いまだからこそ、図書館と出版社が力を合わせて利用者が
ワクワクしてくれるような展示企画を作りませんか？
図書館は本の森。
出版梓会は事典から絵本までユニークな本を丁寧に作る出版社の集まりです。
この栞では毎回テーマを決めて、
2020年02号 図書館クラブ通信 拡大版

遠くに行かなくても、自然を楽しむチャンスはあります。月見をする、
ベランダ菜園をする、散歩に行く。自然観察記を読む、大自然を
写真で楽しむ。日常の中の小さな野生を見つけましょう。

おうちで近所で楽しむ自然
あかね書房
アリのくらしに大接近

丸山宗利 (文)
島田 拓・小松 貴 (写真)

9784251098856

2015年7月27日

エサのありかをにおいで知らせ、植物の種を発芽させずに地中で保存、アブラムシの牧場を作る…。ア
リのたくみな生活に迫る写真絵本！

アリの巣のお客さん

丸山宗利 (文)
小松 貴・島田 拓 (写真)

9784251098863

2015年7月27日

アリの巣に別の虫がすんでいるかもってホント？ 世話をさせ、エサをうばい、食べる…。アリを利用して
生きる生物の写真絵本！

危険生物・外来生物大図鑑

今泉忠明・自然環境研究センター
(監)

9784251092243

2017年12月27日

生活圏内で出あうこともある危険生物。外来種を含め、人体・農作物・生態系に注意が必要な生物の情
報がたっぷりつまった大図鑑。

有毒！注意！危険植物大図鑑

保谷彰彦 (写真・文)

9784251093202

2020年1月31日

野山や町、くらしの中で出会う有毒で危険な植物を写真で紹介する図鑑。毒や危険のタイプごとに、危
険度の高い順で掲載している。

ふしぎないきものツノゼミ

丸山宗利・小松貴・知久寿焼 (写
真・文)

9784251099273

2019年7月26日

小さくてかわいい野山の妖精、ツノゼミ。不思議なかたちと、謎いっぱいの生態に、美しくて貴重な写真
で迫る図鑑レベルの絵本。

しまふくろうの森

前川貴行 (写真・文)

