
境

環境汚染 環境用語事典 学習研究社 西岡 秀三(監修) 貸出不可

地球環
境

環境汚染
どうする21世紀の環境問題くらしの中の知らない化学物質①台所用品・
食品容器

くもん出版 田矢 一夫/廣瀬 英一

地球環
境

環境汚染 どうする21世紀の環境問題くらしの中の知らない化学物質②加工食品 くもん出版 田矢 一夫/横山 正

地球環
境

環境汚染 どうする21世紀の環境問題くらしの中の知らない化学物質③生鮮食品 くもん出版 藤原 邦達/横山 正

地球環
境

環境汚染 どうする21世紀の環境問題くらしの中の知らない化学物質④住まい くもん出版 柳沢 幸雄/廣瀬 英一

地球環
境

環境汚染 どうする21世紀の環境問題くらしの中の知らない化学物質⑤自動車 くもん出版 鈴木 規之/横山 正

地球環
境

環境汚染
どうする21世紀の環境問題くらしの中の知らない化学物質⑥殺虫剤・防
虫剤

くもん出版 田矢 一夫/佐藤 正彦

分類



タイトル 出版社名 著  者

地球環
境

環境汚染 どうする21世紀の環境問題くらしの中の知らない化学物質⑦せんい製品 くもん出版 鹿庭 正昭/佐藤 正彦

地球環
境

環境汚染
どうする21世紀の環境問題くらしの中の知らない化学物質⑨印刷物・文
房具

くもん出版 吉永 淳/廣瀬 英一

地球環
境

環境汚染
どうする21世紀の環境問題くらしの中の知らない化学物質⑩化学物質が
よごしている地球　大気・土・水

くもん出版 森田 昌敏

地球環
境

環境汚染 地球を救え　[国際共同出版] 岩崎書店 ジョナサン・ポット(編著)

地球環
境

環境汚染 環境問題を考える自由研究ガイド 東京書籍 エコ実験研究会（編集）

地球環
境

エネルギー資源 「資源」の本①水資源をかんがえる 岩崎書店 岩田 一彦(監修)

地球環
境

エネルギー資源 「資源」の本②森林資源をかんがえる 岩崎書店 岩田 一彦(監修)

地球環
境

エネルギー資源 「資源」の本③海洋資源をかんがえる 岩崎書店 岩田 一彦(監修)

地球環
境

エネルギー資源 「資源」の本④地下資源をかんがえる 岩崎書店 岩田 一彦(監修)

地球環
境

エネルギー資源 「資源」の本⑤リサイクル資源をかんがえる 岩崎書店 岩田 一彦(監修)

地球環
境

エネルギー資源 エネルギーの未来を考える①風力エネルギー 文渓堂 イアン・グラハム

地球環
境

エネルギー資源 エネルギーの未来を考える②水力エネルギー 文渓堂 イアン・グラハム

地球環
境

エネルギー資源 エネルギーの未来を考える③太陽エネルギー 文渓堂 イアン・グラハム

地球環
境

エネルギー資源 エネルギーの未来を考える④地熱・バイオエネルギー 文渓堂 イアン・グラハム

地球環
境

エネルギー資源 エネルギーの未来を考える⑤化石燃焼エネルギー 文渓堂 イアン・グラハム

地球環
境

エネルギー資源
もっと話そう！エネルギーと原発のこと　参加型で学び合うための１６
の方法

開発教育協会
中村 絵乃/西 あい/宮崎 花衣/
八木 亜紀子

地球環
境

エネルギー資源 ぐっと得する電力自由化の本 宝島社
阿部 亮子/大坪 知樹/平野 雅
之/廣瀬 鉄之助/藤本 健/八木
陽子

地球環
境

エネルギー資源 カラー図解　ストップ原発④原発と私たちの選択 大月書店 辻 信一(監修)

地球環
境

エネルギー資源
太陽光発電フィールドテスト事業に関するガイドライン基礎編　未来を
になう太陽光発電

新エネルギー・産業
技術総合開発機構

太陽光発電フィールドテスト
事業に関するガイドライン基
礎編 編集委員会(編著)

地球環
境

エネルギー資源 Newton別冊きちんと知りたい　原発のしくみと放射能 ニュートンプレス 水谷 仁(監修)

地球環
境

エネルギー資源 Newtonムックもっとくわしく知りたい　太陽光発電のすべて ニュートンプレス 水谷 仁(監修)

地球環
境

エネルギー資源 世界の資源と環境　2000－2001 日経ＢＰ社
世界資源研究所/国際環境計画
/国連開発計画/世界銀行

地球環
境

エネルギー資源 原発に反対しながら研究をつづける小出裕章さんのおはなし クレヨンハウス
小出 裕章裕章（監修）/野村
保子（著者）

地球環
境

エネルギー資源 図解　世界資源マップ ダイヤモンド社 資源問題研究会

分類



タイトル 出版社名 著  者

地球環
境

エネルギー資源
高等学校「総合的な学習の時間」のためのワークシート教材　『エネル
ギーと環境』　１巻

学事出版
高等学校教材開発委員会(編
著)

地球環
境

エネルギー資源
高等学校「総合的な学習の時間」のためのワークシート教材　『エネル
ギーと環境』　２巻

学事出版
高等学校教材開発委員会(編
著)

地球環
境

エネルギー資源 図解　新エネルギーのすべて 工業調査会 化学工学会ＳＣＥ．Ｎｅｔ

地球環
境

エネルギー資源 資源循環型社会　-制度設計と政策展望 慶応義塾大学出版 細田 衛士

地球環
境

エネルギー資源 リサイクル新時代　-環境保全のための循環型社会に向けて 中央法規出版 環境庁リサイクル研究会

地球環
境

エネルギー資源 図解　水素エネルギー最前線 工業調査会
文部科学省科学技術政策研究
所科学技術動向研究センター

地球環
境

エネルギー資源 図解　エネルギー・経済データの読み方入門
省エネルギーセン
ター

日本エネルギー経済研究所 計
量分析ユニット(編著)

地球環
境

エネルギー資源 生存の条件　生命力溢れる太陽エネルギー社会へ 旭硝子財団 森島 昭夫(監修)

地球環
境

エネルギー資源 「生存の条件」を読み解くために　データ集 旭硝子財団 森島 昭夫(監修)

地球環
境

エネルギー資源 わが家ではじめる太陽光発電　屋根から屋根へ、つなげみんなの発電所 合同出版 太陽光発電ネットワーク

地球環
境

エネルギー資源 太陽光発電がわかる事典 テツアドー出版 太陽光発電研究会

地球環
境

エネルギー資源 バイオリサイクル　-循環型共生社会への挑戦 環境新聞社 古市 徹/西 則雄(編著)

地球環
境

エネルギー資源 だれでもできるベランダ太陽光発電　身近な自然エネルギー入門 合同出版
自然エネルギー推進市民
フォーラム編

地球環
境

エネルギー資源 図解雑学　エネルギー ナツメ社 佐藤 正知/蛭沢 重信

地球環
境

エネルギー資源 「エネルギー」を語る３３の視点・論点
エネルギー・フォー
ラム

新井 光雄(編著)

地球環
境

エネルギー資源 中学生の質問箱　日本のエネルギー、これからどうすればいいの？ 平凡社 小出 裕章

地球環
境

エネルギー資源 ここまできた太陽光発電住宅 工業調査会 桑野 幸徳

地球環
境

エネルギー資源 環境エネルギー 革命 アスペクト
金子 勝/アンドリュー・デ
ヴィト

地球環
境

エネルギー資源 バイオマス本当の話　持続可能な社会に向けて 築地書館 泊 みゆき

地球環
境

エネルギー資源 太陽と核のエネルギー 同文書院
H・メッセル/Ｓ・Ｔ・バト
ラー

地球環
境

エネルギー資源 ＴＯＫＹＯ油田物語　-天ぷら油まわりまわって世界を変える 一葉社 染谷 ゆみ

地球環
境

エネルギー資源 原発は不良債権である 岩波書店 金子 勝

地球環
境

エネルギー資源
エネルギーはそこにある。木質ペレットの地産地消賀、地方経済をまわ
す

木質ペレット推進協
議会

三浦 秀一/古川 正司

地球環
境

エネルギー資源 自然エネルギーQ&A 岩波書店 自然エネルギー財団(編著)

分類



タイトル 出版社名 著  者

地球環
境

エネルギー資源
規制委員会がふりまくニセの[新・安全神話]で“豆腐の上の原発”を
柏崎刈羽原発　動かしてはならない

にいがた自治体研究
所

立石 雅昭

地球環
境

エネルギー資源 エネシフジャパン　自然エネルギーで日本をシフト！
トランスワールド
ジャパン

マエキタ ミヤコ 総監修

地球環
境

エネルギー資源 再生可能エネルギーがひらく未来 岩波書店
エイモリー・ロビンス/新原
浩朗/福山 哲郎/佐和 隆光/村
上 憲郎/槌屋 治紀

地球環
境

エネルギー資源
改訂版バイオディーゼル・ハンドブック　-地球温暖化の防止と循環型社
会の形成に向けて

日報出版 池田 詢(編著)

地球環
境

エネルギー資源 ソ連の原発事故が教えた原子力の本質 女子パウロ会 市川 定夫

地球環
境

エネルギー資源 地球はともだち　-知ってほしい、地球にやさしい太陽電池のこと 京セラ
京セラ ソーラーエネルギー事
業本部

地球環
境

エネルギー資源 なぜ、日本が太陽光発電で世界一になれたのか
新エネルギー・産業
技術総合開発機構

「NEDOBOOKS」編集委員
会(編著)

地球環
境

エネルギー資源 ゼロから始める　暮らしに生かす再生可能エネルギー入門 家の光協会
田中 充/白井 信雄/馬場 健司
(編著)

地球環
境

エネルギー資源 原発に頼らない社会へ　-こうすれば電力問題も温暖化も解決できる
ランダムハウスジャ
パン

田中 優

地球環
境

エネルギー資源 だいず先生の自家発電「３０Ｗ生活」　人は100Wで生きられる 大和書房 高野 雅夫

地球環
境

エネルギー資源 福島　原発と人びと 岩波書店 広河 隆一

地球環
境

エネルギー資源 原発事故はなぜくりかえすのか 岩波書店 高木 仁三郎

地球環
境

エネルギー資源 リスクと向きあう　-福島原発事故以後 中央公論新社 中西 準子

地球環
境

エネルギー資源 地球最後のオイルショック 新潮社 デイヴィッド・ストローン

地球環
境

エネルギー資源 証言　班目春樹　原子力安全委員会は何を間違えたのか？ 新潮社 岡本 孝司

地球環
境

エネルギー資源 原子力は、いま　日本の平和利用３０年（上巻） 丸の内出版 森 一久(編著)

地球環
境

エネルギー資源 原子力は、いま　日本の平和利用３０年（下巻） 丸の内出版 森 一久(編著)

地球環
境

エネルギー資源 「脱原発」成長論　-新しい産業革命へ 筑摩書房 金子 勝

地球環
境

エネルギー資源 原発がなくても電力は足りる! 宝島社 飯田 哲也(監修)

地球環
境

エネルギー資源
合同ブックレット・eシフトエネルギーシリーズ②脱原発と自然エネル
ギー社会のための発送電分離

合同出版
eシフト（脱原発・新しいエネ
ルギー政策を実現する会）(編
著)

地球環
境

エネルギー資源
合同ブックレット・eシフトエネルギーシリーズ③日本経済再生のための
東電解体

合同出版
eシフト（脱原発・新しいエネ
ルギー政策を実現する会）(編
著)

地球環
境

エネルギー資源
合同ブックレット・eシフトエネルギーシリーズ④原発ゼロノミクス　脱
原発社会のグランドデザイン

合同出版
eシフト（脱原発・新しいエネ
ルギー政策を実現する会）(編
著)

地球環
境

エネルギー資源
合同ブックレット・eシフトエネルギーシリーズ⑤「原発事故子ども・被
災者支援法」と「避難の権利」

合同出版
eシフト（脱原発・新しいエネ
ルギー政策を実現する会）(編
著)

地球環
境

エネルギー資源
合同ブックレット・eシフトエネルギーシリーズ⑥原発の安全性を保証し
ない原子力規制委員会と新規制基準

合同出版
eシフト（脱原発・新しいエネ
ルギー政策を実現する会）(編
著)

分類



タイトル 出版社名 著  者

地球環
境

エネルギー資源 脱原発、再生可能エネルギー中心の社会へ あけび書房 和田 武

地球環
境

エネルギー資源 原発災害は終わっていない　6年目の福島 労働教育センター
労働教育センター編集部(編
著)

地球環
境

エネルギー資源 福島で生きる・福島から避難して
原発井戸端会議・神
奈川

原発井戸端会議・神奈川(編
著)

地球環
境

エネルギー資源 原子力読本　高校生の平和学習のために 東研出版
神奈川県高教組原子力読本編
集委員会

地球環
境

エネルギー資源 広がる、広がれ、太陽光発電　設置してわかったこと　困ったこと 西田書店
CELC（クリーンエネルギー
ライフクラブ）(編著)

地球環
境

エネルギー資源
総合学習調べてみよう！使ってみよう！自然エネルギー①エネルギーと
環境問題

旺文社 藤井 石根(監修)

地球環
境

エネルギー資源
総合学習調べてみよう！使ってみよう！自然エネルギー②太陽光エネル
ギー

旺文社 藤井 石根(監修)

地球環
境

エネルギー資源
総合学習調べてみよう！使ってみよう！自然エネルギー③風と水のエネ
ルギー

旺文社 藤井 石根(監修)

地球環
境

エネルギー資源
総合学習調べてみよう！使ってみよう！自然エネルギー④バイオマス＝
緑のエネルギー

旺文社 藤井 石根(監修)

