
自然環境（動物・植物・昆虫など）
2022.09.27更新

図書番号 書籍名称 発行所 著者・編者等 発行年

E-001 エコロン自然シリーズ　昆虫 保育社 石川亮輔他著　 1998.07

E-002 エコロン自然シリーズ　鳥 保育社 小林桂助著　 1998.02

E-003 エコロン自然シリーズ　海岸動物 保育社 内海富士夫監修　 1998.03

E-004 エコロン自然シリーズ　蝶・蛾 保育社 白水隆・黒子浩著　 1998.01

E-005 エコロン自然シリーズ　動物１ 保育社 林寿郎著　 1995.09

E-006 エコロン自然シリーズ　動物２ 保育社 林寿郎著　 1995.11

E-007 エコロン自然シリーズ　貝 保育社 波部忠重著　 1996.04

E-008 エコロン自然シリーズ　魚 保育社 蒲原稔治著　 1998.08

E-009 エコロン自然シリーズ　植物１ 保育社 大井次三郎著　 1996.05

E-010 エコロン自然シリーズ　植物２ 保育社 大井次三郎著　 1996.06

E-011 エコロン自然シリーズ　樹木 保育社 岡本省吾著　 1995.12

E-012 山渓フィールドブックス１．春の野草 山と渓谷社 永田芳男著 1991.06

E-013 山渓フィールドブックス２．夏の野草 山と渓谷社 永田芳男著 1991.08

E-014 山渓フィールドブックス３．秋の野草 山と渓谷社 永田芳男著 1991.09

E-015 山渓フィールドブックス４．野鳥 山と峡谷社 浜口哲一他著　 1991.06

E-016 山渓フィールドブックス６．海水魚 山と峡谷社 益田一著 1992.09

E-017 山渓フィールドブックス７．高山植物 山と渓谷社 木原浩著 1993.07

E-018 山渓フィールドブックス８ 海辺の生きもの 山と峡谷社 奥谷喬司編著　 1994.08

E-019 山渓フィールドブックス９ サンゴ礁の生きもの 山と峡谷社 奥山喬司著 1994.08

E-020 山渓フィールドブックス１１．蝶 山と峡谷社 猪又敏男･松本克臣著 1995.08

E-021 山渓フィールドブックス１３．甲虫 山と峡谷社 黒沢良彦他著　 1996.06

E-022 山渓フィールドブックス１４．しだ・こけ 山と渓谷社 岩月善之助 伊沢正名 1996.06

E-023 山渓フィールドブックス１６．樹木[春夏編] 山と渓谷社 永田芳男著 1999.07

E-024 山渓フィールドブックス１７．樹木［秋冬編］ 山と渓谷社 永田芳男著 1997.1

E-025 山渓フィールドブックス１0．きのこ 山と渓谷社 本郷次男 1994

E-026 山渓フィールドブックス１2．薬草 山と渓谷社 井波一雄 1995



E-027 楽しい昆虫採集 草思社 奥本大三郎 1991.09

E-028 街なか生きもの探検ガイド　 フィールド・サインで見つける NTT出版 佐々木洋＝文、 1998.05

E-029 ＭＹ　ＤＡＴＡ図鑑　野鳥フィールド日記 山と峡谷社 岡崎立著 1995.05

E-030 ＭＹ　ＤＡＴＡ図鑑　 野の花フィールド日記 山と峡谷社 松岡真澄著　 1995.05

E-031 フィールドガイド　日本の野鳥（増補版） 日本野鳥の会 高野伸二著　 1995.05

E-032 フィールド・ガイド　７　日本の樹木（上） 小学館 中川重年著 1990.03

E-033 フィールド・ガイド２０  海辺の生物 小学館 松久保晃作著 1999.08

E-034 カブトムシの百科 データハウス 海野和男著 2000.07

E-035 虎が消える日 朝日新聞社 リチャード・アイヴズ著 1998.11

E-036 庭仕事の素敵な友だち 筑摩書房 澤口たまみ著 1997.06

E-037 滅びゆく日本の昆虫50種 築地書館 朝比奈正二郎編著 1993.02

E-038 ヤマネって知ってる？ 築地書館 湊秋作著 2000.1

E-039 猛毒動物の百科 データハウス 今泉忠明著 1999.06

E-040 アシカが笑うわけ 小学館 高砂淳二著 2000.08

E-041 ダイバーのための海底観察図鑑 PHP研究所 吉野雄輔著 19995.05

E-042 日本の哺乳類 東海大学出版会 阿部永監修 19994.12

E-043 生物保全の生態学 共立出版 鷲谷いづみ著 1999.05

E-044 ｳﾐｳｼｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ 沖縄・慶良間諸島の海から TBSプリタニカ 写真・文：小野篤司 1999.07