9784251099310

2020年2月22日

絶滅が危ぶまれているしまふくろうは、北の森で保護されながら種をつないでいる。その生態を、迫力の
写真と熱い言葉で紹介する。

星と宇宙・クイズ図鑑

クイズ図鑑編集部

9784251097637

2015年8月25日

星座や惑星、月の満ち欠けや日食などを図版と写真で解説。クイズも楽しめて、情報もいっぱい。天体
観測や自由研究にぴったりです。

須藤靖

9784750515526

2018年6月21日

美しく壮大なカラー写真を入り口に、宇宙物理学者がそこに潜む不思議を語る。ページを開けば、そこは
宇宙。

やさいむらのなかまたち 春

ひろかわ さえこ

9784034361108

2010年3月1日

たまねぎやキャベツなど、春においしいやさいをたのしく紹介します。きっとやさいがすきになる！ おも
しろくわしいやさいの本。

小さな小さな虫図鑑

鈴木知之

9784035285304

2017年12月13日

身近な場所にいる5mmぐらいまでの虫を200種以上集めて紹介する、世界初の小さな小さな図鑑、見て
びっくり知ってびっくりの虫がたくさん。

きょうはそらにまるいつき

荒井良二

9784032324501

2016年9月8日

ふと見あげた空に見つけた、まんまるいお月さま。町でくらす人たちに、やまや海の生きものたちに、や
さしい光がふりそそぐ夜。

星と伝説

野尻抱影

9784035090403

1961年12月13日

世界の諸民族の間に伝わる星座に関する様々な神話や伝説を、イラストや彫刻写真を交えて紹介。星
同様に美しい物語の数々。

ぼくはフクロウを飼っている

下田智美

9784034372401

2015年2月5日

「フクロウを飼いたい！」と思い立ったコウタ。どんな鳥なのか調べてみることに。お話仕立てで、フクロ
ウの知識も身につく絵本。

日本のアジサイ図鑑

川原田邦彦・三上常夫・若林芳樹

9784760138197

2010年5月25日

雨に濡れずにおうちで鑑賞！国内でも目にする機会の多い代表的な約600種をオールカラーで紹介。栽
培・繁殖法もプロが徹底解説。

園芸図鑑 家庭果樹

三上常夫・若林芳樹・小林隆行

9784760141173

2012年6月10日

狭い庭やベランダでも育てられる70種類を造園のプロが選定。栽培、ガーデニング、料理で失敗しない
コツを網羅したビギナーズ図鑑。

鑑定図鑑 日本の樹木

三上常夫・川原田邦彦・吉澤信行

9784760135554

2009年5月25日

造園・植木の現場の観点から基本種と色違いの派生種を掲載。環境緑化事業から樹木識別試験の対
策にまで幅広く使える使える植物図鑑。

食べられる野生植物大事典 [新装版]

橋本郁三

9784760131877

2007年8月10日

北は礼文島から南は与那国島。実際に手に取り、調理した日本全国1,150種の野生植物を紹介する異
色の事典。カラー写真744点。

生け雑草

小林南水子

9784760148455

2017年7月10日

道で目にする草花が手軽なアレンジで暮らしを彩る！美しい写真による癒しとすぐに始められる実用性
を兼ね備えた「生け花のススメ」。

原寸図鑑 葉っぱでおぼえる樹木1

濱野周泰

9784760127801

2005年9月25日

日本に広く分布し見る機会の多い樹木約300種を、樹木を見分けるためのもっとも重要な手がかりであ
る葉の精密な原寸写真で掲載。

原寸図鑑 葉っぱでおぼえる樹木2

濱野周泰・石井英美

9784760130825

2007年4月10日

山野に自生する国産樹木から庭や公園、街路に植えられる外国産樹木まで、見分け方のポイント解説
も役立つロングセラー図鑑第2弾。

雨の自然誌

シンシア・バーネット
東郷えりか (訳)

9784309253558

2016年9月10日

雨という身近な自然現象を、惑星・地球科学から考古学や歴史・文化・文学にいたるまで、きわめて幅広
く、細部と深淵を解き明かす

図説 ギリシア神話〔神々の世界〕篇

松島道也

9784309726540

2001年5月25日

ギリシア神話の面白さを古今の美術を鑑賞しつつ満喫する図像学入門。欲望、浮気、誘惑、嫉妬、戦
い、自惚れなどのドラマを紹介。

星の王子さまの天文ノート

縣秀彦 (監)

9784309252759

2013年2月26日

『星の王子さま』をもとに、王子さまやキツネ等の絵とお話をちりばめた、天文初心者向けのやさしいビ
ジュアル入門書。

全天星座百科

藤井旭

9784309252964

2013年2月11日

ハッブル宇宙望遠鏡等による最新の天体写真や美しい古星図、ギリシャやローマ神話から星の見つけ
方まで、夜空を彩る星座を徹底紹介。

イチョウ 奇跡の２億年史

ピーター・クレイン
矢野真千子 (訳)

9784309253022

2017年9月17日

「生きた化石」といわれるイチョウは途方もない長寿と忍耐力をもった驚異の樹木だ。長崎の出島がつな
いだ復活という奇跡の物語。

普及版 バラ図譜

ピエール=ジョゼフ・ルドゥーテ

9784309255484

2012年12月17日

植物画の最高傑作ともいわれる『バラ図譜』を当時の初版本より復刻。１６９点の絵柄を1ページに１点
ずつ掲載した、美しい画集。

日本夜景遺産 １５周年記念版

丸々もとお (文)
丸田あつし (写真)