くらし 経済 環境と経済の文明史 NTT出版 細田 衛士

くらし 経済 環境経済学 岩波書店 植田 和弘

くらし 経済 全予測　環境＆ビジネス ダイヤモンド社 三菱総合研究所

くらし 経済 環境と行政の経済評価　CVM（仮想市場法）マニュアル 勁草書房 肥田野 登(編著)

くらし 経済 低炭素社会に向けた１２の方策 日刊工業新聞社
藤野 純一/梶原 友樹/岩渕 祐
子(編著)

くらし 経済 消費者の環境情報学 大学教育出版 大矢 勝

くらし 経済 日本企業の環境報告　問い直される情報開示の意義
省エネルギーセン
ター

國部 勝彦/平山 健次郎(編著)

くらし 経済 エコ経済革命　-地球と経済を救う５つのステップ たちばな出版 レスター・R・ブラウン

くらし 経済 新・地球環境ビジネス　２００５－２００６ 産学社
エコビジネスネットワーク(編
著)

くらし 経済
七万人が動きたくなったこのひと言　ドキュメント・リコー徹底マネジ
メント

ワック 峰 如之介

くらし 経済 グリーン・エコノミー 中央公論新社 吉田 文和

くらし 経済 環境先進国・江戸 ＰＨＰ研究所 鬼頭 宏

くらし 経済 どうせ払うなら住民税より環境税 幻冬舎ルネッサンス 赤塚 裕彦

くらし 経済 持続可能な地球をつくるマクロエンジニアリング　-トリレンマへの挑戦 北星堂書店 新田 義孝

くらし 経済 エコリュックサック　環境負荷を示すもう一つの「重さ」
省エネルギーセン
ター

フリードリヒ・シュミット＝
ブレーク

分類



タイトル 出版社名 著  者

くらし 経済 地宝論　地球を救う地域の知恵 こどもの未来社 田中 優

くらし 経済
ヤマダ電機で電気自動車を買おう　～仕組みを変えなければ温暖化は止
まらない

武田ランダムハウス
ジャパン

田中 優

くらし 経済
サステイナビリティ学を作る　持続可能な地球・社会・人間システムを
目指して

新曜社
三村 信男/伊藤 哲司/田村 誠/
佐藤 嘉則(編著)

くらし 経済 人と地球に優しい企業 講談社 森 孝之

くらし 経済 環境を守るほど経済は発展する　ゴミを出さずにサービスを売る経済学 朝日新聞社 倉阪 秀史

くらし 経済
キャップ・アンド・トレード　排出権取引を中心とした環境保護の政策
科学

有斐閣 高尾 克樹

くらし 経済 ｅｃｏ検定環境活動ハンドブック
日本能率協会マネジ
メントセンター

エコピープル支援協(編著)

くらし 食 モノの命とトコトン付き合う　台所サバイバル 自然食通信社 自然食通信編集部(編著)

くらし 食 世界の食糧ムダ捨て事情 ＮＨＫ出版 トリストラム・スチュアート

くらし 食 文明の渚 岩波書店 池澤 夏樹

くらし 食 干し野菜をはじめよう　-太陽の香りがするレシピ１００ 文藝春秋 廣田 有希

くらし 食 食ｰ９０億人が食べていくために 丸善出版 伊藤 佑子/伊藤 俊洋

くらし 食
家庭でできる食品添加物・農薬を落とす方法　食材の選び方、下ごしら
え、食べ方の工夫まで

ＰＨＰ研究所 増尾 清

くらし 食 だれでもできるやさしいたべものテスト 合同出版 増尾 清

くらし 食 遺伝子組み換え食品の真実 白水社 アンディ・リーズ

くらし 食 世界食糧戦争　【増補改訂版】 緑風出版 天笠 啓祐

くらし 食
食品・環境・生活用品の安全を考える　-今こそいのちとくらしを守ると
りくみを

萌文社 天笠 啓祐

くらし 食 食べものが世界を変えている　コンビニ弁当16万キロの旅
太郎次郎社エディタ
ス

千葉 保(監修)

くらし 食 生物多様性と遺伝子組み換え作物
食と農から生物多様
性を考える市民ネッ
トワーク

小野 南海子/西分 千秋/纐纈
美千世

くらし 食 選ぼう、みわけよう　いらない！食品添加物 日本消費者連盟 植田 靖子

くらし 食 フード・マイレージ　あなたの食が地球を変える 日本評論社 中田 哲也

くらし 食 ミネラルウォーター・ガイドブック 新潮社 早川 光

くらし 食 よくわかる食品添加物 合同出版 藤原 邦達（監修）

くらし 食 最新　食料問題の基本とカラクリがよ～くわかる本 秀和システム 及川 忠

分類



タイトル 出版社名 著  者

くらし 食 有害食品一覧表 三一書房 郡司 篤孝

くらし 食 食べるなら、どっち！？ サンクチュアリ出版 渡辺 雄二

くらし 食 食糧　何が起きているか 朝日新聞社 朝日新聞経済部(編著)

くらし 食 食べ方で地球が変わる　～フードマイレージと食・農・環境 創森社
山下 惣一/鈴木 宣弘/中田 哲
也

くらし 食 食の安全神話に異議あり 大月書店 川口 啓明

くらし 食 避けたいおやつ食べさせたいおやつ 芽ばえ社 奥川 隆

くらし 食 お米は生きている 講談社 富山 和子

くらし 食 ２０３０年の｢食と農」を考える 丸善プラネット 三菱総合研究所(編著)

くらし 食 食料の世界地図　第２版 丸善
エリック・ミルストーン/ティ
ム・ラング

くらし 食 エコ・クッキングで地球を救え！　未来の地球は、手の中に　part2 近代映画社 三神 彩子

くらし 食 子どもと考える環境学①良い食品わるい食品 星の環会 浅井 まり子(編著)

くらし 食 子どもと考える環境学②食事がつくる体 星の環会 井上 正文(編著)

くらし 食 子どもと考える環境学③自然とからだ 星の環会 浅井 まり子(編著)

くらし 食 子どもと考える環境学④きれいな水・空気・大地 星の環会 戸塚 績(編著)

くらし 食 子どもと考える環境学⑤天敵のはなし 星の環会 鳥居 ヤス子(編著)

くらし 食 子どもと考える環境学⑥自然のかかわり 星の環会 浅井 まり子(編著)

くらし 食 子どもと考える環境学⑦オーガニックのはなし 星の環会 水野 葉子(編著)

くらし 食 子どもと考える環境学⑧オーガニックな生活 星の環会 水野 葉子(編著)

くらし 食 たべものがたり　-食と環境　７の話 ダイヤモンド社
Think the Earthプロジェク
ト(編著)

くらし 食 地球がよろこぶ食の保育 フレーベル館 大澤 力

くらし 食 保存版　食・水汚染白書　今「食」が危ない 大日本印刷 内田 安茂(編著)

くらし 食 食の安全とスローフード　食の安全と安心を求めて 教育画劇 中村 靖彦(監修)

くらし 食 食の安全とスローフード　四季のおくりもの　-春夏の食材 教育画劇 中村 靖彦(監修)

くらし 食 食の安全とスローフード　四季のおくりもの　-秋冬の食材 教育画劇 中村 靖彦(監修)

分類



タイトル 出版社名 著  者

くらし 食 食の安全とスローフード　食・加工する知恵 教育画劇 中村 靖彦(監修)

くらし 食 食卓が変わる　食糧バイオの世界 日刊工業新聞社
日刊工業新聞特別取材班(編
著)

くらし 農業 温暖化が進むと[農業]『食料」はどうなるのか？ 技術評論社 杉浦 俊彦

くらし 農業 土から平和へ コモンズ
塩見 直紀と種まき大作戦(編
著)

くらし 農業 いまこそ「都市農」！　-都市農業・農地を活かすことで変わる社会 はる書房 蜂須 賀裕子/櫻井 勇

くらし 農業 環境が農を鍛える　-なぜ農業環境政策か 早稲田大学出版部 原 剛

くらし 農業 環境保全型農業の成立条件 農林統計協会 胡 柏

くらし 農業 地産地消と循環的農業 コモンズ 三島 徳三

くらし 農業 自然農法　わら一本の革命 春秋社 福岡 正信

くらし 農業 農薬毒性の事典 三省堂
植村 振作/河村 宏/辻 万千子/
冨田 重行/前田 静夫

くらし 農業 環境学のすすめ　-２１世紀を生きぬくために　㊦ 藤原書店 市川 定夫

くらし 農業 いのち輝く元気野菜のひみつ 大地といのちの会 吉田 俊道

くらし 農業 農林業現地有用技術集　追補版Ⅶ 国際農林業協力協会 国際農林業協力協会(編著)

くらし 農業 農業および園芸　1998年9月号 養賢堂 及川 清(編著)

くらし 農業 農業および園芸　2005年8月号 養賢堂 及川 清(編著)

くらし 農業 農業および園芸　2006年4月号 養賢堂 及川 清(編著)

くらし 農業 農業および園芸　2006年8月号 養賢堂 及川 清(編著)

くらし 農業 農業および園芸　2007年3月号 養賢堂 及川 清(編著)

くらし 農業 農業および園芸　2007年9月号 養賢堂 及川 清(編著)

くらし くらし まんがで学ぶエコロジー 昭和堂 内藤 正明

くらし くらし 新しいくらしかたの　か・た・ち 芸立出版 井奥 洪二

くらし くらし 環境読本(地球にやさしい暮らしのために） 東研出版 神奈川県高教組

くらし くらし 地球にやさしい生活術 TBSブリタニカ ジョン・シーモア　他

くらし くらし 地球にやさしい24時間 学陽書房 林 佳恵　他

分類



タイトル 出版社名 著  者

くらし くらし おカネで世界を変える30の方法 合同出版 田中 優　他（編者）

くらし くらし エコロジカル・フットプリントの活用　地球１コ分の暮らしへ インターシフト ニッキー・チェンバース　他

くらし くらし エコ活動ナビ 中央経済社 東京商工会議所（監修）

くらし くらし 根本から変えよう！ 樹花舎 オルタナティブ提言の会

くらし くらし だれでもできる環境家計簿 藤原書店 本間 都著

くらし くらし しあわせcaféのレシピ　カフェスローものがたり 自然食通信社 吉田 淳/高橋 真樹

くらし くらし わたしと地球の約束 大月書店 セヴァン・カリス・スズキ

くらし くらし 環境問題の未来・１くるま社会 旬報社 宮本 憲一

くらし くらし 環境問題の未来・２魚が恋する海 旬報社 中村 征夫

くらし くらし 環境問題の未来・３里山はトトロのふるさと 旬報社 広井 敏男

くらし くらし 環境問題の未来・４山・自然との共生 旬報社 本多 勝一

くらし くらし 環境問題の未来・５よみがえれいのちの川よ 旬報社 天野 礼子

くらし くらし 地球のなおし方 ダイヤモンド社 ドネラ・Ｈ・メドウズ

くらし くらし 環境でぷん！ ほんの木
原 律子/まつい なつき/佐々木
望都子

くらし くらし ハチドリのひとしずく 光文社 辻 信一（監修）

くらし くらし セスキ＆石けんで　スッキリ快適生活 青春出版社 赤星 たみこ

くらし くらし 電力自由化がわかる本 洋泉社 木舟 辰平/柳沼 倫彦

くらし くらし 地球を救うかんたんな50の方法 講談社 ジ アースワークス グループ

くらし くらし 生命のよろこび　ドリトル先生にまなぶ 新潮社 高田 宏

くらし くらし 地球にやさしい暮らし方 講談社 上野 景平

くらし くらし 地域からのエコツーリズム 株）学芸出版社 敷田 麻実(編著)

くらし くらし あなたが世界を変える日 学陽書房 セヴァン・カリス・スズキ

くらし くらし カーボン・オフセット 工業調査会 國田 かおる

くらし くらし スローイズビューティフル 平凡社 辻 伸一

分類



タイトル 出版社名 著  者

くらし くらし 冷蔵庫さえ片づければなにもかもうまくいく 竹書房 大野 多恵子

くらし くらし 節電母さん 集英社 アズマカナコ

くらし くらし 1秒の世界 ダイヤモンド社 山本 良一

くらし くらし 1秒の世界② ダイヤモンド社 山本 良一

くらし くらし 都会でできる　雨、太陽、緑を活かす小さな家 農山漁村文化協会 中臣 昌広

くらし くらし 図説　自然エネルギー建築のデザイン 彰国社 デビッド・ライト

くらし くらし ゼロからわかる　電力自由化　電力プラン得ランキング
スタンダーズ株式会
社

梅村 俊広

くらし くらし 地球環境をまもるアクション１・廃棄物をへらす ほるぷ出版
デボラ・ジャクソン・ベッド
フォード

くらし くらし 地球環境をまもるアクション２・大気汚染をふせぐ ほるぷ出版 ルーファス・ベラミー

くらし くらし 地球環境をまもるアクション３・食料をすべての人に ほるぷ出版 ルーファス・ベラミー

くらし くらし 地球環境をまもるアクション４・水をまもる ほるぷ出版 ジュード・ウェルトン

くらし くらし 地球環境をまもるアクション５・生息地をまもる ほるぷ出版 ルーファス・ベラミー

くらし くらし 地球環境をまもるアクション６・野生生物をまもる ほるぷ出版 ルーファス・ベラミー

くらし くらし 地球環境をまもるアクション７・エネルギーを生かす ほるぷ出版 クリス・オックスレイド

くらし くらし 地球環境をまもるアクション８・交通問題を解決する ほるぷ出版 ダニエル・ギルビン

くらし くらし 地球をまもる絵辞典 PHP研究所 辻 信一

くらし くらし エコモビリティ実現に向けて
交通エコロジー・モ
ビリティ財団

交通エコロジー・モビリティ
財団

くらし くらし みんなができる地球にいいこと 宣伝会議
エコインパクトプロジェクト
事務局

くらし くらし 畑がついてるエコアパートをつくろう 自然食通信社 平田 裕之/山田 貴宏

くらし くらし 2030年の「クルマ社会」を考える 三菱総合研究所 三菱総合研究所

くらし くらし 地域ぐるみグリーン・ツーリズム運営のてびき 農山漁村文化協会 都市農山漁村交流活性化機構

くらし くらし 天然住宅から社会を変える３０の方法 合同出版 田中 優　他

くらし くらし エコアクションが地球を救う！ 丸善株式会社 山本　良一（監修） 貸出不可

くらし くらし 野崎洋光のおいしい節電レシピ 東洋経済新報社 野崎 洋光

分類



タイトル 出版社名 著  者

くらし くらし 虫といっしょに庭づくり オーガニック・ガーデン・ハンドブック 築地書館 ひきちガーデンサービス

くらし くらし 子どもたちができるかんたんエコ101 ブロンズ新社 ジャッキー・ワインズ

くらし くらし 子どもたちが地球を救う50の方法 ブロンズ新社 制作委員会

くらし くらし 広がれこどもエコクラブ！ 財）日本環境協会
ワークショップ・ミュー(編
著)