E-045 ウミウシ　ガイドブック　2 TBSプリタニカ 鈴木敬宇著 2000.04

E-046 バードウォッチング入門 文一総合出版 浜口哲一著 1997.07

E-047 ジンベエザメの命メダカの命 信山社サイテック 吉田啓正著 1999.07

E-048 森の動物・昆虫学のすすめ 八坂書房 西口親雄著 1995.02

E-049 カラー動物百科 平凡社 平凡社編 2000.09

E-050 カラー植物百科 平凡社 平凡社編 2000.12

E-051 庭にきた鳥　いのちのドラマを家族でみる 農文協 佐藤信治著 1999.1

E-052 本州のクマゲラ 緑風出版 藤井忠志著 1999.1

E-053 昆虫の本棚 八坂書房 小西正泰著 1999.02

E-054 イルカ・ウォッチング 平凡社 中村庸夫著 1995.04



E-055 金沢城のヒキガエル どうぶつ社 奥野良之助 1996

E-056 クラゲの正体 晶文社 坂田明著 1994.11

E-057 川辺の昆虫カメラ散歩 多摩川水系250種の虫たち 講談社 海野和男著 1999.05

E-058
地球をまもる小さな生き物たち
－環境微生物とバイオレメディエーション-

技報堂出版 児玉徹他編 1995.06

E-059 ﾗｽﾄ・ﾊﾟﾝﾀﾞ-中国の竹林に消えゆく野生動物- 早川書房 ｼﾞｮｰｼﾞ・Ｂ・ｼｬﾗｰ著 1996.07

E-060 森林野生動物の調査　　         共立出版 森林野生動物研究会編 1997.02

E-061 生命系　生物多様性の新しい考え 岩波書店 岩槻邦男著 1999.02

E-062 クラゲガイドブック TBSプリタニカ 並河洋著 2000.07

E-063 野鳥観察図鑑　バードウォッチング大百科 地球丸 松田道生著 1999.04

E-064 レッドデータ　日本の哺乳類 文一総合出版 川道武雄編　 1997.09

E-065 図説　川と魚の博物誌 河出書房新社 渡辺昌和（文・写真） 1999.07

E-066 原っぱで会おう 愉快な水辺の生きもの観察 八坂書房 野村圭祐著 1995.07

E-067 ホタル ｻｲｴﾝﾃｨｽﾄ社 神田左京著 1994.06

E-068 ペンギン　ハンドブック どうぶつ社 ポーリン・ライリー著 1997.01

E-069 ﾜｲﾙﾄﾞﾗｲﾌ・ﾌﾞｯｸｽ ｳｻｷﾞの不思議な生活 晶文社 アン・マクブライド著 1998.08

E-070 生きている化石〈ﾄﾘｵｯﾌﾟｽ〉ｶﾌﾞﾄｴﾋﾞのすべて 八坂書房 秋田正人著 2000.05

E-071 魚の自然史　水中の進化学 北海道大学図書刊行会 松浦啓一・　宮正樹　編著 1999.09

E-072 水生昆虫完全飼育・繁殖マニュアル改訂版 データハウス 都築裕一他著 2000.06

E-073
アホウドリが復活する日
絶滅を宣言された鳥の保護につくした人びと

くもん出版 国松俊英著 1999.05

E-074 ぜったいに飼ってはいけないアライグマ 理論社 さとうまきこ著 2000.11

E-075 カワムツの夏　ある雑魚の生態 京都大学学術出版会 片野修著 1999.04

E-076 「知恵」はどう伝わるか   ニホンザルの親から子へ渡るもの 京都大学学術出版会 田中伊知郎著 1999.08

E-077 オランウータンとともに   失われゆくエデンの園から　（上） 新曜社 ビルーテ・ガルディカス著 1999.06

E-078 オランウータンとともに　　失われゆくエデンの園から　（下） 新曜社 ビルーテ・ガルディカス著 1999.06

E-079 ﾅﾏｽﾞはどこで卵を産むのか川魚たちの自然誌 創樹社 片野修著 1998.05

E-080 これが生物学だ ﾏｲｱから21世紀の生物学者へ ｼｭﾌﾟﾘﾝｶﾞｰ・ﾌｪｱﾗｰｸ東京 エルンスト・マイア著 1999.06

E-081 ドルフィン・オーシャン　イルカと海の写真集 大和書房 越智隆治（写真）・藤原充奈子（文） 1999.07

E-082 ﾜｲﾙﾄﾞﾗｲﾌ・ﾌﾞｯｸｽ ｲｷﾞﾘｽの都会のｷﾂﾈ 晶文社 ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ・ﾊﾘｽ著 1998.03