9784309290560

2019年10月15日

『最新版 日本夜景遺産』を大幅リニューアル・増補した最新・日本夜景遺産ベスト写真集。夜景検定受
験者必読の最新データも網羅。

虫の目になってみた

海野和男

9784309255699

2016年9月27日

スケールはミニマム、生き方はダイナミック。小さな脳しか持たない彼らの合理的な生き様を、昆虫目線
で綴る。カラー図版130点。

干し野菜百科

濱田美里

9784309282701

2011年7月22日

実野菜・根菜・葉野菜からきのこや果物、香味野菜までいま注目の干し野菜の作り方から簡単レシピま
で網羅した干し野菜のバイブル。

亜紀書房
この空のかなた

偕成社

柏書房

河出書房新社
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勁草書房
ビールの自然誌

ロブ・デサール イアン・タッターソ
ル
ニキリンコ 三中信宏(訳)

9784326750566

2020年1月27日

ビールという扉の先に、こんな豊穣な世界が広がっていたなんて。人も動物も歴史も自然科学も泡まみ
れにして惹きつけるビールに乾杯！

きしわだ自然友の会

9784901998444

2009年5月1日

チリメンジャコに混じったへんな生物＝チリメンモンスターを紹介。タツノオトシゴ、エビなどなど、図版と
ともに、充実のデータ。

あんずゆき

9784333027354

2016年6月30日

地中の菌（土壌微生物）の力を借りて、栄養たっぷりの「菌ちゃん野菜」作りに挑戦！ 目に見えない身
近な菌の力がわかる一冊。

9784333027408

2016年9月30日

足跡や食べ跡、糞、巣など、昆虫や動物、鳥たちの「わすれもの」から、生きものの生態を学ぶシリーズ
第一弾。身近な町がテーマです。

幻戯書房
チリモン博物誌

佼成出版社
菌ちゃん野菜をつくろうよ！

クイズでさがそう！ 生きものたちのわすれもの① 小宮輝之(監)
まち
こどもくらぶ(編)
晶文社
古来種野菜を食べてください

高橋一也

9784794969446

2016年11月25日 古来より800年近く受け継がれた命、それが古来種野菜

都会暮らしから始める道草料理術

大海勝子

9784794970770

2019年2月26日

野草を使った「料理のベース」を中心に手軽の作れるレシピ

薬草のちから 野山に眠る、自然の癒し

新田理恵

9784794970251

2018年5月20日

古来、医食同源として最も身近で暮らしと健康を支えた植物たちの「ちから」を、レシピと合わせて紹介

身近な自然の観察図鑑

盛口満

9784480069542

2017年4月5日

道端の雑草、公園のテントウムシ、台所の果物……身の回りの「自然」は発見の宝庫。文章とイラスト
で、観察のポイントもよくわかる!

身近な虫たちの華麗な生きかた

稲垣栄洋/小堀文彦(画）

9784480429148

2013年3月1日

地べたを這いながらも、いつか華麗に変身することを夢見てしたたかに生きる身近な虫たちを紹介す
る。

虫ケラ様

秋山あゆ子

9784480432926

2015年9月9日

五分の魂はかくもおかしくうつくしくいとおしい。緻密でユーモアあふれるタッチで描かれた虫たちの暮ら
し。

身近な鳥の生活図鑑

三上修

9784480068590

2015年12月7日

愛らしいスズメ、人間をも利用する賢いカラス、情熱的な求愛をするハト……。町で見かける鳥たちの生
活には、発見がたくさん。

柳宗民の雑草ノオト

柳宗民/三品隆司（画）

9784480090508

2007年3月1日

雑草は花壇や畑では厄介者。でも、よく見れば健気で可愛い。美味しいもの、薬効を秘めるものもある。
花は桜の最後の仕事なんですわ。花を散らして初めて芽が出て一年間の営みが始まるんです――桜
守と呼ばれる男が語る、桜と庭の話。