くらし くらし トコトンやさしい　省エネの本 日刊工業新聞社 山川 文子

くらし くらし おしゃれなエコが世界を救う
日経ＢＰマーケティ
ニング

サフィア・ミニー

くらし くらし 緊急出版!節電・停電ハンドブック 双葉社 消費電力研究会

くらし くらし 図解でカンタン説明"快適節電エコ生活マニュアル" 辰巳出版 安全生活対策協議会

くらし くらし 毎月3万円もおトク!節電・エコ生活50の知恵 徳間書店 船瀬 俊介

くらし くらし 世界を変えるお金の使い方 ダイヤモンド社 山本 良一

くらし くらし 戦争をやめさせ環境破壊をくいとめる新しい社会の作り方 合同出版 田中 優

くらし くらし 私達で防ごう地球温暖化　地球温暖化防止と２１世紀のエネルギー対策
NPO法人　日本エ
コ・エネルギー研究
会

福武 日出夫

くらし くらし イイこと生活12ヵ月 WAVE出版 藤原　千尋

くらし くらし 外出・旅行先でCO２デトックス ガイアブックス シアン・ベリー

くらし くらし 断熱しようヨ！ 旭化成建材株式会社 旭化成建材株式会社

くらし くらし 電力自由化で何が変わるか 岩波書店 小澤 祥司

くらし くらし 魔女の12ヵ月 山と渓谷社 飯島　都陽子

くらし くらし 魔女のシークレット・ガーデン 山と渓谷社 飯島　都陽子

くらし くらし実践 工作ワンダーランド ブロンズ新社 西本 修

くらし くらし実践 昭和がお手本　衣食住 けやき出版 アズマ カナコ

くらし くらし実践 引き算する暮らし PHP文庫 金子 由紀子

くらし くらし実践 気持ちよく暮らす　簡単家事生活 青春出版社 赤星 たみこ

くらし くらし実践 エコ・コモノ 青山出版社 平田 美咲

くらし くらし実践 クルマのない生活 白水社 今泉 みね子

分類



タイトル 出版社名 著  者

くらし くらし実践 「自然素材」でかんたん防虫 身近なものをつかった虫よけ・虫退治法 ＰＨＰ研究所 善財 裕美/川上 裕司

くらし くらし実践 布草履・藁草履を作ろう 風媒社 杉沢 周子

くらし くらし実践 エコでトクする家事の本 永岡書店 永岡 修一

くらし くらし実践 ひろがれ　ひろがれエコ・ナプキン 地湧社 角張 光子

くらし くらし実践 ケースで学ぶまちづくり 創成社 岡田 浩一/石川 公彦(編著)

くらし くらし実践 地球を汚さない100の洗い方と自家製石けん 自然食通信社 自然食通信編集部(編著)

くらし くらし実践 イラスト版　手作り石けんのすべて 合同出版 河辺 昌子

くらし くらし実践 やさしくできる　手作り石けん入門 合同出版 アン・ブラムソン

くらし くらし実践 布ナプキン　心、体、軽くなる タバブックス ユーゴ

くらし くらし実践 パパママつくって！かわいい段ボール家具 日本放送出版協会 石倉 ヒロユキ

くらし くらし実践 ふろしきの包みかた 淡交社 森田 知都子

くらし くらし実践 シンプルライフをめざす　基本のそうじ＋住まいの手入れ 婦人之友社 婦人之友社編集部

くらし くらし実践 押し花で和風を楽しむ 日本ヴォーグ社 陸名 文男（編集）

くらし くらし実践
緑のカーテンのつくり方初心者の方でも簡単!プランターでできる!花も野
菜も楽しめる!

学研 河上 清

くらし くらし実践 チラシで作るバスケット 日本放送出版協会 石川 達也(編著)

くらし くらし実践 押し花の立体表現とデザイン 日本ヴォーグ社 杉野　宣雄（監修）

くらし くらし実践 イラスト版修理のこつ　子どもとマスターする５４の生活技術 合同出版 飯田 朗　他(編著)

くらし くらし実践 はじまりのもの体験シリーズ　２わら細工をつくろう リブリオ出版 宮内 正勝(監修)

くらし くらし実践 かわいい「リメイク・エコ雑貨」 PHP研究所 寺西 恵理子

くらし くらし実践 女性のためのハーブ自然療法 産調出版 アン・マッキンタイア

くらし くらし実践 竹細工・木工細工をつくろう
主婦の友社リブリオ
出版

宮内 正勝（監修）

くらし くらし実践 ガラスびんでまあるい暮らし 大日本印刷 小泉由利子/鈴木麻子（編集）

くらし くらし実践 リサイクル・ネイチャー素材で作る小学生のアイデア工作 Gakken 蓮見　国彦

くらし くらし実践 作ってびっくり！かわいい草花あそび 小学館 山田　悦子

分類



タイトル 出版社名 著  者

くらし くらし実践 初めてのふろしきレッスン 日本写真企画 相澤　悦子

くらし リサイクル・ゴミ 新版　ごみから地球を考える 岩波書店 八太 昭道

くらし リサイクル・ゴミ 空き缶リサイクルは地球にやさしいか 地歴社 槐 一男

くらし リサイクル・ゴミ 紙パック宣言 日本評論社
猪瀬 秀博/平井 成子/全国牛乳
容器環境協議会

くらし リサイクル・ゴミ 回収ルートをたどる旅 七つ森書館 枝廣 淳子

くらし リサイクル・ゴミ だれでもできるごみダイエット 合同出版 崎田 裕子

くらし リサイクル・ゴミ だれでもできる地球を守る３Ｒ大作戦 合同出版 山本 耕平

くらし リサイクル・ゴミ だれでもできるデポジット 合同出版
デポジット法制定全国ネット
ワーク(編著)

くらし リサイクル・ゴミ だれでもできる生ごみ堆肥化大作戦 合同出版
有機農産物普及・堆肥化推進
協会(編著)

くらし リサイクル・ゴミ だれでもできるミミズで生ごみリサイクル 合同出版 メアリー・アッペルホフ

くらし リサイクル・ゴミ ベランダ・庭先でコンパクト堆肥 農村漁村分化協会 藤原 俊六郎/加藤 哲郎

くらし リサイクル・ゴミ ごみ焼却技術絵とき基本用語　改訂増補版 オーム社 タクマ環境技術研究会

くらし リサイクル・ゴミ
やってみませんか　ダンボールコンポスト　-生ごみを土に還してやさし
い生活

合同出版
有機農産物普及・堆肥化推進
協会(編著)

くらし リサイクル・ゴミ 土はいのちのみなもと　生ゴミはよみがえる 講談社 菅野　芳秀

くらし リサイクル・ゴミ 生ごみは宝！家庭でできる生ごみ堆肥化
有機農産物普及・堆
肥化推進協会編

有機農産物普及・堆肥化推進
協会 編

くらし リサイクル・ゴミ 生ごみリサイクル 日報出版 福渡 和子

くらし リサイクル・ゴミ 買い物ゲーム　ごみを減らす体験学習プログラム 合同出版 山本　耕平

くらし リサイクル・ゴミ エコマテリアル活用事典
日本プラントメンテ
ナンス協会

エコビジネスネットワーク

くらし リサイクル・ゴミ 中学生の環境とリサイクル自由研究 成美堂出版 成美堂出版編集部(編著)

くらし リサイクル・ゴミ 地球の未来とゴミ学習　１　身のまわりのゴミはどこへゆく さえら書房 服部 美佐子

くらし リサイクル・ゴミ 地球の未来とゴミ学習　２　リサイクルを調べる さえら書房 服部 美佐子

くらし リサイクル・ゴミ 地球の未来とゴミ学習　３　ゴミを減らすために さえら書房 服部 美佐子

くらし リサイクル・ゴミ 心を育てるリサイクル フレーベル館 大澤 力

くらし リサイクル・ゴミ みんなでできるリサイクル　１　リサイクルと環境問題 学習研究社 本多 淳裕(監修)

分類



タイトル 出版社名 著  者

くらし リサイクル・ゴミ みんなでできるリサイクル　３　学校に広がるリサイクル 学習研究社 本多 淳裕(監修)

くらし リサイクル・ゴミ ペットボトル百科 少年写真新聞社 島津 幸生

くらし リサイクル・ゴミ
リサイクルでふしぎびっくり理科実験　②フィルムケースで水を分解し
よう

学習研究社 滝沢 美絵

くらし リサイクル・ゴミ
リサイクルでふしぎびっくり理科実験　③ペットボトルで大気汚染
チェック

学習研究社 滝沢 美絵

くらし リサイクル・ゴミ リサイクルでふしぎびっくり理科実験　⑤牛乳パックではがき作り 学習研究社 山村 紳一郎

くらし リサイクル・ゴミ 資源・環境・リサイクル①人間と環境 小峰書店 板倉 聖宣

くらし リサイクル・ゴミ 資源・環境・リサイクル②自然の循環　食べモノとウンコ 小峰書店 城 雄二

くらし リサイクル・ゴミ 資源・環境・リサイクル③もしも空気のつぶが見えたなら 小峰書店 吉村 七郎

くらし リサイクル・ゴミ 資源・環境・リサイクル④水の循環　地球みんなのクルマ 小峰書店 城 雄二

くらし リサイクル・ゴミ 資源・環境・リサイクル⑤食べものとゴミ 小峰書店 小林 光子

くらし リサイクル・ゴミ 資源・環境・リサイクル⑥紙と森林 小峰書店 荒井 公毅

くらし リサイクル・ゴミ 資源・環境・リサイクル⑦くらしをかえた金属 小峰書店 松崎 重広

くらし リサイクル・ゴミ 資源・環境・リサイクル⑧プラスチックってなに？ 小峰書店 由良 文隆

くらし リサイクル・ゴミ 資源・環境・リサイクル⑨エネルギーと循環 小峰書店 井藤 伸比古

くらし リサイクル・ゴミ 資源・環境・リサイクル⑩健康と環境 小峰書店 落合 大海

くらし リサイクル・ゴミ 新版環境とリサイクル　１　ペットボトル 小峰書店 本間 正樹

くらし リサイクル・ゴミ 新版環境とリサイクル　２　かん 小峰書店 本間 正樹

くらし リサイクル・ゴミ 新版環境とリサイクル　３　びん 小峰書店 本間 正樹

くらし リサイクル・ゴミ 新版環境とリサイクル　４　家電製品と粗大ごみ 小峰書店 本間 正樹

くらし リサイクル・ゴミ 新版環境とリサイクル　５　自動車とエネルギー 小峰書店 本間 正樹

くらし リサイクル・ゴミ 新版環境とリサイクル　６　紙 小峰書店 本間 正樹

くらし リサイクル・ゴミ 新版環境とリサイクル　７　衣類 小峰書店 本間 正樹

くらし リサイクル・ゴミ 新版環境とリサイクル　８　プラスチック 小峰書店 本間 正樹

くらし リサイクル・ゴミ 新版環境とリサイクル　９　ごみ処理場 小峰書店 本間 正樹

分類



タイトル 出版社名 著  者

くらし リサイクル・ゴミ 新版環境とリサイクル　10　うめたて処分場 小峰書店 本間 正樹

くらし リサイクル・ゴミ 新版環境とリサイクル　11　水のリサイクル 小峰書店 本間 正樹

くらし リサイクル・ゴミ 新版環境とリサイクル　12　暮らしとごみ 小峰書店 本間 正樹

くらし リサイクル・ゴミ ウータン5月号　リサイクルは地球を救う！？ 学研 内田 安茂(編集)

くらし リサイクル・ゴミ ごみゼロ大作戦①ごみってどこから生まれるの？ ポプラ社 浅利 美鈴（監修）

くらし リサイクル・ゴミ ごみゼロ大作戦②リデュース ポプラ社 浅利 美鈴（監修）

くらし リサイクル・ゴミ ごみゼロ大作戦③リフューズ・リペア ポプラ社 浅利 美鈴（監修）

くらし リサイクル・ゴミ ごみゼロ大作戦④リユース ポプラ社 浅利 美鈴（監修）

くらし リサイクル・ゴミ ごみゼロ大作戦⑤レンタル＆シェアリング ポプラ社 浅利 美鈴（監修）

くらし リサイクル・ゴミ ごみゼロ大作戦⑥リサイクル ポプラ社 浅利 美鈴（監修）

くらし リサイクル・ゴミ 最新！リサイクルの大研究 PHP 田崎 智宏（監修）

くらし 国際協力 世界から貧しさをなくす３０の方法 合同出版 田中 優　他

くらし 国際協力 戦争をしなくてすむ世界をつくる３０方法 合同出版 桜井 和寿　他

くらし 国際協力 もったいないばあさんと考えよう世界のこと 講談社 真珠 まりこ

くらし 国際協力 いま、地球の子どもたちは－２０１５年への伝言　第４巻 新日本出版社 本木 洋子

くらし 国際協力 地域でできるこれからの国際交流　⑤人物、動・植物で調べる国際交流 岩崎書店
ピーター・バラカン(監修)/こ
どもくらぶ(編著)