E-083 ワイルドライフ・ブックス　アリと人間 晶文社 レイ・ノース著 2000.08

E-084 ワイルドライフ・ブックス クモの不思議な生活 晶文社 マイケル・チナリー著 1997.06

E-085
動物世界遺産レッド・データ・アニマルズ　       
 ①ユーラシア,北アメリカ

講談社 小原秀雄他編著　 2000.05

E-086
動物世界遺産レッド・データ・アニマルズ
　②アマゾン

講談社 小原秀雄他編著　　 2001.01

E-087
動物世界遺産レッド・データ・アニマルズ　      
  ④インド、インドシナ

講談社 小原秀雄他編著　　 2000.07

E-088
動物世界遺産レッド・データ・アニマルズ       
 　⑤東南アジアの島々

講談社 小原秀雄他編著　　 2000.09

E-089
動物世界遺産レッド・データ・アニマルズ
　　⑥アフリカ

講談社 小原秀雄他編著　　 2000.03

E-090
動物世界遺産レッド・データ・アニマルズ　       
 ⑦オーストラリア,ニューギニア

講談社 小原秀雄他編著　　 2000.11

E-091 日本の野鳥巣と卵図鑑 世界文化社 柿沢亮三著 1999.05

E-092 トンボのすべて トンボ出版 井上清共著 2001.03

E-093 庭に鳥を呼ぶ本　BIRDERスペシャル 文一総合出版 藤本和典著 1995.05

E-094 海の哺乳類　FAO種同定ガイド NTT出版
国際連合環境プロ
グラム　国際連合
食糧農業機関編

1999.01

E-095 カゲロウのすべて トンボ出版 御勢久右衛門著 1997.05

E-096 タガメのすべて トンボ出版 橋爪秀博 1998.08

E-097 チョウのすべて トンボ出版 渡辺康宏著 1998.01

E-098 ナナフシのすべて トンボ出版 岡田正哉著 1999.08

E-099 クジラと生きる　海の狩猟、山の交換 中央公論社
小島曠太郎、江上
幹幸著

1999.01

E-100 たゆたうクラゲ データハウス 中村庸夫/チチ松村著 1997.07

E-101 ゾウも飼いたいワニも飼いたい 旺文社 成島悦雄監修 1999

E-102 サメも飼いたいイカも飼いたい 旺文社 岩井修一監修 1999.07

E-103 サナギの時代　「時を経た知恵」を求めて 講談社 赤池学著 1999.04

E-104 生物の進化と多様性 日本放送出版協会 森脇和郎編著 1999.03

E-105 ケビンの観察記　海辺の仲間たち 講談社
文・写真・イラスト：
ケビン・ショート

1999.06

E-106 小さな海の仲間たち　エビ・カニ・ウミウシ 水中造形ｾﾝﾀｰ 舘石昭ほか写真 1999.04

E-107 哺乳類観察ブック 桜桃書房 熊谷さとし著 2000.01

E-108 ナショナルジオグラフィック　　ザ・フォトグラフス 日経BP社 リー・ベンデビットーバル著 1995.03

E-109 自然のかくし絵　昆虫の保護色と擬態 偕成社 矢島稔作 1999.04

E-110 時を超えて生きる　アマミノクロウサギ 小学館 浜田太　撮影 1999.01



E-111 ありがとう海の仲間たち 東海大学出版会 中村征夫 1990.05

E-112 クジラ　THE GENTLE GIANT 動物写真集 平凡社 中村庸夫著 1984.08

E-113 The Antarctic Ocean  ペンギンたちの旅・病める南極海 桜桃書房 藤原幸一 2001.02

E-114 クジラ・イルカ大図鑑 平凡社 A・R・マーティン他著 1991.12

E-115 アジア知 れざる 大自然 ＮＨＫ出版
マーク・ブラジ
ル著

2002.07

E-116 ジュゴンはなぜ死ななければならなかったのか 金の星社 真鍋和子著 2002.12

E-117 水辺の生き物 企画室トリトン － 2002.07

E-118 チョウやクワガタはどこから来たのか 栃木県立博物館 1990.07

E-119 50羽 から5000羽 へ ｱﾎｳﾄﾞﾘの復活 をめざして どうぶつ社 長谷川　博 2003.02

E-120
最後のトキ ニッポニア・ニッポン
トキ保護にかけた人びとの記録　ノンフィクション知られざる世界

星の金貨社 国松　俊英 1998.11