筑摩書房

桜のいのち庭のこころ

佐野藤右衛門・塩野米松

9784480429193

2012年4月1日

フクロウが来た ─ぽーのいる暮らし

苅谷夏子

9784480815361

2017年4月20日

フクロウの子ぽーがやって来た。少しずつ築かれる信頼と愛情。ふたりの暮らしをユーモラスに描く。

雑草はなぜそこに生えているのか

稲垣栄洋

9784480689955

2018年1月10日

古代、人類の登場とともに出現した雑草は、本来とても弱い生物だ。その弱さを克服するためにとった緻
密な生存戦略とは？

身近な雑草の愉快な生きかた

稲垣栄洋 / 三上 修（画）

9784480428196

2011年4月8日

名もなき草たちの暮らしぶりと生き残り戦術を愛情とユーモアに満ちた視線で観察、紹介した植物エッセ
イ。

日本人にとって自然とはなにか

宇根豊

9784480683571

2019年7月5日

科学は万能ではなく、限界があると知っておくことが重要だ。科学・技術の考え方・進め方を体得するた
めのヒントが詰まった1冊。

たたかう植物: 仁義なき生存戦略

稲垣栄洋

9784480068408

2015年8月5日

じっと動かない植物の世界。しかしそこにあるのは穏やかな癒しなどではない！ 多様な生存戦略に迫
る。

稲垣栄洋

9784487811311

2018年5月17日

100種類の雑草の、基本データ、標本写真に加えて、オモシロ雑学を紹介。

東京書籍
散歩が楽しくなる雑草手帳 ワイド判

岩谷美苗

9784487811328

2018年5月17日

街路／学校／公園／寺社／住宅街／里山と生息状況別に、樹木の基本データやオモシロ雑学が満
載。

子どもと木であそぶ：樹木医が教える「木あそび」ガ
岩谷美苗
イド

9784487811335

2018年7月2日

樹木医が教える、身近な木々で、子どもたちと楽しくあそべるアイディア満載の本。

散歩が楽しくなる空の手帳

森田正光(監)

9784487813346

2020年3月20日

身近な空や雲、天気にまつわるなるほど雑学に、ことわざや俳句を加えて、美しい写真と共に紹介。

FLORA 図鑑 植物の世界

スミソニアン協会・キュー王立植
物園(監)

9784487812578

2019年7月27日

生態が生き生きと伝わる写真、緻密なスケッチ、美麗な博物画などあわせて1500点以上収録。

ZOOLOGY 図鑑 動物の世界

スミソニアン協会・ロンドン自然史
博物館(監)

9784487812585

2020年7月3日

躍動感あふれるビジュアルで生き物への好奇心がゆさぶられる決定的動物図鑑。

癒しのガーデニング

アーリーン･バーンスタイン
上原ゆうこ(訳)

9784531081080

昆虫 この小さきものたちの声

ジョアン・エリザベス・ローク
甲斐理恵子(訳)

9784531015535

2007/10/25日

虫の生態から虫に関する文化、近年の昆虫排除の心理と構造、また虫とのコミュニケーションの可能性
までを掘り下げる一冊。

もの思う鳥たち

セオドア・ゼノフォン・バーバー
笠原敏雄(訳)

9784531015559

2008年6月5日

鳥たちの恋愛・子育て・友情・遊びなど、鳥たちの心と生活のドラマを紹介した一冊。

森からの伝言

野沢幸平

9784531063848

2003年6月15日

発酵食品を作るのに欠かせない”カビ”。”カビ”を知ることは森を知ること、地球を守ること。

街の中で見つかる「すごい石」

西本昌司

9784534055071

2017年6月28日

地質学のプロが、都市部で見かける化石等の「すごい石」を題材に、地球の営みを楽しく解説！

「雑草」という戦略

稲垣栄洋

9784534057921

2020年7月29日

仕事や人生の参考になる雑草の生き方、生存戦略について、ビジネス戦略と絡めながら丁寧に解説！

月

ベアント・ブルンナー

9784560082539

2012年11月22日 謎めいた天体を古今東西の文化や科学的発見の歴史を通じて概観する。図版多数。

風のなまえ

榎本好宏

9784560082324

2012年6月25日

雁渡し、松籟、虎落笛など風にまつわる言葉や語源、言い伝えと風習を俳人が論じたエッセイ。

こどものずかんＭｉｏ１２ きせつと しぜん

村上康成 他／絵

9784564200922

2005年9月1日

季節による自然の変化を、写真とイラストで解説。“雲の形のくらべっこ”“日本猿の１年”など、興味と関
心を引き出す内容が満載。

３さいからの ずかん かぶとむしと くわがたむし

今森光彦 (写真・監)