くらし 国際協力 ２１世紀をつくる国際組織事典　５　環境にかかわる国際組織 岩崎書店
大芝 亮(監修)/こどもくらぶ
(編著)

くらし 国際協力 きみもやってみよう国際協力　①地球の豊かな環境を保つために 学習研究社 杉下 恒夫(監修)

くらし 国際協力 きみもやってみよう国際協力　②飢えた人たちに食料が届くように 学習研究社 杉下 恒夫(監修)

くらし 国際協力 きみもやってみよう国際協力　③紛争や災害の難民を助けるために 学習研究社 杉下 恒夫(監修)

くらし 国際協力 きみもやってみよう国際協力　④病人が薬やワクチンで治るように 学習研究社 杉下 恒夫(監修)

くらし 国際協力 きみもやってみよう国際協力　⑤すべての子が学校で学べるために 学習研究社 杉下 恒夫(監修)

くらし 国際協力 きみもやってみよう国際協力　⑥世界を知り人の輪を広げるために 学習研究社 杉下 恒夫(監修)

くらし 国際協力 地球家族　世界三十か国のふつうの暮らし TOTO出版
ピーター・メンツェル（著
者）/近藤真理・杉山良男（翻
訳）

分類



タイトル 出版社名 著  者

くらし 法律 ＩＳＯ１４０００入門　改訂版 日本規格協会 吉村 秀勇

くらし 法律 すぐ役に立つＩＳＯ環境法　改訂第４版 東洋経済新報社 日本環境認証機構

くらし 法律 ＩＳＯ１４００１：２００４要求事項の解説 日本規格協会 吉田 敬史

くらし 法律 よくわかる環境監査 ダイアモンド社 鈴木 敏央

くらし 法律 エコアクション２１ 第一法規出版 笹 徹

くらし 法律 環境監査　第２版 創成社 石井 薫

くらし 法律 自然保護法講義　第２版
北海道大学図書刊行
会

畠山 武道

くらし 法律 アジェンダ21実施計画（‛97）
エネルギージャーナ
ル社

環境庁/外務省 監訳

くらし 法律 新・環境法入門 法律文化社 吉村 良一

くらし 法律 環境アセスメント基本用語事典 オーム社 環境アセスメント研究会

くらし 法律 環境法 有斐閣 阿部 泰隆

くらし 法律 環境法の新たな展開 法律文化社
富井 利安/伊藤 譲也/片岡 直
樹

くらし 法律 環境法ガイド
Sophia　University
Press上智大学

坂口 洋一

くらし 法律 洗剤・洗浄百科事典 朝倉書店
皆川 基・藤井富美子・大矢 勝
（編集）

貸出不可

くらし 法律 環境六法　平成１８年版　Ⅰ 中央法規出版 環境法令研究会(編著) 貸出不可

くらし 法律 環境六法　平成１８年版　Ⅱ 中央法規出版 環境法令研究会(編著) 貸出不可

くらし 法律 環境六法　平成１７年版 中央法規出版 環境法令研究会(編著) 貸出不可

くらし 法律 語源海 東京書籍 杉本 つとむ 貸出不可

くらし 法律 広辞苑　第５版 岩波書店 新村 出編 貸出不可

くらし 法律 環境経営実務便覧 通産資料調査会 小林 亜男/吉岡 庸光

くらし 法律 これだけは知っておきたい完全図解ISO14001の基礎知識130 日刊工業新聞社 大浜 庄司

くらし 法律 環境法ケースブック 有斐閣 大塚 直/北村 喜宣(編著)

くらし 法律 地球環境条約　生成・展開と国内実施 有斐閣 西井 正弘(編著)

くらし 法律 環境評価入門 勁草書房 鷲田 豊明

分類



タイトル 出版社名 著  者

くらし 法律 環境評価ワークショップ　評価手法の現状 築地書店
鷲田 豊明/栗山 浩一/竹内 憲
司(編著)

くらし 法律 循環共存型社会の環境法 青木書店 坂口 洋一

くらし 法律 企業環境法 上智大学出版会 吉川 栄

くらし 法律 自治体環境行政法 第一法規出版 北村 喜宣

くらし 法律
21世紀の環境読本-ISO14000から環境JISへ　１環境管理・監査の基
礎知識

藤原書店 山田　國廣

くらし 資格 夢に近づく仕事の図鑑第２期　①動物や昆虫が好き！ あかね書房 仕事の図鑑編集委員会

くらし 資格 夢に近づく仕事の図鑑第２期　⑦自然をあいてに働きたい！ あかね書房 仕事の図鑑編集委員会

くらし 資格 地球環境を守る人々　①新しいエネルギーつくる 学習研究社 西岡 秀三(監修)

くらし 資格 地球環境を守る人々　②ごみ（廃棄物）とたたかう 学習研究社 西岡 秀三(監修)

くらし 資格 地球環境を守る人々　③エコライフをすすめる 学習研究社 西岡 秀三(監修)

くらし 資格 地球環境を守る人々　④自然をまもる 学習研究社 西岡 秀三(監修)

くらし 資格 地球環境を守る人々　⑤生き物をたすける 学習研究社 西岡 秀三(監修)

くらし 資格 地球環境を守る人々　⑥地球規模で見る環境問題のまとめとデータ 学習研究社 西岡 秀三(監修)

くらし 資格 めざせ！２１世紀の国際人　２「地球環境」につくした日本人 くもん出版 畠山 哲明

くらし 資格
Kaiko Ken's Naturalists Books
ナチュラリスト志願

TBSブリタニカ ジェラルド・ダレル　他

くらし 資格 環境プレイヤーズ・ハンドブック　２００５ ダイヤモンド社
電通エコ・コミュニケーショ
ン・ネットワーク

くらし 資格 ファシリテーター入門 柘植書房新社
エコ・コミュケーションセン
ター

くらし 資格 好奇心の旺盛なナチュラリスト 思索社 N・ティンバーゲン　他

くらし 資格 環境を守る仕事と資格　最新版 同文館出版 高島 徹治

くらし 資格 環境スペシャリストになるには ぺりかん社 古田 ゆかり

くらし 資格 ひとりから始まる。　１ 海象社 三橋 規宏

くらし 資格 ひとりから始まる。　２ 海象社 三橋 規宏

くらし 資格 環境を守る仕事なり方完全ガイド 学習研究社 金谷 俊博

くらし 資格 エコゴコロ～環境を仕事にした女性たち～ 共同通信社 環境ビジネスウィメン(編著)

分類



タイトル 出版社名 著  者

くらし 資格 トコロジスト　自然観察からはじまる「場所の専門家」
公益財団法人 日本野
鳥の会

箱田 敦只

くらし 資格 環境の仕事に就く！　２ ソニー・マガジンズ 河井 陽廣/中川 啓

くらし 資格 2010クリーンエネルギーアドバイザー認定講習用テキスト
一般社団法人クリー
ンエネルギー総合研
究所

一般社団法人クリーンエネル
ギー総合研究所

くらし 資格 3R検定公式テキスト ミネルヴァ書房 ３R検定実行委員会

くらし 資格 環境プランナー・ベーシック
日本能率協会マネジ
メントセンター

環境プランニング協会

くらし 資格 水質関係の基礎知識　新版
東京教育情報セン
ター

岡 宏樹　他

くらし 資格 2008年版eco検定　過去模擬問題集
日本能率協会マネジ
メントセンター

東京商工会議所

くらし 資格 eco検定　公式テキスト 改正２版
日本能率協会マネジ
メントセンター

東京商工会議所

くらし 都市環境 不忍池環境アートプロジェクト「不忍・緑・五景」 マルモ出版 池田 一

くらし 都市環境 みんなで取り組むヒートアイランド対策
国土技術政策総合研
究所

国土技術政策総合研究所（編
集）

くらし 都市環境
自治体・企業の防災担当者のための防災ハンドブック　2016年度　保
存版

日刊工業出版 松田 哲夫(編著)

くらし 都市環境 参加のデザイン道具箱　PART-1
世田谷トラストまち
づくり

真鍋 弘/柴田 希美絵(編著)

くらし 都市環境 参加のデザイン道具箱　PART-2
世田谷トラストまち
づくり

浅海 義治/大戸 徹/中里 京子
(編著)

くらし 都市環境 参加のデザイン道具箱　PART-3
世田谷トラストまち
づくり

浅海 義治/伊藤 雅春 企画

くらし 都市環境 参加のデザイン道具箱　PART-4
世田谷トラストまち
づくり

齋藤 啓子/宮地 成子/浅海 義
治/朝比奈 ゆり(編著)

くらし 都市環境 ここが違う、ドイツの環境政策 白水社 今泉 みね子

くらし 都市環境 循環都市へのこころみ ＮＨＫブック ソーラーシステム研究会

くらし 都市環境 フライブルク環境レポート 中央法規出版 今泉 みね子

くらし 都市環境 環境展望　1999-2000 実教出版

日本科学者会議公害環境問題
研究委員会、「環境展望」編
集委員会 編（歌川 学、本間
慎、北條 祥子、大島 賢一、上
園 昌武、鈴木 光弘、和田
武、石井 史、神山 桂一、林
智、松川 康夫、高木 史人）

くらし 都市環境 京都議定書目標達成計画の全容
小学館クリエイティ
ブ

地球温暖化対策推進本部事務
局　他監修

くらし 都市環境 経済効果を生み出す環境まちづくり ぎょうせい 環境まちづくり研究会

くらし 都市環境 までいの力 SEED出版 までい特別編成チーム

くらし 都市環境 環境健康都市宣言 鹿島出版会 栗生 明

分類



タイトル 出版社名 著  者

くらし 都市環境 環境首都コンテスト 学芸出版社 杦本 育生　他

くらし 都市環境 循環と共生の環境づくり ぎょうせい 市町村アカデミー（監修）

くらし 都市環境 ごみゼロへの道 第三文明社 広瀬 立成

くらし 都市環境 リーダーが知っておくべき　危機管理の教科書 PHP研究所 遠藤 滋

くらし 都市環境 グローバルな正義を求めて 緑風出版 ユルゲン・トリッティン

くらし 都市環境 ヨーロッパ環境対策最前線 白水社 片野 優

くらし 都市環境 奇跡のエコ集落　ガビオタス 早川書房 アラン・ワイズマン

くらし 都市環境 震災後、日本のかたち 南窓社 横浜商科大学公開講座委員会

くらし 都市環境 市民からの環境アセスメント 日本放送出版協会 島津 康男

くらし 都市環境 世界の環境都市を行く 岩波書店 井上 智彦

くらし 都市環境 ワークショップ　-新しい学びと創造の場 岩波書店 中野 民夫

くらし 都市環境 協働広報の時代 萌書房 宮田 穣

くらし 都市環境 ヨーロッパ環境都市のヒューマンウェア 学芸出版社 大橋 照枝

くらし 都市環境 公共事業と環境の価値　CVMガイドブック 築地書店 栗山 浩一

くらし 都市環境 環境政策論　環境政策の歴史及び原則と手法 信山社 倉阪 秀史

くらし 都市環境 アメリカの都市計画の誕生 鹿島出版会 ジョン・Ａ・ピーターソン

くらし 都市環境 ドイツ発、環境最新事情 中央法規出版 今泉 みね子

くらし 都市環境 市民参加と合意形成　-都市と環境の計画づくり 学芸出版社 原科 幸彦(編著)

くらし 環境教育
どうすれば環境保全はうまくいくのか-現場から考える「順応的ガバナン
ス」の進め方

新泉社 宮内 泰介 編著

くらし 環境教育 森林教育 海青社 大石 康彦/井上 真理子(編著)

くらし 環境教育 フィールドワーク　増訂版　-書を持って街へ出よう 新陽社 佐藤 郁哉

くらし 環境教育 環境教育 共立出版
横浜国立大学教育人間科学部
環境教育研究会

くらし 環境教育 環境保全活動・環境教育推進法を使いこなす本 中央法規出版 鈴木 恒夫

くらし 環境教育 環境教育と心理プロセス 山海堂 小池 俊雄

分類



タイトル 出版社名 著  者

くらし 環境教育 日本型環境教育の提案　改訂新版 小学館 阿部 治 共著

くらし 環境教育 学校を取り巻く環境の把握と地域協働 教育開発研究所 木岡 一明

くらし 環境教育 持続可能な未来のための学習 立教大学出版会 阿部 治　他

くらし 環境教育 ＧＩＳで環境学習 古今書院 Ｒ・オーデット

くらし 環境教育 指導のための野外観察 中教出版 位野木 寿一　他

くらし 環境教育 理科実験の安全な指導 東洋館出版
全国理科教育センター研究協
議会

くらし 環境教育 ネイチャーゲーム　１　改訂増補版 柏書房 ジョセフ・Ｂ・コーネル

くらし 環境教育 ネイチャーゲーム　２ 柏書房 ジョセフ・Ｂ・コーネル

くらし 環境教育 ネイチャーゲームでひろがる環境教育 中央法規出版 降旗 信一

くらし 環境教育 あなただからできる自然災害ボランティアABC
ネイチャーゲーム研
究所

日本ネイチャーゲーム協会

くらし 環境教育 インタープリテーション入門 小学館
キャサリーン・レニエ　他 著
/食野雅子 (訳)/ホーニング睦
美 (訳)

くらし 環境教育 環境教育とＥＳＤ 東洋館出版社 日本環境教育学会

くらし 環境教育 環境教育指導資料【幼稚園・小学校編】 東洋館出版社
国立教育政策研究所教育課程
研究センター

くらし 環境教育 学校のなかの地球 技報堂出版 日本建築学会(編著)