E-121 ヤマネ 日記 講談社 西村　豊 2002.05

E-122 田んぼのまわりの生きもの〔 栃木県版 〕 下野新聞社 メダカ里親の会編 2004.05.15

E-123 オオムラサキがおしえてくれたこと 信山社 飛鳥自然環境研究会 2001.05

E-124 蝶との会話　栃木の街から野山から 築地書館 師尾　武 1995.03

E-125 オオムラサキの生態と飼育 ﾆｭｰ・ｻｲｴﾝｽ社 森　一彦 1975.05

E-126 へんないきもの バジリコ 早川　いくを 2004.08

E-127 メダカが田んぼに帰った日 学習研究社 金丸　弘美 2002.04.27

E-128 フュ‐チャ‐・イズ・ワイルド完全図解 ダイヤモンド社 クレアー・パイ 2005.01.27

E-129 アフターマン ダイヤモンド社 ドゥ‐ガル・ディクソン 2004.07.08

E-130 日本のメダカを飼おう！ 誠文堂新光社 片根得光 2005.07.11

E-131 旭山動物園物語 樹立社
文・古舘謙二/
写真・篠塚則明

2005.03.25

E-132 ドッグ・シェルター-犬と少年たちの再出航- 金の星社 今西乃子 2002.11

E-133 シカの食害から日光の森を守れるか 随想社 辻岡幹夫 1999.02.20

E-134 チョウ・ガ 山と渓谷社 松本克臣 1999.04.20

E-135 ペンギン大好き！ 新潮社 川端裕人 2002.08.25

E-136 ムササビに会いたい！ 晶文社 岡崎弘幸 2004.06.05

E-137 しんかいの奇妙ないきもの （株）ジー・ビー 太田秀 2005.06.10

E-138 幸せな動物園 ブルース・インターアクションズ 旭山動物園監修 2005.09.20



E-139 メダカが消える日 岩波書店 小澤祥司 2000.04.21

E-140 声が聞こえる！野鳥図鑑 文一総合出版 斉藤　博 2001.1．1

E-141 山渓セレクション　日本の桜 山と渓谷社 川崎哲也解説　 1993.04

E-142 植物の私生活 山と渓谷社 デービッド・アッテンボロー著 1998.04

E-143 植物生態生理学 シュプリンガー・フェアラーク東京 ウォルター・ラーチャー著 1999.04

E-144 立ち枯れる山 新日本出版社 宮下正治著 1997.1

E-145 巨樹・巨木　日本全国674本 山と渓谷社 渡辺典博 2000.1

E-146 日本の植生図鑑（Ⅰ）　森林 保育社
中西・大場・武田・
服部共著

1983.06

E-147 日本の植生図鑑（Ⅱ）　人里・草原 保育社
矢野・波田・竹中・
大川共著

1983.06

E-148 フィールド版　日本の野生植物　草本 平凡社 佐竹義輔他編 1985.02

E-149 フィールド版　日本の野生植物　木本 平凡社 佐竹義輔他編

E-150 山渓ハンディ図鑑１　野に咲く花 山と渓谷社 林弥栄監修平野展久写真　 1989.1

E-151 山渓ハンディ図鑑３　樹に咲く花 山と渓谷社 茂木透写真他 2000.04

E-152 山渓ハンディ図鑑７．日本の野鳥 山と峡谷社 叶内拓哉他著　 1998.05

E-153 街の樹木観察図鑑   庭・公園・野山の身近な樹木400 成美堂出版 菱山忠三郎著 2000.04

E-154 野山の樹木観察図鑑   野生の木と林へのアプローチ 成美堂出版 岩瀬徹著 2000.05

E-155 山渓ポケット図鑑　春の花 山と渓谷社 鈴木庸夫写真　　 1995.03

E-156 山渓ポケット図鑑　夏の花 山と渓谷社 鈴木庸夫写真　　 1994.07

E-157 山渓ポケット図鑑　秋の花 山と渓谷社 鈴木庸夫写真　 1994.1

E-158 滅びゆく植物　失われた緑の楽園 工作舎 ジャン＝マリー・ペルト著 1998.06

E-159 高山植物と「お花畑」の科学 古今書院 水野一晴著 1999.05

E-160 遺伝子組換え植物の光と影 学会出版センター 山田康之 佐野浩著 1999.09

E-161 霧島の花　木の花100選 南方新社 写真・文：川原勝征 1999.07

E-162 日本アルプス植物図鑑 八坂書房 大場達之著 1999.04

E-163 巨樹探検　森の神に会いにゆく 講談社 平岡忠夫著 1999.04