9784564202773

2013年5月1日

夏の虫の王様、かぶとむしとくわがたむしの写真がたっぷり!わかりやすい解説と美しく鮮明な写真は、
迫力があります。

３さいからの あそべるずかん むし

今森光彦 他／(写真)

9784564202810

2015年6月1日

迷路・絵さがしなどのあそびのページが加わった３歳から楽しめる図鑑です。コンパクトな判型で、持ち
運びにも便利です。

散歩が楽しくなる樹の手帳 ワイド判

日本教文社
1997年10月15日 ガーデニングから得た癒しのエッセイ。

日本実業出版社

白水社

ひかりのくに
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３さいからの あそべるずかん うみの いきもの

伊藤勝敏 (写真)

9784564202858

2017年3月1日

魚、クジラ、イルカ、アザラシ、ウミガメなど海の生き物が大集合!生き物の特徴やその仲間を、親しみや
すいイラストと丁寧な文章で解説。

改訂版 むし くらしと かいかた

阪口浩平 (監)

9784564203039

1997年4月1日

２５０余種の虫を生態・飼育・図鑑で網羅。生き物の生活環境を鋭くとらえた生態写真と、その飼育法を
精密なイラストで解説。

改訂版 ちいさな いきもの くらしと かいかた

日高敏隆 (監)

9784564203046

1997年4月1日

カタツムリ・ザリガニ・カエル等を生態・飼育・図鑑で網羅。生き物の生活環境を鋭くとらえた生態写真と、
その飼育法をわかりやすく解説。

たんぼレストラン

はやしますみ (作・絵)

9784564018725

2016年3月1日

たんぼの四季を描く中で、約７０種の生き物が登場。一見残酷な食物連鎖のしくみを「いただきまーす」
と鮮やかな色で描きます。

もみじちゃんとチュウ

村上康成 (作・絵)