シリー
ズもの

写真とデータで考える
21世紀の地球環境

写真とデータで考える21世紀の地球環境１熱帯雨林とわたしたち 集英社 サリー・モーガン

シリー
ズもの

写真とデータで考える2
１世紀の地球環境

写真とデータで考える21世紀の地球環境２野生生物とわたしたち 集英社 サリー・モーガン

シリー
ズもの

写真とデータで考える
21世紀の地球環境

写真とデータで考える21世紀の地球環境３オゾンホールとわたしたち 集英社 サリー・モーガン

シリー
ズもの

写真とデータで考える
21世紀の地球環境

写真とデータで考える21世紀の地球環境４酸性雨とわたしたち 集英社 サリー・モーガン

シリー
ズもの

写真とデータで考える
21世紀の地球環境

写真とデータで考える21世紀の地球環境５ゴミ問題とわたしたち 集英社 サリー・モーガン

シリー
ズもの

写真とデータで考える
21世紀の地球環境

写真とデータで考える21世紀の地球環境６水とわたしたち 集英社 サリー・モーガン

シリー
ズもの

写真とデータで考える
21世紀の地球環境

写真とデータで考える21世紀の地球環境７気候変化とわたしたち 集英社 サリー・モーガン

シリー
ズもの

写真とデータで考える
21世紀の地球環境

写真とデータで考える21世紀の地球環境８食糧問題とわたしたち 集英社 ブレンダ・ウォルポール

シリー
ズもの

調べたことを発表しよ
う

調べたことを発表しよう1発表の方法や進め方を考えよう 学研出版 中沢　仁（監修）

シリー
ズもの

調べたことを発表しよ
う

調べたことを発表しよう2表現を工夫した発表をしよう① 学研出版 中沢　仁（監修）

分類



タイトル 出版社名 著  者

シリー
ズもの

調べたことを発表しよ
う

調べたことを発表しよう3表現を工夫した発表をしよう② 学研出版 中沢　仁（監修）

シリー
ズもの

調べたことを発表しよ
う

調べたことを発表しよう4みんなの前で発表しよう 学研出版 中沢　仁（監修）

シリー
ズもの

調べたことを発表しよ
う

調べたことを発表しよう5発表の場を広げよう 学研出版 中沢　仁（監修）

シリー
ズもの

日本の生きものずかん 育ててしらべる日本の生きものずかん１クワガタムシ 集英社 高家 博成

シリー
ズもの

日本の生きものずかん 育ててしらべる日本の生きものずかん２カエル 集英社 福山 欣司

シリー
ズもの

日本の生きものずかん 育ててしらべる日本の生きものずかん３ザリガニ 集英社 中谷 勇

シリー
ズもの

日本の生きものずかん 育ててしらべる日本の生きものずかん４ダンゴムシ 集英社 布村 昇

シリー
ズもの

日本の生きものずかん 育ててしらべる日本の生きものずかん５カブトムシ 集英社 野村 周平

シリー
ズもの

日本の生きものずかん 育ててしらべる日本の生きものずかん６カメ 集英社 矢部 隆

シリー
ズもの

日本の生きものずかん 育ててしらべる日本の生きものずかん７イモムシ 集英社 中 秀司

シリー
ズもの

日本の生きものずかん 育ててしらべる日本の生きものずかん８メダカ 集英社 岩松 鷹司

シリー
ズもの

日本の生きものずかん 育ててしらべる日本の生きものずかん９ヤドカリ 集英社 奥野 淳兒

シリー
ズもの

日本の生きものずかん 育ててしらべる日本の生きものずかん１０ヤモリ 集英社 疋田 努

シリー
ズもの

日本の生きものずかん 育ててしらべる日本の生きものずかん１１なくむし 集英社 大谷 剛

シリー
ズもの

日本の生きものずかん 育ててしらべる日本の生きものずかん１２ナマズ 集英社 前畑 政善

シリー
ズもの

日本の生きものずかん 育ててしらべる日本の生きものずかん１３カマキリ 集英社 山脇 兆史

シリー
ズもの

日本の生きものずかん 育ててしらべる日本の生きものずかん１４金魚 集英社 岡本 信明

シリー
ズもの

虫の飼い方・観察のし
かた

虫の飼いかた・観察のしかた　①虫さがし 偕成社 海野 和男/筒井 学

シリー
ズもの

虫の飼い方・観察のし
かた

虫の飼いかた・観察のしかた　②虫を採る・虫を飼う・標本をつくる 偕成社 海野 和男/筒井 学

シリー
ズもの

虫の飼い方・観察のし
かた

虫の飼いかた・観察のしかた　③近所の虫の飼いかた（１）　-アゲハ・
アリ・テントウムシほか

偕成社 海野 和男/筒井 学/高嶋 清明

シリー
ズもの

虫の飼い方・観察のし
かた

虫の飼いかた・観察のしかた　④ 近所の虫の飼いかた（２）-スズム
シ・バッタ・カマキリほか

偕成社 海野 和男/筒井 学/高嶋 清明

シリー
ズもの

虫の飼い方・観察のし
かた

虫の飼いかた・観察のしかた　⑤ 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

偕成社 海野 和男/筒井 学/高嶋 清明

シリー
ズもの

虫の飼い方・観察のし
かた

虫の飼いかた・観察のしかた　⑥水辺の虫の飼いかた　-ゲンゴロウ・ア
ガメ・ヤゴほか

偕成社 海野 和男/筒井 学/高嶋 清明

シリー
ズもの

はじめての草花あそび はじめての草花あそび　1　春の草花あそび ポプラ社 おくやま ひさし（指導）

分類



タイトル 出版社名 著  者

シリー
ズもの

はじめての草花あそび はじめての草花あそび　2　夏の草花あそび ポプラ社 おくやま ひさし（指導）

シリー
ズもの

はじめての草花あそび はじめての草花あそび　4　冬の草花あそび ポプラ社 おくやま ひさし（指導）

シリー
ズもの

はじめての草花あそび はじめての草花あそび　5　木の実であそぼう ポプラ社 おくやま ひさし（指導）

シリー
ズもの

はじめての草花あそび はじめての草花あそび　6　木の葉であそぼう ポプラ社 おくやま ひさし（指導）

シリー
ズもの

はじめての草花あそび はじめての草花あそび　7　やさいであそぼう ポプラ社 おくやま ひさし（指導）

シリー
ズもの

かいかたそだてかた カブトムシのかいかたそだてかた 岩波書店 三枝 博幸・たかはし きよし

シリー
ズもの

かいかたそだてかた ハムスターのかいかたそだてかた 岩波書店 成島 悦雄・滝波 明生

シリー
ズもの

かいかたそだてかた 動物・小鳥のかいかたそだてかた 岩波書店 成島 悦雄・滝波 明生

シリー
ズもの

かいかたそだてかた カメのかいかたそだてかた 岩波書店 小宮 輝之・佐藤芽実

シリー
ズもの

かいかたそだてかた セキセイインコのかいかたそだてかた 岩波書店 小宮 輝之/大野彰子・弘子

シリー
ズもの

かいかたそだてかた メダカのかいかたそだてかた 岩波書店 浅井ミノル・浅井粂男

シリー
ズもの

かいかたそだてかた ザリガニのかいかたそだてかた 岩波書店 小宮 輝之/浅井 粂男

シリー
ズもの

かいかたそだてかた 海のいきもののかいかたそだてかた 岩波書店 浅井ミノル・浅井粂男

シリー
ズもの

かいかたそだてかた 水のいきもののかいかたそだてかた 岩波書店 浅井ミノル・浅井粂男

シリー
ズもの

かいかたそだてかた やさいのうえかたそだてかた 岩波書店 小宮山 洋夫

シリー
ズもの

かいかたそだてかた 草花のうえかたそだてかた 岩波書店 松原巌樹

シリー
ズもの

すぐできる環境調査 すぐできる環境調査　1　家の中で調べよう 学研 梅澤 実（監修）

シリー
ズもの

すぐできる環境調査 すぐできる環境調査　2　家や学校の回りで調べよう 学研 梅澤 実（監修）

シリー
ズもの

すぐできる環境調査 すぐできる環境調査　3　森や林で調べよう 学研 梅澤 実（監修）

シリー
ズもの

すぐできる環境調査 すぐできる環境調査　4　川や海で調べよう 学研 梅澤 実（監修）

シリー
ズもの

すぐできる環境調査 すぐできる環境調査　5　空気や音を調べよう 学研 梅澤 実（監修）

シリー
ズもの

すぐできる環境調査 すぐできる環境調査　6　土やごみを調べよう 学研 梅澤 実（監修）

シリー
ズもの

すぐできる環境調査 すぐできる環境調査　7　調査の基本とまとめかた 学研 梅澤 実（監修）

シリー
ズもの

地球をまもるみんなの
環境学習実践集　上級

編

地球をまもるみんなの環境学習実践集　上級編　1　環境はこうして調
べる

岩崎書店 中川 志郎（監修）

分類



タイトル 出版社名 著  者

シリー
ズもの

地球をまもるみんなの
環境学習実践集　上級

編

地球をまもるみんなの環境学習実践集　上級編　2　ゴミ・資源を考え
る

岩崎書店 中川 志郎（監修）

シリー
ズもの

地球をまもるみんなの
環境学習実践集　上級

編
地球をまもるみんなの環境学習実践集　上級編　3　生き物をまもる 岩崎書店 中川 志郎（監修）

シリー
ズもの

地球をまもるみんなの
環境学習実践集　上級

編
地球をまもるみんなの環境学習実践集　上級編　4　環境学習で交流 岩崎書店 中川 志郎（監修）

シリー
ズもの

地球をまもるみんなの
環境学習実践集　上級

編

地球をまもるみんなの環境学習実践集　上級編　5　調べ学習マニュア
ル

岩崎書店 中川 志郎（監修）

シリー
ズもの

マンガで理科　きょう
のなぜ？

毎日小学生新聞　マンガで理科　きょうのなぜ？　１　天気・地球のな
ぞ

偕成社 毎日小学生新聞編集部

シリー
ズもの

マンガで理科　きょう
のなぜ？

毎日小学生新聞　マンガで理科　きょうのなぜ？　３　動物・昆虫のな
ぞ

偕成社 毎日小学生新聞編集部

シリー
ズもの

マンガで理科　きょう
のなぜ？

毎日小学生新聞　マンガで理科　きょうのなぜ？　４　植物・食べ物の
なぞ

偕成社 毎日小学生新聞編集部

シリー
ズもの

マンガで理科　きょう
のなぜ？

毎日小学生新聞　マンガで理科　きょうのなぜ？　６　自然現象のなぞ 偕成社 毎日小学生新聞編集部

シリー
ズもの

科学のカレンダー 科学のカレンダー　１月の巻 偕成社 科学のほんの会

シリー
ズもの

科学のカレンダー 科学のカレンダー　２月の巻 偕成社 科学のほんの会

シリー
ズもの

科学のカレンダー 科学のカレンダー　３月の巻 偕成社 科学のほんの会

シリー
ズもの

科学のカレンダー 科学のカレンダー　４月の巻 偕成社 科学のほんの会

シリー
ズもの

科学のカレンダー 科学のカレンダー　５月の巻 偕成社 科学のほんの会

シリー
ズもの

科学のカレンダー 科学のカレンダー　６月の巻 偕成社 科学のほんの会

シリー
ズもの

科学のカレンダー 科学のカレンダー　７月の巻 偕成社 科学のほんの会

シリー
ズもの