E-164 琉球弧　野山の花 from AMAMI 南方新社 大野照好監修 1999.06

E-165 漁師が山に木を植える理由 成星出版 松永勝彦 畠山重篤著 1999.04

E-166 沖縄やんばる亜熱帯の森 高文研 平良克之 伊藤喜昭著　 1997.11



E-167 巨樹と樹齢   立ち木を測って年輪を知る樹齢推定法 新風舎 渡辺新一郎著 1999.01

E-168 日本野生植物図鑑 八坂書房 前川文夫監修 1999.02

E-169 ブナの山旅 山と峡谷社 坪田和人著 1999.09

E-170 第３０回企画展 　 足尾山地の自然 － 栃木県立博物館 1990.02

E-171 たのしい自然観察　雑草博士入門 全国農村教育協会 岩瀬徹・川名興 2001.07.26

E-172 ミニ雑草図鑑 全国農村教育協会 廣田伸七 1996.08

E-173 校庭のコケ 全国農村教育協会 中村俊彦・古木達郎 2002.09

E-174 校庭の花 全国農村教育協会 並河　治・岩瀬　徹 1995.10.23

E-175 校庭の昆虫 全国農村教育協会 田中義弘・鈴木信夫 1999.07.27

E-176 野の花山の花ウォッチング 山と渓谷社 日本植物友の会編著 1999.06

E-177 山渓カラー名鑑　日本の樹木 山と渓谷社 - 1985.09

E-178 山渓カラー名鑑　日本の野鳥 山と渓谷社 - 1985.09

E-179 森の休日１　紅葉と落ち葉 山と渓谷社
写真・平野隆久
文・片桐啓子

2001.09.30

E-180 森の休日２　ドングリと松ぼっくり 山と渓谷社
写真：平野隆久
文：片桐啓子

2001.09.30

E-181 森の休日３　調べて楽しむ　葉っぱ博物館 山と渓谷社
写真：亀田龍吉
文：多田多恵子

2003.09.10

E-182 森の休日4 見つけて楽しむ　きのこワンダーランド 山と渓谷社
大作晃一写真/吹春
俊光文

2004.09.20

E-183 栃木の自然をたずねて 築地書館
｢栃木の自然｣
編集委員会編

1997.10.01

E-184 とちぎ＋近県　とっておきの花 下野新聞社 小杉国夫 2005.03.25

E-185 とちぎ　とっておきの山４８ 下野新聞社 小杉国夫 2004.03.24

E-186 ヒマワリはなぜ東を向くか 中央公論新社 瀧本　敦 1986.03.25

E-187 植物の名前の話 八坂書房 前川文夫 1994.10.25

E-188 那須の花 下野新聞社 小杉国夫写真・文 2003.04.21

E-189 日光の花 下野新聞社 小杉国夫写真・文 2000.04.22

E-190 ポケット図鑑 日本のキノコ２６２ 文一総合出版 柳沢　まきよし 2016.11.10

E-191 ポケット図鑑 日本のキノコ２６２ 文一総合出版 柳沢　まきよし 2016.11.10

E-192 きのこの語源・方言事典 山と峡谷社
奥沢康正
奥沢正紀著

1998.11

E-193 きのこの100不思議 東京書籍 日本林業技術協会編 1997.02

E-194 日本のタンポポとセイヨウタンポポ どうぶつ社 小川　潔 2001.03.27



E-195 ポケット図鑑   日本の昆虫１４００①チョウ・バッタ・セミ 文一総合出版 槐　真史 2015.7.27

E-196 野鳥観察ハンディ図鑑　新山野の鳥 改訂版 文化堂印刷㈱ 安西　英明 2017.1.1

E-197 野鳥観察ハンディ図鑑　新山野の鳥 改訂版 文化堂印刷㈱ 安西　英明 2017.1.1

E-198 エコロジーガイド　里山の自然 保育社 田端英夫編著　 1997.05

E-199 エコロジーガイド　ウエットランドの自然 保育社 角野康郎・遊麿正秀著 1995.05

E-200 エコロジーガイド 日本の絶滅危惧生物 保育社 加藤辰巳・太田英利著 1993.07

E-201 エコロジーガイド　花と昆虫がつくる自然 保育社 田中肇著 1997.04

E-202 エコロジーガイド　人里の自然 保育社 芹沢俊介著　 1997.1

E-203 エコロジーガイド　日本の帰化生物 保育社 鷲谷いずみ・森下信生著　 1993.12

E-204 新アニマルトラック 自由国民社 今泉忠明著 1994.1

E-205 クジラの心 平凡社 J・マッキンタイアー編 1983.06