科学のカレンダー 科学のカレンダー　８月の巻 偕成社 科学のほんの会

シリー
ズもの

科学のカレンダー 科学のカレンダー　９月の巻 偕成社 科学のほんの会

シリー
ズもの

科学のカレンダー 科学のカレンダー　１０月の巻 偕成社 科学のほんの会

シリー
ズもの

科学のカレンダー 科学のカレンダー　１１月の巻 偕成社 科学のほんの会

シリー
ズもの

科学のカレンダー 科学のカレンダー　１２月の巻 偕成社 科学のほんの会

シリー
ズもの

新装版・科学のアルバ
ム　虫編

新装版･科学のアルバム　虫編（全19巻）　アカトンボの一生 あかね書房 佐藤 有恒

シリー
ズもの

新装版・科学のアルバ
ム　虫編

新装版･科学のアルバム　虫編（全19巻）　アゲハチョウ あかね書房 佐藤 有恒／本藤 昇

シリー
ズもの

新装版・科学のアルバ
ム　虫編

新装版･科学のアルバム　虫編（全19巻）　アリの世界 あかね書房 栗林 慧

シリー
ズもの

新装版・科学のアルバ
ム　虫編

新装版･科学のアルバム　虫編（全19巻）　カイコ　まゆからまゆまで あかね書房 岸田 功

分類



タイトル 出版社名 著  者

シリー
ズもの

新装版・科学のアルバ
ム　虫編

新装版･科学のアルバム　虫編（全19巻）　カブトムシ あかね書房 岸田 功

シリー
ズもの

新装版・科学のアルバ
ム　虫編

新装版･科学のアルバム　虫編（全19巻）　カマキリのかんさつ あかね書房 栗林 慧

シリー
ズもの

新装版・科学のアルバ
ム　虫編

新装版･科学のアルバム　虫編（全19巻）　ギフチョウ あかね書房 青山 潤三

シリー
ズもの

新装版・科学のアルバ
ム　虫編

新装版･科学のアルバム　虫編（全19巻）　クモのひみつ あかね書房 栗林 慧

シリー
ズもの

新装版・科学のアルバ
ム　虫編

新装版･科学のアルバム　虫編（全19巻）　クワガタムシ あかね書房 林 長閑

シリー
ズもの

新装版・科学のアルバ
ム　虫編

新装版･科学のアルバム　虫編（全19巻）　セミの一生 あかね書房 佐藤 有恒／橋本 洽二

シリー
ズもの

新装版・科学のアルバ
ム　虫編

新装版･科学のアルバム　虫編（全19巻）　テントウムシ あかね書房 佐藤 有恒

シリー
ズもの

新装版・科学のアルバ
ム　虫編

新装版･科学のアルバム　虫編（全20巻）　テントウムシ あかね書房 佐藤 有恒

シリー
ズもの

新装版・科学のアルバ
ム　虫編

新装版･科学のアルバム　虫編（全19巻）　トノサマバッタ あかね書房 佐藤 有恒／小田 英智

シリー
ズもの

新装版・科学のアルバ
ム　虫編

新装版･科学のアルバム　虫編（全19巻）　ホタル　光のひみつ あかね書房 栗林 慧

シリー
ズもの

新装版・科学のアルバ
ム　虫編

新装版･科学のアルバム　虫編（全19巻）　ミツバチのふしぎ あかね書房 栗林 慧／七尾 純

シリー
ズもの

新装版・科学のアルバ
ム　虫編

新装版･科学のアルバム　虫編（全19巻）　モンシロチョウ あかね書房 矢島 稔

シリー
ズもの

新装版・科学のアルバ
ム　虫編

新装版･科学のアルバム　虫編（全19巻）　高山チョウのくらし あかね書房 斎藤 嘉明

シリー
ズもの

新装版・科学のアルバ
ム　虫編

新装版･科学のアルバム　虫編（全19巻）　昆虫のふしぎ　色と形のひ
みつ

あかね書房 大谷 剛／栗林 慧

シリー
ズもの

新装版・科学のアルバ
ム　虫編

新装版･科学のアルバム　虫編（全19巻）　水生昆虫のひみつ あかね書房 増田 戻樹

シリー
ズもの

新装版・科学のアルバ
ム　虫編

新装版･科学のアルバム　虫編（全19巻）　鳴く虫の世界 あかね書房 佐藤 有恒／小田 英智

シリー
ズもの

新装版・科学のアルバ
ム　動物・鳥編

新装版･科学のアルバム　動物・鳥編（全20巻）　カエルのたんじょう あかね書房 植村ひろし

シリー
ズもの

新装版・科学のアルバ
ム　動物・鳥編

新装版･科学のアルバム　動物・鳥編（全20巻）　カタツムリ あかね書房 増田戻樹／小池康之

シリー
ズもの

新装版・科学のアルバ
ム　動物・鳥編

新装版･科学のアルバム　動物・鳥編（全20巻）　カニのくらし あかね書房 桜井淳史／小池康之

シリー
ズもの

新装版・科学のアルバ
ム　動物・鳥編

新装版･科学のアルバム　動物・鳥編（全20巻）　カメのくらし あかね書房 増田 戻樹

シリー
ズもの

新装版・科学のアルバ
ム　動物・鳥編

新装版･科学のアルバム　動物・鳥編（全20巻）　カラスのくらし あかね書房 菅原 光二

シリー
ズもの

新装版・科学のアルバ
ム　動物・鳥編

新装版･科学のアルバム　動物・鳥編（全20巻）　キツツキの森 あかね書房 右高 英臣

シリー
ズもの

新装版・科学のアルバ
ム　動物・鳥編

新装版･科学のアルバム　動物・鳥編（全20巻）　コウモリ あかね書房 増田 戻樹

シリー
ズもの

新装版・科学のアルバ
ム　動物・鳥編

新装版･科学のアルバム　動物・鳥編（全20巻）　サケのたんじょう あかね書房 桜井 淳史

分類



タイトル 出版社名 著  者

シリー
ズもの

新装版・科学のアルバ
ム　動物・鳥編

新装版･科学のアルバム　動物・鳥編（全20巻）　サンゴ礁の世界 あかね書房 白井 祥平

シリー
ズもの

新装版・科学のアルバ
ム　動物・鳥編

新装版･科学のアルバム　動物・鳥編（全20巻）　シカのくらし あかね書房 増田 戻樹

シリー
ズもの

新装版・科学のアルバ
ム　動物・鳥編

新装版･科学のアルバム　動物・鳥編（全20巻）　たまごのひみつ あかね書房 清水 清

シリー
ズもの

新装版・科学のアルバ
ム　動物・鳥編

新装版･科学のアルバム　動物・鳥編（全20巻）　ツバメのくらし あかね書房 菅原 光二

シリー
ズもの

新装版・科学のアルバ
ム　動物・鳥編

新装版･科学のアルバム　動物・鳥編（全20巻）　ハヤブサの四季 あかね書房 伊藤正清／松田忠徳

シリー
ズもの

新装版・科学のアルバ
ム　動物・鳥編

新装版･科学のアルバム　動物・鳥編（全20巻）　フクロウ あかね書房 福田 俊司

シリー
ズもの

新装版・科学のアルバ
ム　動物・鳥編

新装版･科学のアルバム　動物・鳥編（全20巻）　ヘビとトカゲ あかね書房 増田 戻樹

シリー
ズもの

新装版・科学のアルバ
ム　動物・鳥編

新装版･科学のアルバム　動物・鳥編（全20巻）　メダカのくらし あかね書房 草野 慎二

シリー
ズもの

新装版・科学のアルバ
ム　動物・鳥編

新装版･科学のアルバム　動物・鳥編（全20巻）　モリアオガエル あかね書房 増田 戻樹

シリー
ズもの

新装版・科学のアルバ
ム　動物・鳥編

新装版･科学のアルバム　動物・鳥編（全20巻）　ヤドカリ あかね書房 川嶋 一成

シリー
ズもの

新装版・科学のアルバ
ム　動物・鳥編

新装版･科学のアルバム　動物・鳥編（全20巻）　ヤマネのくらし あかね書房 西村 豊

シリー
ズもの

新装版・科学のアルバ
ム　動物・鳥編

新装版･科学のアルバム　動物・鳥編（全20巻）　森のキタキツネ あかね書房 右高 英臣

シリー
ズもの

新装版・科学のアルバ
ム　植物編

新装版・科学のアルバム　植物編　アサガオ　たねからたねまで あかね書房 塚本 治弘

シリー
ズもの

新装版・科学のアルバ
ム　植物編

新装版・科学のアルバム　植物編　食虫植物のひみつ あかね書房 藤井 旭

シリー
ズもの

新装版・科学のアルバ
ム　植物編

新装版・科学のアルバム　植物編　ヒマワリのかんさつ あかね書房 藤井 旭

シリー
ズもの

新装版・科学のアルバ
ム　植物編

新装版・科学のアルバム　植物編　花の色のふしぎ あかね書房 藤井 旭

シリー
ズもの

新装版・科学のアルバ
ム　植物編

新装版・科学のアルバム　植物編　キノコの世界 あかね書房 片平 孝

シリー
ズもの

新装版・科学のアルバ
ム　植物編

新装版・科学のアルバム　植物編　イネの一生 あかね書房 青木 章

シリー
ズもの

新装版・科学のアルバ
ム　植物編

新装版・科学のアルバム　植物編　高山植物の一年 あかね書房 塚本 治弘

シリー
ズもの

新装版・科学のアルバ
ム　植物編

新装版・科学のアルバム　植物編　サクラの一年 あかね書房 片平 孝

シリー
ズもの

新装版・科学のアルバ
ム　植物編

新装版・科学のアルバム　植物編　ヘチマのかんさつ あかね書房 東海林明雄

シリー
ズもの

新装版・科学のアルバ
ム　植物編

新装版・科学のアルバム　植物編　サボテンのふしぎ あかね書房 片平 孝

シリー
ズもの

新装版・科学のアルバ
ム　植物編

新装版・科学のアルバム　植物編　たねのゆくえ あかね書房 青木 章

シリー
ズもの

新装版・科学のアルバ
ム　植物編

新装版・科学のアルバム　植物編　ジャガイモ あかね書房 塚本 治弘

分類



タイトル 出版社名 著  者

シリー
ズもの

新装版・科学のアルバ
ム　植物編

新装版・科学のアルバム　植物編　植物は動いている あかね書房 片平 孝

シリー
ズもの

新装版・科学のアルバ
ム　植物編

新装版・科学のアルバム　植物編　水草のひみつ あかね書房 東海林明雄

シリー
ズもの

新装版・科学のアルバ
ム　植物編

新装版・科学のアルバム　植物編　紅葉のふしぎ あかね書房 片平 孝

シリー
ズもの

新装版・科学のアルバ
ム　植物編

新装版・科学のアルバム　植物編　ムギの一生 あかね書房 東海林明雄

シリー
ズもの

新装版・科学のアルバ
ム　植物編

新装版・科学のアルバム　植物編　ドングリ あかね書房 片平 孝

シリー
ズもの

新装版・科学のアルバ
ム　植物編

新装版・科学のアルバム　植物編　コケの世界 あかね書房 片平 孝

シリー
ズもの

新装版・科学のアルバ
ム　天文・地学編

新装版・科学のアルバム　天文・地学編　雲と天気 あかね書房 塚本 治弘

シリー
ズもの

新装版・科学のアルバ
ム　天文・地学編

新装版・科学のアルバム　天文・地学編　星の一生 あかね書房 藤井 旭

シリー
ズもの

新装版・科学のアルバ
ム　天文・地学編

新装版・科学のアルバム　天文・地学編　星座をさがそう あかね書房 藤井 旭

シリー
ズもの

新装版・科学のアルバ
ム　天文・地学編

新装版・科学のアルバム　天文・地学編　火山は生きている あかね書房 青木 章

シリー
ズもの

新装版・科学のアルバ
ム　天文・地学編

新装版・科学のアルバム　天文・地学編　水　めぐる水のひみつ あかね書房 塚本 治弘

シリー
ズもの

新装版・科学のアルバ
ム　天文・地学編

新装版・科学のアルバム　天文・地学編　塩　海からきた宝石 あかね書房 片平 孝

シリー
ズもの

新装版・科学のアルバ
ム　天文・地学編

新装版・科学のアルバム　天文・地学編　氷の世界 あかね書房 東海林明雄

シリー
ズもの

新装版・科学のアルバ
ム　天文・地学編

新装版・科学のアルバム　天文・地学編　砂漠の世界 あかね書房 片平 孝

シリー
ズもの

ごみゼロ大作戦！ ごみゼロ大作戦！①ごみってどこから生まれるの？ ポプラ社 浅利 美鈴 監修

シリー
ズもの

ごみゼロ大作戦！ ごみゼロ大作戦！②リデュース ポプラ社 浅利 美鈴 監修

シリー
ズもの

ごみゼロ大作戦！ ごみゼロ大作戦！３リフューズ・リペア ポプラ社 浅利 美鈴 監修

シリー
ズもの

ごみゼロ大作戦！ ごみゼロ大作戦！④リユース ポプラ社 浅利 美鈴 監修

シリー
ズもの

ごみゼロ大作戦！ ごみゼロ大作戦！⑤レンタル＆シェアリング ポプラ社 浅利 美鈴 監修

シリー
ズもの

ごみゼロ大作戦！ ごみゼロ大作戦！⑥リサイクル ポプラ社 浅利 美鈴 監修

シリー
ズもの

ドラえもん科学ワール
ド

ドラえもん科学ワールド　天気と気象の不思議 小学館 （監修）尾崎美香/大谷絵里

シリー
ズもの

ドラえもん科学ワール
ド

ドラえもん科学ワールド　宇通の不思議 小学館
（監修）藤子プロ/日本科学未
来館

シリー
ズもの

ドラえもん科学ワール
ド

ドラえもん科学ワールド　地球の不思議 小学館
（監修）藤子プロ/日本科学未
来館

シリー
ズもの

ドラえもん科学ワール
ド

ドラえもん科学ワールド　動植物の不思議 小学館
（監修）藤子プロ/實吉達郎/
多田多恵子

分類



タイトル 出版社名 著  者

シリー
ズもの

ドラえもん科学ワール
ド

ドラえもん科学ワールド　エネルギーの不思議 小学館 （監修）尾崎美香/吉田健司

シリー
ズもの

ドラえもん大探検 ドラえもん生き物大探検 小学館 藤子・Ｆ・不二夫

シリー
ズもの

ドラえもん大探検 ドラえもん乗り物大探検 小学館 藤子・Ｆ・不二夫

シリー
ズもの

ドラえもん大探検 ドラえもん地球大探検 小学館 藤子・Ｆ・不二夫

シリー
ズもの

ドラえもん大探検 ドラえもん宇宙大探検 小学館 藤子・Ｆ・不二夫

シリー
ズもの

ドラえもん大探検 ドラえもんからだ大探検 小学館 藤子・Ｆ・不二夫

シリー
ズもの

ドラえもん大探検 ドラえもん人物大探検 小学館 藤子・Ｆ・不二夫

シリー
ズもの

ドラえもん大探検 ドラえもん地図大探検 小学館 藤子・Ｆ・不二夫

シリー
ズもの

ドラえもん大探検 ドラえもん植物大探検 小学館 藤子・Ｆ・不二夫

シリー
ズもの

ドラえもん大探検 ドラえもん発明発見大探検 小学館 藤子・Ｆ・不二夫

シリー
ズもの

ドラえもん大探検 ドラえもん海底大探検 小学館 藤子・Ｆ・不二夫

シリー
ズもの

シートンどうぶつ記 シートンどうぶつ記　①オオカミ王　ロボ あすなろ書房 小林 清之介/たかはしきよし

シリー
ズもの

シートンどうぶつ記 シートンどうぶつ記　②タラク山のクマ王 あすなろ書房 小林 清之介/たかはしきよし

シリー
ズもの

シートンどうぶつ記 シートンどうぶつ記　③はたおリスのぼうけん あすなろ書房 小林 清之介/たかはしきよし

シリー
ズもの

シートンどうぶつ記 シートンどうぶつ記　④銀ギツネものがたり あすなろ書房 小林 清之介/たかはしきよし

シリー
ズもの

シートンどうぶつ記 シートンどうぶつ記　⑤スズメのランディー あすなろ書房 小林 清之介/たかはしきよし

シリー
ズもの

シートンどうぶつ記 シートンどうぶつ記　⑥クマがり犬　ビリー あすなろ書房 小林 清之介/たかはしきよし

シリー
ズもの

シートンどうぶつ記 シートンどうぶつ記　⑦少年とオオヤマネコ あすなろ書房 小林 清之介/たかはしきよし

シリー
ズもの

シートンどうぶつ記 シートンどうぶつ記　⑧キルダー川のアライグマ あすなろ書房 小林 清之介/たかはしきよし

シリー
ズもの

シートンどうぶつ記 シートンどうぶつ記　⑨ギザ耳ウサギ あすなろ書房 小林 清之介/たかはしきよし

シリー
ズもの

幼年版　ファーブルこ
んちゅう記

幼年版　ファーブルこんちゅう記　1　ふんをころがす虫 あすなろ書房 小林 清之介/たかはしきよし

シリー
ズもの

幼年版　ファーブルこ
んちゅう記

幼年版　ファーブルこんちゅう記　2　せみの話 あすなろ書房 小林 清之介/たかはしきよし

シリー
ズもの

幼年版　ファーブルこ
んちゅう記

幼年版　ファーブルこんちゅう記　3　かりをするはちの話 あすなろ書房 小林 清之介/たかはしきよし

シリー
ズもの

幼年版　ファーブルこ
んちゅう記

幼年版　ファーブルこんちゅう記　4　ありとしでむしの話 あすなろ書房 小林 清之介/たかはしきよし

分類



タイトル 出版社名 著  者

シリー
ズもの

幼年版　ファーブルこ
んちゅう記

幼年版　ファーブルこんちゅう記　5　もんしろちょうとみのむしの話 あすなろ書房 小林 清之介/たかはしきよし

シリー
ズもの

幼年版　ファーブルこ
んちゅう記

幼年版　ファーブルこんちゅう記　6　かみきりむしとおとしぶみの話 あすなろ書房 小林 清之介/たかはしきよし

シリー
ズもの

幼年版　ファーブルこ
んちゅう記

幼年版　ファーブルこんちゅう記　7　こがねむしとぞうむしの話 あすなろ書房 小林 清之介/たかはしきよし

シリー
ズもの

幼年版　ファーブルこ
んちゅう記

幼年版　ファーブルこんちゅう記　8　かまきりとあわふきむしの話 あすなろ書房 小林 清之介/たかはしきよし

シリー
ズもの

幼年版　ファーブルこ
んちゅう記

幼年版　ファーブルこんちゅう記　9　こおろぎとばったの話 あすなろ書房 小林 清之介/たかはしきよし

シリー
ズもの

幼年版　ファーブルこ
んちゅう記

幼年版　ファーブルこんちゅう記　10　くもとおさむしの話 あすなろ書房 小林 清之介/たかはしきよし

シリー
ズもの

ファーブル昆虫記 ファーブル昆虫記　①ふしぎなスカラベ 集英社 奥本 大三郎

シリー
ズもの

ファーブル昆虫記 ファーブル昆虫記　②狩りをするハチ 集英社 奥本 大三郎

シリー
ズもの

ファーブル昆虫記 ファーブル昆虫記　③セミの歌のひみつ 集英社 奥本 大三郎

シリー
ズもの

ファーブル昆虫記 ファーブル昆虫記　④サソリの決闘 集英社 奥本 大三郎

シリー
ズもの

ファーブル昆虫記 ファーブル昆虫記　⑤オトシブミのゆりかご 集英社 奥本 大三郎

シリー
ズもの

ファーブル昆虫記 ファーブル昆虫記　⑥ツチハンミョウのミステリー 集英社 奥本 大三郎

シリー
ズもの

ファーブル昆虫記 ファーブル昆虫記　⑦アリやハエのはたらき 集英社 奥本 大三郎

シリー
ズもの

ファーブル昆虫記 ファーブル昆虫記　⑧伝記　虫の詩人の生涯 集英社 奥本 大三郎

絵本 絵本 ことりをすきになった山 偕成社 アリス・マクレーラン

絵本 絵本 おほしさまかいて！ 偕成社 エリック・カール

絵本 絵本 はらっぱハウス アリス館 近藤 薫美子

絵本 絵本 すくすくのはら アリス館 近藤 薫美子

絵本 絵本 森にいこうよ！ 小学館 C・W・ニコル

絵本 絵本 １．２．３．どうぶつえんへ 偕成社 エリック・カール

絵本 絵本 うたがみえるきこえるよ 偕成社 エリック・カール

絵本 絵本 パンダくんパンダくんなにみているの？ 偕成社 ビル・マーチン

絵本 絵本 こんにちはあかぎつね！ 偕成社 エリック・カール

絵本 絵本 くまさんくまさんなにみてるの？ 偕成社 ビル・マーチン

分類



タイトル 出版社名 著  者

絵本 絵本 できるかな？あたまからつまさきまで 偕成社 エリック・カール

絵本 絵本 たんじょうびのふしぎなてがみ 偕成社 エリック・カール

絵本 絵本 もったいないばあさんのいただきます 講談社 真珠 まりこ

絵本 絵本 やどかりのおひっこし 偕成社 エリック・カール

絵本 絵本 巨人にきをつけろ！ 偕成社 エリック・カール

絵本 絵本 しりたがりのこひつじ 偕成社 アーノルド・サンドガード

絵本 絵本 ゆっくりがいっぱい！ 偕成社 エリック・カール

絵本 絵本 カンガルーの子どもにもかあさんいるの？ 偕成社 エリック・カール

絵本 絵本 はらぺこあおむし 偕成社 エリック・カール

絵本 絵本 ね、ぼくのともだちになって！ 偕成社 エリック・カール

絵本 絵本 ごきげんななめのてんとうむし　改訂大型版 偕成社 エリック・カール

絵本 絵本 ちいさいタネ 偕成社 エリック・カール

絵本 絵本 しろくまくんなにがきこえる？ 偕成社 ビル・マーチン

絵本 絵本 つちらんど アリス館 近藤 薫美子

絵本 絵本 ちきゅうはみんなのいえ くもん出版
エリサ・クレヴェン【絵】/リ
ンダ・グレイザー【文】

絵本 絵本 地球をほる ＢＬ出版 川端 誠

絵本 絵本 もったいないばあさん 講談社 真珠 まりこ

絵本 絵本 月ようびはなにたべる 偕成社 エリック・カール

絵本 絵本 ちいさなくも 偕成社 エリック・カール

絵本 絵本 かまきりっこ アリス館 近藤 薫美子

絵本 絵本 おんぶかあちゃん アリス館 近藤 薫美子

絵本 絵本 のにっき アリス館 近藤 薫美子

絵本 絵本 たねいっぱいわらったね アリス館 近藤 薫美子

絵本 絵本 しん太の昔遊び 木耳社 安川 眞慈

分類



タイトル 出版社名 著  者

絵本 絵本 ミラクルバナナ 学研 ジョルジュ・キャスト　他

絵本 絵本 レイチェル ＢＬ出版 エイミーエアリク(文)

絵本 絵本 絵とき　ゾウの時間とネズミの時間 福音館書店 あべ 弘志 (絵)/本川 達雄(文)

絵本 絵本 月刊たくさんのふしぎ　虫こぶはひみつのかくれが？ 福音館書店 湯川 淳一　他

絵本 絵本 そらべあ ソニーマガジンズ かとう しんじ

絵本 絵本 チョウの宝もの 小学館 シム・シメール

絵本 絵本 ぎふちょう　LUEHDORFIA SWALLOWTAIL 偕成社 舘野 鴻

絵本 絵本 はるをさがしに 文渓堂 亀岡 亜希子

絵本 絵本 生きものいっぱいゆたかなちきゅう そうえん社 ワタナベケンイチ

絵本 絵本 パパ、お月さまとって１ 偕成社 エリック・カール

絵本 絵本 だんごむしそらをとぶ 小学館 松岡 達英

絵本 絵本 ぼくのねこみなかった？ 偕成社 エリック・カール

絵本 絵本 もりのおかしやさん 偕成社 舟崎 靖子(作)舟崎 克彦(絵)