E-206 もう会えない？　野生動物探見記 NTT出版 中野美鹿著 1998.11

E-207 イルカと話す日 NTT出版 ジョン・Ｃ・リリー著 1994.07

E-208 クジラ・イルカ　ハンドブック 平凡社 S・レザーウッド他著 1996.03

E-209 我が家にはいろんな動物（やつら）がやって来る どうぶつ社 中嶋捷恵著 1995.1

E-210 オルカ入門 どうぶつ社 エリック・ホワイト著 1999.05

E-211 イルカ入門 どうぶつ社 ケネス・Ｓ・ノリス著 1996.08

E-212 自然史双書６ 虫こぶ入門　虫と植物の奇妙な関係 八坂書房 薄葉重著 1995.08

E-213 ペンギンになった不思議な鳥 どうぶつ社 Ｊ・スパークス他著 1995.01

E-214 サンゴ礁　生物がつくった＜生物の楽園＞　     シリーズ＜共生の生態学＞５平凡社 西平守孝 1995.06

E-215 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３ 平凡社 自然保護協会編 1994.1

E-216 生命の多様性１ 岩波書店 E・O・ウィルソン著 1995.11

E-217 生命の多様性２ 岩波書店 E・O・ウィルソン著 1995.11

E-218 アザラシの自然史 平河出版社 Ｒ・Ｍ・ロックリー著 1987.04

E-219 アフリカゾウを救え 草思社 A・ソーントン他著 1993.09

E-220 絶滅した水鳥の湖 晶文社
アン・ラバスティー
ル著、幾島幸子訳

1994.11

E-221 動物の生態と環境 動物との共生をめざして 共立出版 河内俊英他著 1996.02

E-222 動物生態の観察と研究 東海大学出版会 水野寿彦編 1995.04



E-223 日本の昆虫　侵略と撹乱の生態学 東海大学出版会 桐谷圭治編 1986.02

E-224 日本の水生昆虫　種分化とすみわけをめぐって 東海大学出版会 柴谷篤弘他編 1989.01

E-225 平凡社自然叢書　擬態　自然も嘘をつく 平凡社 Ｗ・ヴィックラー 1993.11

E-226 東海科学選書 水星昆虫の世界流水の生態 東海大学出版会 大串龍一 1981.07

E-227 キムラグモ 八坂書房 菊屋奈良義著 1993.08

E-228 自然術①　ミジンコの都合 ㈱晶文社 日高敏隆・坂田明 1990.9.30

E-229 アニマル・ウォッチング 晶文社 安間繁樹 1985.07

E-230 森林がサルを生んだ　原罪の自然誌 平凡社 河合雅雄 1979.09

E-231 クマを追う　第二版 どうぶつ社 米田一彦 1996.01

E-232 東京湾の渡り鳥 晶文社 石川勉 1993.05

E-233 よみがえった野鳥の楽園　英国ﾐﾝｽﾞﾐｱ物語 平凡社 Ｈ・アクセル他 1995.06

E-234 鳥のことば、人のことば KSS出版 加藤幸子 1998.08

E-235 野外における危険生物 　　フィールドガイドシリーズ２ 平凡社 編　自然保護協会 1994.07

E-236 野生生物からの告発 星雲社
編　リゾート・ゴルフ
場問題全国連絡
会

1993.06

E-237 失われた動物たち 20世紀絶滅動物の記録 広葉書林 編　プロジェクトチーム 1996.12

E-238 進化の博物学 平河出版社 ｳﾞｨｸﾀｰ・B・ｼｪﾌｧｰ 1986.07

E-239 山でクマに会う方法 山と峡谷社 米田一彦 1996.1

E-240 ﾏﾀﾞｶﾞｽｶﾙの動物　その華麗なる適応放散 裳華房 編　山岸哲 1999.06

E-241 絶滅野生動物の事典 東京堂出版 今泉忠明 1995.09

E-242 オオカミ　その行動・生態・神話 白水社 エリック・ツィーメン 1995.04

E-243 貝に卵を産む魚 トンボ出版 福原修一 2000.07

E-244 クジラ・ウォッチング 平凡社 中村庸夫 1990.03

E-245 南極の自然史 どうぶつ社 サンフォード・Ａ・モス 1995.01

E-246 干潟のカニの自然誌　平凡社自然叢書 平凡社 小野勇一 1995.1

E-247 西表島自然誌 晶文社 安間繁樹 1990.08

E-248 東海科学選書　滅びゆく動物たち 東海大学出版会 編　朝日稔 1983.11

E-249 鳥学の世界へようこそ 平河出版社 デイヴィッド・ラック 1991.08

E-250 東海科学選書　日本の野生を追って 東海大学出版会 編　朝日稔 1980.1



E-251 復刻　みみず ｻｲｴﾝﾃｨｽﾄ社 畑井新喜司 1980.04

E-252 イルカを救ういくつかの方法 講談社 マイケル・ドナヒュー他 1996.08

E-253
野生動物に出会う本
　　日本に生きるほ乳動物３８の素顔

地球丸 写真+文　久保敬親 1999.03

E-254 野鳥と共に八〇年 文一総合出版 松山資郎著 1997.09

E-255 捕虫網の円光　標本商ル・ムートル伝 平凡社 奥本大三郎 1993.03

E-256 親子 中央公論社 岩合光昭 1997.07

E-257 大きな木の下で生き物をめぐるフィールド便り 小学館
画　松岡達英
文　近藤ようこ

1998.08

E-258 地球自然ハンドブック完璧版 犬の写真図鑑 日本ヴォーグ社 デビッド・オルダードン　 1995.01

E-259 地球自然ハンドブック　完璧版 　　貝の写真図鑑 日本ヴォーグ社 ピーター・ダンス　 1994.1

E-260 地球自然ハンドブック完璧版 クジラとイルカの図鑑 日本ヴォーグ社 マーク・カーワディーン 1996.04

E-261 地球自然ハンドブック完璧版 鳥の写真図鑑 日本ヴォーグ社
コリン・ハリソン
ｱﾗﾝ･ｸﾞﾘｰﾝｽﾐｽ

1995.05

E-262 地球自然ハンドブック完璧版 鑑賞魚の写真図鑑 日本ヴォーグ社 ディック・ミルズ 1995.09

E-263 地球自然ハンドブック完璧版 猫の写真図鑑 日本ヴォーグ社 デビッド・オルダートン 1993.12

E-264 地球自然ハンドブック完璧版 蝶と蛾の写真図鑑 日本ヴォーグ社 デビッド・カーター　 1996.12

E-265 地球自然ハンドブック　完璧版　木の写真図鑑 日本ヴォーグ社 アレン・コービス 1994.12

E-266 地球自然ハンドブック　完璧版  ハーブの写真図鑑 日本ヴォーグ社 ﾚｽﾘｰ･ﾌﾞﾚﾑﾈｽ　 1995.1

E-267 地球自然ハンドブック　完璧版 　　野草の写真図鑑 日本ヴォーグ社 ｸﾘｽﾄﾌｧｰ･ｸﾞﾚｲ=ｳｲﾙｿﾝ　 1996.12

E-268 地球自然ハンドブック　完璧版  宝石の写真図鑑 日本ヴォーグ社 キャリー・ホール　 1996.03

E-269 地球自然ハンドブック　完璧版  岩石と鉱物の写真図鑑 日本ヴォーグ社 クリス・ペラント 1997.04

E-270 地球自然ハンドブック　完璧版  化石の写真図鑑 日本ｳﾞｫｰｸﾞ社
シリル・ウォーカー/
デビッド・ウォード

1996.01

E-271 イルカ・クジラ 学イルカとクジラの謎に挑む 東海大学出版会
村山司･中原史生
・森恭一

2002.12

E-272 ハクガンは再び グラフィック社 ギャレン・バレル 1989.09

E-273 ｿﾞｳの時間 ﾈｽﾞﾐの時間 －ｻｲｽﾞの生物学 中公新書 本川　達雄 1992.08

E-274 魚・鳥・植物　 川辺で見かける生物 たち 環境省水環境部 - 2002.05

E-275 イルカのくれた 夢 フジテレビ 出版 三好 晴之 1997.07.10

E-276 虫の観察学 ブルーバックス 海野和男 1987.06.20

E-277 温暖化に追われる生き物たち 築地書館 堂本暁子・岩槻邦男 1997.12.01

E-278
東書選書88　緑の証言
  -滅びゆくものと生きのびるもの-

東京書籍 宮脇昭 1983.07



E-279 自然史双書３   日本のイカリソウ　起源と種分化 八坂書房 鈴木和雄 1990.08

E-280 植生分布と環境変化 古今書院 訳　内嶋善兵衛 1993.05

E-281 植生からよむ日本人のくらし 雄山閣 小椋純一 1996.09

E-282 文明が育てた植物たち 東京大学出版会 岩槻邦男 1997.05

E-283 地球植物誌計画 紀伊國屋書店 Ｇ・Ｔ・プランス 1997.04

E-284 屋久島のウパニシャッド 筑摩書房 山尾三省 1995.06

E-285 東京巨樹探訪 けやき出版 平松順宏 1994.12

E-286 植物巡礼　プラント・ハンターの回想 岩波書店 F.キングドン=ウォード 1999.09