絵本 絵本 パパはウルトラセブン 学研 みやにしたつや

絵本 絵本 ぬくもり 清水かつら

絵本 絵本 ぼちぼちいこか 偕成社
マイク・セイラー(作)/ロバー
ト・グロスマン(絵）/いまえ
よしとも（訳）

絵本 絵本 ムクリのにじいろTシャツ 宮原 桃子
宮原　桃子（作）/中澤　あや
子（絵）

絵本 絵本 ワンダーおはなし館1ドンキホーテ 世界文化社 伊藤 アキラ

絵本 絵本 ワンダーおはなし館２ないた　あかおに 世界文化社 浜田 康介

絵本 絵本 ワンダーおはなし館３アラジンとまほうのランプ 世界文化社 矢部 美智代

絵本 絵本 ワンダーおはなし館４ブレーメンのおんがくたい 世界文化社 高見 のっぽ

絵本 絵本 ワンダーおはなし館５しあわせのおうじ 世界文化社 西村 裕見子

絵本 絵本 ワンダーおはなし館６てんぐのかくれみの 世界文化社 日本民話

絵本 絵本 ワンダーおはなし館７きつねの　たなばたさま 世界文化社 正岡 彗子

分類



タイトル 出版社名 著  者

絵本 絵本 ワンダーおはなし館９　にんぎょひめ 世界文化社 アンデルセン

絵本 絵本 ワンダーおはなし館１０　ガリバーのぼうけん 世界文化社 スウイフト

絵本 絵本 ワンダーおはなし館１１　おおきないえ 世界文化社 矢崎 節夫

絵本 絵本 ワンダーおはなし館１２　かぐやひめ 世界文化社 竹取物語

絵本 絵本 みんなともだち 9月号 チャイルド本社 植村 和久（編集）

絵本 絵本 みんなともだち 10月号 チャイルド本社 植村 和久（編集）

絵本 絵本 ミッケ！びっくりハウス 小学館 ジーン・マルゾーロ

絵本 絵本 ミッケ！ミステリー 小学館 ジーン・マルゾーロ

絵本 絵本 ミッケ！I　SPY 小学館 ジーン・マルゾーロ

絵本 絵本 さびしがりやのほたる 偕成社 エリック・カール

絵本 絵本 カチーナの石 講談社 戸井 十月　他

絵本 絵本 6000000000個の缶飲料 合同出版 今泉 みね子

絵本 絵本 みみずのカーロ 合同出版 今泉 みね子

絵本 絵本 じゃがいもとさつまいも やよい文庫 かとう むつお

絵本 絵本 ふたりのイエローコスモス こどもエコクラブ 正岡 彗子

絵本 絵本 世界伝記全集宮沢賢治・ミケランジェロ 小学館
桂木 寛子/小沢 正/谷 俊彦/リ
パモンティ

絵本 絵本 くもさんおへんじどおしたの 偕成社 エリック・カール

絵本 絵本 こども百科４・５・６歳のずかんえほん　どうぶつの本 講談社 今泉 忠明

絵本 絵本 こども百科４・５・６歳のずかんえほん　こんちゅうの本 講談社 高家　博成

絵本 絵本 こども百科４・５・６歳のずかんえほん　うみのいきものの本 講談社 武田　正倫

絵本 絵本 おいでよ森へ　空と水と大地をめぐる命の話 ダイヤモンド社
「おいでよ森へ」プロジェク
ト

絵本 絵本 しかけ絵本　ちきゅうのためにやってみよう！ チャイルド本社 ひらのてつお

絵本 絵本 バーバパパのはこぶね 講談社
アネット・チゾン、タラス・
テイラー

絵本 絵本 あれあれ？そっくり！ ブロンズ新社 今森　光彦

分類



タイトル 出版社名 著  者

絵本 絵本 ペネロペちきゅうがだいすき 岩崎書店 アン・グッドマン

絵本 絵本 ふゆめがっしょうだん かがくのとも絵本 長　新太

絵本 絵本 うんこはごちそう 農文協 伊沢　正名

絵本 絵本 ペンギンかぞくのおひっこし 小学館 刀根　里衣

絵本 絵本 おさるのジョージ木をうえよう 岩波書店 Ｍ.＆Ｈ.Ａ.レイ

絵本 絵本 もったいないばあさんもりへいく 講談社 真珠 まりこ

絵本 絵本 もったいないばあさんかわをゆく 講談社 真珠 まりこ

絵本 絵本 サメってさいこう！ 偕成社 オーウェン・デイビー

絵本 絵本 サルってさいこう！ 偕成社 オーウェン・デイビー

絵本 絵本 ツバメのたび―5000キロのかなたから― 偕成社 鈴木　まもる

絵本 絵本 自然のとびら アノニマ・スタジオ ケイ・マグワイア

絵本 絵本 ちきゅうのためにできる１０のこと チャイルド本社 メラニー・ウォルシュ

絵本 絵本 タンポポたいへん！ すずき出版 シャーロット・ミドルトン

絵本 絵本 ジュディ・モード地球をすくう！ 小峰書店 メーガン・マクドナルド

絵本 絵本 ナマケモノのいる森で アノニマ・スタジオ ソフィー・ストラディ

絵本 絵本 とびだす！うごく！どうぶつ 小学館 わらべ　きみか

絵本 絵本 とびだす！うごく！うみのいきもの 小学館 わらべ　きみか

アゴラ アゴラ アゴラ　地域がつくる総合雑誌　　２５ アゴラ相模原 格地 悦子　他(編著) 貸出不可

アゴラ アゴラ アゴラ　地域がつくる総合雑誌　　２６ アゴラ相模原 格地 悦子　他(編著) 貸出不可

アゴラ アゴラ アゴラ　地域がつくる総合雑誌　　２７ アゴラ相模原 格地 悦子　他(編著) 貸出不可

アゴラ アゴラ アゴラ　地域がつくる総合雑誌　　２８ アゴラ相模原 格地 悦子　他(編著) 貸出不可

アゴラ アゴラ アゴラ　地域がつくる総合雑誌　　２９ アゴラ相模原 格地 悦子　他(編著) 貸出不可

アゴラ アゴラ アゴラ　市民がつくる総合雑誌　　３０ アゴラ相模原 格地 悦子　他(編著) 貸出不可

アゴラ アゴラ アゴラ　市民がつくる総合雑誌　　３１ アゴラ相模原 格地 悦子　他(編著) 貸出不可

分類



タイトル 出版社名 著  者

アゴラ アゴラ アゴラ　市民がつくる総合雑誌　　３２ アゴラ相模原 格地 悦子　他(編著) 貸出不可

アゴラ アゴラ アゴラ　市民がつくる総合雑誌　　３３ アゴラ相模原 格地 悦子　他(編著) 貸出不可

アゴラ アゴラ アゴラ　市民がつくる総合雑誌　　３４ アゴラ相模原 格地 悦子　他(編著) 貸出不可

アゴラ アゴラ アゴラ　市民がつくる総合雑誌　　３５ アゴラ相模原 格地 悦子　他(編著) 貸出不可

アゴラ アゴラ アゴラ　市民がつくる総合雑誌　　３６ アゴラ相模原 格地 悦子　他(編著) 貸出不可

アゴラ アゴラ アゴラ　市民がつくる総合雑誌　　３７ アゴラ相模原 格地 悦子　他(編著) 貸出不可

アゴラ アゴラ アゴラ　市民がつくる総合雑誌　　３８ アゴラ相模原 格地 悦子　他(編著) 貸出不可

アゴラ アゴラ アゴラ　市民がつくる総合雑誌　　３９ アゴラ相模原 格地 悦子　他(編著) 貸出不可

アゴラ アゴラ アゴラ　市民がつくる総合雑誌　　４０ アゴラ相模原 格地 悦子　他(編著) 貸出不可

アゴラ アゴラ アゴラ　市民がつくる総合雑誌　　４１ アゴラ相模原 格地 悦子　他(編著) 貸出不可

アゴラ アゴラ アゴラ　市民がつくる総合雑誌　　４２ アゴラ相模原 格地 悦子　他(編著) 貸出不可

アゴラ アゴラ アゴラ　市民がつくる総合雑誌　　４３ アゴラ相模原 格地 悦子　他(編著) 貸出不可

アゴラ アゴラ アゴラ　市民がつくる総合雑誌　　４４ アゴラ相模原 格地 悦子　他(編著) 貸出不可

アゴラ アゴラ アゴラ　市民がつくる総合雑誌　　４５ アゴラ相模原 格地 悦子　他(編著) 貸出不可

アゴラ アゴラ アゴラ　市民がつくる総合雑誌　　４６ アゴラ相模原 格地 悦子　他(編著) 貸出不可

アゴラ アゴラ アゴラ　市民がつくる総合雑誌　　４７ アゴラ相模原 格地 悦子　他(編著) 貸出不可

アゴラ アゴラ アゴラ　市民がつくる総合雑誌　　４８ アゴラ相模原 格地 悦子　他(編著) 貸出不可

アゴラ アゴラ アゴラ　市民がつくる総合雑誌　　４９ アゴラ相模原 格地 悦子　他(編著) 貸出不可

アゴラ アゴラ アゴラ　市民がつくる総合雑誌　　５０ アゴラ相模原 格地 悦子　他(編著) 貸出不可

アゴラ アゴラ アゴラ　市民がつくる総合雑誌　　５１ アゴラ相模原 格地 悦子　他(編著) 貸出不可

アゴラ アゴラ アゴラ　市民がつくる総合雑誌　　５２ アゴラ相模原 格地 悦子　他(編著) 貸出不可

アゴラ アゴラ アゴラ　市民がつくる総合雑誌　　５３ アゴラ相模原 格地 悦子　他(編著) 貸出不可

アゴラ アゴラ アゴラ　市民がつくる総合雑誌　　５４ アゴラ相模原 格地 悦子　他(編著) 貸出不可

アゴラ アゴラ アゴラ　市民がつくる総合雑誌　　５５ アゴラ相模原 格地 悦子　他(編著) 貸出不可

分類



タイトル 出版社名 著  者

アゴラ アゴラ アゴラ　市民がつくる総合雑誌　　５６ アゴラ相模原 格地 悦子　他(編著) 貸出不可

アゴラ アゴラ アゴラ　市民がつくる総合雑誌　　５８ アゴラ相模原 格地 悦子　他(編著) 貸出不可

アゴラ アゴラ アゴラ　市民がつくる総合雑誌　　５９ アゴラ相模原 格地 悦子　他(編著) 貸出不可

アゴラ アゴラ アゴラ　市民がつくる総合雑誌　　６０ アゴラ相模原 格地 悦子　他(編著) 貸出不可

アゴラ アゴラ アゴラ　市民がつくる総合雑誌　　６１ アゴラ相模原 格地 悦子　他(編著) 貸出不可

アゴラ アゴラ アゴラ　市民がつくる総合雑誌　　６２ アゴラ相模原 格地 悦子　他(編著) 貸出不可

アゴラ アゴラ アゴラ　市民がつくる総合雑誌　　６３ アゴラ相模原 格地 悦子　他(編著) 貸出不可

アゴラ アゴラ アゴラ　市民がつくる総合雑誌　　６４ アゴラ相模原 格地 悦子　他(編著) 貸出不可

アゴラ アゴラ アゴラ　市民がつくる総合雑誌　　６５ アゴラ相模原 格地 悦子　他(編著) 貸出不可

アゴラ アゴラ アゴラ　市民がつくる総合雑誌　　６６ アゴラ相模原 格地 悦子　他(編著) 貸出不可

アゴラ アゴラ アゴラ　市民がつくる総合雑誌　　６７ アゴラ相模原 格地 悦子　他(編著) 貸出不可

アゴラ アゴラ アゴラ　市民がつくる総合雑誌　　６８ アゴラ相模原 格地 悦子　他(編著) 貸出不可

アゴラ アゴラ アゴラ　市民がつくる総合雑誌　　６９ アゴラ相模原 格地 悦子　他(編著) 貸出不可

アゴラ アゴラ アゴラ　市民がつくる総合雑誌　　７０ アゴラ相模原 格地 悦子　他(編著) 貸出不可

アゴラ アゴラ アゴラ　市民がつくる総合雑誌　　７１ アゴラ相模原 格地 悦子　他(編著) 貸出不可

アゴラ アゴラ アゴラ　市民がつくる総合雑誌　　７２ アゴラ相模原 格地 悦子　他(編著) 貸出不可

アゴラ アゴラ アゴラ　市民がつくる総合雑誌　　７３ アゴラ相模原 格地 悦子　他(編著) 貸出不可

アゴラ アゴラ アゴラ　市民がつくる総合雑誌　　７４ アゴラ相模原 格地 悦子　他(編著) 貸出不可

アゴラ アゴラ アゴラ　市民がつくる総合雑誌　　７５ アゴラ相模原 格地 悦子　他(編著) 貸出不可

アゴラ アゴラ アゴラ　市民がつくる総合雑誌　　７６ アゴラ相模原 格地 悦子　他(編著) 貸出不可

アゴラ アゴラ アゴラ　市民がつくる総合雑誌　　７７ アゴラ相模原 格地 悦子　他(編著) 貸出不可

アゴラ アゴラ アゴラ　市民がつくる総合雑誌　　７８ アゴラ相模原 格地 悦子　他(編著) 貸出不可

アゴラ アゴラ アゴラ　市民がつくる総合雑誌　　８１ アゴラ相模原 格地 悦子　他(編著) 貸出不可

アゴラ アゴラ アゴラ　市民がつくる総合雑誌　　８２ アゴラ相模原 格地 悦子　他(編著) 貸出不可
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アゴラ アゴラ アゴラ　市民がつくる総合雑誌　　８３ アゴラ相模原 格地 悦子　他(編著) 貸出不可

アゴラ アゴラ アゴラ　市民がつくる総合雑誌　　８４ アゴラ相模原 格地 悦子　他(編著) 貸出不可

アゴラ アゴラ アゴラ　市民がつくる総合雑誌　　８５ アゴラ相模原 格地 悦子　他(編著) 貸出不可

アゴラ アゴラ アゴラ　市民がつくる総合雑誌　　８６ アゴラ相模原 格地 悦子　他(編著) 貸出不可

アゴラ アゴラ アゴラ　市民がつくる総合雑誌　　８９ アゴラ相模原 格地 悦子　他(編著) 貸出不可

アゴラ アゴラ アゴラ　市民がつくる総合雑誌　　９０ アゴラ相模原 格地 悦子　他(編著) 貸出不可

アゴラ アゴラ アゴラ　市民がつくる総合雑誌　　９１ アゴラ相模原 格地 悦子　他(編著) 貸出不可

アゴラ アゴラ アゴラ　市民がつくる総合雑誌　　９２ アゴラ相模原 格地 悦子　他(編著) 貸出不可

アゴラ アゴラ アゴラ　市民がつくる総合雑誌　　９4 アゴラ相模原 格地 悦子　他(編著) 貸出不可

アゴラ アゴラ アゴラ　市民がつくる総合雑誌　　９5 アゴラ相模原 格地 悦子　他(編著) 貸出不可

相模原
市

相模原市史 相模原市史・自然編 2009年 相模原市
相模原市総務局総務課市史編
さん室

貸出不可

相模原
市

相模原市史 相模原市史・自然編 2009年 相模原市
相模原市総務局総務課市史編
さん室

貸出不可

相模原
市

相模原市史 相模原市史・民俗編 相模原市
相模原市総務局総務課市史編
さん室

貸出不可

相模原
市

相模原市史 相模原市史・現代通史編 相模原市
相模原市教育委員会教育局生
涯学習部博物館

貸出不可

相模原
市

相模原市史 相模原市史・現代テーマ編　～軍都・基地そして都市化～ 相模原市
相模原市教育委員会教育局生
涯学習部博物館

貸出不可

相模原
市

相模原市史 相模原市史・文化遺産編 相模原市
相模原市教育委員会教育局生
涯学習部博物館

貸出不可

相模原
市

相模原市史 相模原市史・近代資料編 相模原市
相模原市教育委員会教育局生
涯学習部博物館

貸出不可

相模原
市

相模原市史 相模原市史・別編 相模原市
相模原市教育委員会教育局生
涯学習部博物館

貸出不可

相模原
市

相模原市史ノート 相模原市史ノート　第3号 相模原市
相模原市教育委員会教育局生
涯学習部博物館

貸出不可

相模原
市

相模原市史ノート 相模原市史ノート　第4号 相模原市
相模原市教育委員会教育局生
涯学習部博物館

貸出不可

相模原
市

相模原市史ノート 相模原市史ノート　第5号 相模原市
相模原市教育委員会教育局生
涯学習部博物館

貸出不可

相模原
市

相模原市史ノート 相模原市史ノート　第11号 相模原市
相模原市教育委員会教育局生
涯学習部博物館

貸出不可

相模原
市

相模原市史ノート 相模原市史ノート　第12号 相模原市
相模原市教育委員会教育局生
涯学習部博物館

貸出不可

相模原
市

相模原市史ノート 相模原市史ノート　第13号 相模原市
相模原市教育委員会教育局生
涯学習部博物館

貸出不可

相模原
市

相模原市史ノート 相模原市史ノート　第14号 相模原市
相模原市教育委員会教育局生
涯学習部博物館

貸出不可

相模原
市

相模原市史ノート 相模原市史ノート　第15号 相模原市
相模原市教育委員会教育局生
涯学習部博物館

貸出不可

相模原
市

私たちの相模原 私たちの相模原（平成１５年度版） 相模原市教育委員会 相模原市立総合学習センター 貸出不可

分類
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相模原
市

私たちの相模原 私たちの相模原（平成１６年度版） 相模原市教育委員会 相模原市立総合学習センター 貸出不可

相模原
市

私たちの相模原 私たちの相模原（平成１９年度版） 相模原市教育委員会 相模原市立総合学習センター 貸出不可

相模原
市

私たちの相模原 私たちの相模原（平成２１年度版） 相模原市教育委員会 相模原市立総合学習センター 貸出不可

相模原
市

私たちの相模原 私たちの相模原（平成２３年度版） 相模原市教育委員会 相模原市立総合学習センター 貸出不可

相模原
市

私たちの相模原 私たちの相模原（平成２３年度版） 相模原市教育委員会 相模原市立総合学習センター 貸出不可

相模原
市

私たちの相模原 私たちの相模原（平成２４年度版） 相模原市教育委員会 相模原市立総合学習センター 貸出不可

相模原
市

私たちの相模原 私たちの相模原（平成２６年度版） 相模原市教育委員会 相模原市立総合学習センター 貸出不可

相模原
市

私たちの相模原 私たちの相模原（平成２７年度版） 相模原市教育委員会 相模原市立総合学習センター 貸出不可

相模原
市

私たちの相模原 私たちの相模原（平成２８年度版） 相模原市教育委員会 相模原市立総合学習センター 貸出不可

相模原
市

私たちの相模原 私たちの相模原（平成２９年度版） 相模原市教育委員会 相模原市立総合学習センター 貸出不可

相模原
市

私たちの相模原 私たちの相模原（平成３０年度版） 相模原市教育委員会 相模原市立総合学習センター 貸出不可

津久井
町

津久井町史 津久井町史　資料編　近世2 相模原市（博物館） 津久井町史編集委員会 貸出不可

津久井
町

津久井町史 津久井町史　自然編 相模原市（博物館） 津久井町史編集委員会 貸出不可

津久井
町

津久井町史 津久井町史　通史編　近世・近代・現代 相模原市（博物館） 津久井町史編集委員会 貸出不可

津久井
町

津久井町史 津久井町史　通史編　原始・古代・中世 相模原市（博物館） 津久井町史編集委員会 貸出不可

津久井
町

津久井町史 津久井町史　文化遺産編 相模原市（博物館） 津久井町史編集委員会 貸出不可

津久井
町

ふるさと津久井 ふるさと津久井　第6号 相模原市（博物館） 相模原市博物館市史編さん班 貸出不可

津久井
町

ふるさと津久井 ふるさと津久井　第7号 相模原市（博物館） 相模原市博物館市史編さん班 貸出不可

分類