E-287 ｱﾏﾁｭｱ森林学のすすめ －ﾌﾞﾅの森への招待- 八坂書房 西口親雄 1993.04

E-288 NHKﾌﾞｯｸｽ109 植物と人間 生物社会のﾊﾞﾗﾝｽ 日本放送出版協会 宮脇昭 1967.03

E-289 朝日選書454　資源植物学フィールドノート 朝日新聞社 小山鐵夫 1992.07

E-290 サボテンと捕虫網 平河出版社 ジョン・アルコック 1988.08

E-291 科学全書6　木のはなし 大月書房 義本知考 1983.01

E-292 エコロン自然シリーズ　岩石鉱物 保育社
木下亀城･
小川留太郎共

1995.11

E-293 生かして防ぐクマの害 農文協 米田和彦 1998.06

E-294 101本の緑の物語 工作舎 白州正子他 1996.04

E-295 グリーンブックス ２１小動物の剥製の作り方 ニュー・サイエンス社 本田晋 1976.04

E-296 山びとの動物誌　紀州・果無山脈の春秋 新宿書房 宇江敏勝 1998.06

E-297 渡良瀬遊水地～生い立ちから現状～
財団法人渡良瀬遊水地
アクりメーション振興財団 2012.03

E-298 渡良瀬遊水地の植物図鑑
財団法人渡良瀬遊水地
アクりメーション振興財団 大和田真澄　監修 2011.03

E-299 渡良瀬遊水地の昆虫図鑑
財団法人渡良瀬遊水地
アクりメーション振興財団 大川秀雄　監修 2013.09

E-300 渡良瀬遊水地の野鳥図鑑
財団法人渡良瀬遊水地
アクりメーション振興財団 一色安義　監修 2012.02

E-301 生き物はどのように土にかえるのか ベレ出版 大園享司著 2018.04.07

E-302 鳴き声と羽でわかる野鳥図鑑 株式会社池田書店 吉田巧　監修 2017.03.25

E-303 鳴き声と羽でわかる野鳥図鑑 株式会社池田書店 吉田巧　監修 2017.03.25

E-304 くらべてわかる野鳥 (株)山と溪谷社 叶内拓哉 2017.0601

E-305 くらべてわかる葉っぱ (株)山と溪谷社 林将之 2017.03.15

E-306 実とタネキャラクター図鑑 誠文堂新光社 多田多恵子 2018..09.05



E-307 実とタネキャラクター図鑑 誠文堂新光社 多田多恵子 2018..09.05

E-308 雑草キャラクター図鑑 誠文堂新光社 稲垣　栄洋 2017.06.12

E-309 雑草キャラクター図鑑 誠文堂新光社 稲垣　栄洋 2018.01.20

E-310 秋の樹木図鑑 廣済堂出版 林将之著 2017.10.20

E-311 秋の樹木図鑑 廣済堂出版 林将之著 2017.10.20

E-312 木の実の呼び名事典 世界文化社 亀田龍吉 2015.06.10

E-313 木の実の呼び名事典 世界文化社 亀田龍吉 2013.09.15

E-314 雑草の呼び名事典 世界文化社 亀田龍吉 2018.09.10

E-315 雑草の呼び名事典 世界文化社 亀田龍吉 2017.03.25

E-316 落ち葉の呼び名事典 世界文化社 亀田龍吉 2014.10.05

E-317 落ち葉の呼び名事典 世界文化社 亀田龍吉 2014.10.05

E-318 どんぐりの呼び名事典 世界文化社 宮國晋一 2014.09.05

E-319 どんぐりの呼び名事典 世界文化社 宮國晋一 2014.10.01

E-320 ひろった・あつめた　ぼくのドングリ図鑑 岩崎書店 盛口　満　 2018.08.15

E-321 季節と発生場所ですぐわかるきのこ 株式会社永岡書店 小宮山勝司 2017.081

E-322 季節と発生場所ですぐわかるきのこ 株式会社永岡書店 小宮山勝 2017.081

E-323 ポケット図鑑　日本の昆虫1400②トンボ・コウチュウ・ハチ 文一総合出版 槐真史 2019.08.31

E-324 セミ　ハンドブック 文一総合出版 税所康正 2020.05.30

E-325 生き物の死にざま 株式会社草思社 稲垣栄洋 2020.03.04

E-326 生き物が大人になるまで　「成長」をめぐる生物学 大和書房 稲垣栄洋 2020.8.1

E-327 大事なことは植物が教えてくれる ㈱マガジンハウス 稲垣栄洋 2021.3.11

E-328 昆虫のとんでもない世界 ㈱平凡社 丸山宗利　監修 2020.8.30