9784564006678

2000年10月1日

もみじちゃんが、こんにちはってチュウをすると、みんなまっかっか。だんだんと景色が秋色になっていく
様子が楽しみになる絵本。

新 庭に鳥を呼ぶ本

藤本和典

9784829901458

2009年11月30日

庭やベランダに鳥が来るような環境づくりについて写真とイラストで解説。巣箱や餌台の作り方や庭に
来る鳥50種、鳥が好む植物50種図鑑も収録。

コケに誘われコケ入門

このは編集部

9784829973929

2017年9月1日

コケ100種図鑑から観察地情報、生活史や分類、観察方法から楽しみ方までこの1冊でコケの全てがわ
かる。

どんぐりハンドブック

いわさゆうこ

9784829911761

2010年11月1日

日本産どんぐり22種を取り上げ、どんぐりのイラストに加え原寸大のどんぐりや葉、芽生え、樹形など識
別に役立つ写真が満載。

散歩で出会うみちくさ入門

佐々木和幸

9784829973912

2016年7月1日

道路や公園、駐車場など身近な場所で見かける道ばたの植物の観察ガイド。ユニークな視点で季節ご
とに見られる植物の特徴や生態、見どころ解説。

身近な草木の実とタネハンドブック

多田多恵子

9784829910757

2010年9月1日

身近な環境で観察できる草木226種を取り上げ、実やタネが散布される仕組み、風に乗る、はじける、人
にくっつく、鳥に食べられるなどを詳しく解説。

虫のしわざ観察ガイド

新開孝

9784829972038

2016年2月1日

身近な環境で見られる虫たちが残すユニークで特徴のある食痕や産卵痕、巣や卵などのしわざ200種
を豊富な写真と共に紹介。

花からわかる野菜の図鑑

亀田龍吉

9784829972113

2016年6月1日

野菜と果実90種の花と成長の様子を紹介。ふだん食べている野菜がどんな花を咲かせ、どんな生活を
送っているのかわかる。

昆虫の食草・食樹ハンドブック

森上信夫・林将之

9784829900260

2007年4月1日

チョウの仲間を中心に代表的な昆虫82種とその食草・食樹がわかる。昆虫探しに役立つ生活史カレン
ダー付き。

落ち葉の下の小さな生き物ハンドブック

皆越ようせい

9784829981450

2017年3月1日

ミミズ22種をはじめ落ち葉の下や土の中で見つかるワラジムシ、トビムシなど169種の土をつくる小さな
動物がわかる図鑑。

野鳥と木の実と庭づくり

叶内拓哉

9784829975046

2016年3月1日

植木屋の知識と野鳥写真家の観察眼を持つ著者が野鳥の好む木の実をはじめとする100種以上の鳥と
木の関係を写真で紹介。

手すりの虫観察ガイド

とよさきかんじ

9784829972274

2019年6月1日

簡単、気軽に虫を発見できる場所、それが手すり。公園や緑地の手すり周辺にいる約250種の虫を季節
ごとに検索できる。

季節とフィールドから鳥が見つかる

中野泰敬

9784829972205

2017年11月1日

ガイド歴30年の著者が240種の野鳥の見つけ方を紹介。野鳥が見やすい場所を季節ごとに取り上げ、
種ごとに詳しく探し方のポイントを解説。

変形菌入門 きのこでもカビでもない粘菌とも呼ば
川上新一
れる不思議な生物

9784829973936

2018年1月1日

南方熊楠も夢中になった不思議な生きもの変形菌（粘菌）のビジュアルガイド。

文一総合出版

平凡社
野尻抱影 星は周る

野尻抱影

9784582531527

2015年12月1日

抱影が特に愛した星や四季折々の星の話などを厳選。

くらしのこよみ 七十二候の料理帖

うつくしいくらしかた研究所編

9784582415094

2013年11月1日

人気アプリ「くらしのこよみ」がお届けする料理レシピ集。３～５ステップの簡単レシピで、季節ごとの旬の
食材をおいしく愉む。

園芸家の一年

カレル・チャペック

9784582768251

2015年2月1日

いつだって土作りや水やりのことで頭がいっぱい。そんな園芸家たちの〈あるある〉を愛情たっぷりに描く
超ロングセラー園芸エッセイ。

昆虫のとんでもない世界

丸山宗利 (監)

9784582922820

2020年7月1日

昆虫たちの驚きのボディから、擬態・寄生などの生きる知恵、めったに見られない貴重種まで、迫力のビ
ジュアルで徹底解剖！

昆虫のすごい世界

丸山宗利 (監)

9784582922622

2018年5月1日

歩く宝石のような甲虫から、色鮮やかなチョウ、驚異の跳躍を見せるバッタ…。地球で最も繁栄した生物
である昆虫の世界を存分に紹介。

アゲハチョウの世界

吉川寛・海野和男

9784582542561

2018年9月1日

アゲハチョウを入り口に、最先端の成果による解説と美しい写真で、分子生物学や「種の多様性」への
理解を深めていく。

空から森が降ってくる

小手鞠るい

9784582838121

2019年9月1日

アメリカはウッドストックの森に住む小説家が、美しくも厳しい自然や野生動物との交流、旅先でのでき
ごとをたおやかな筆致で綴る。

龍膽寺雄 焼夷弾を浴びたシャボテン

龍膽寺雄

9784582531756

2020年2月1日

突如文壇から姿を消した小説家は、戦後、サボテンの栽培研究で知られるようになる。サボテンを通じ
た「荒涼の美学」や科学観を精選。

中西悟堂 フクロウと雷

中西悟堂

9784582531602

2017年4月1日

日本野鳥の会を創立した著者による、鳥への愛に満ちた随筆集。自然と対峙しつづけたそのまなざし
は、一級の文明批評ともなっている。

日髙敏隆 ネコの時間

日髙敏隆

9784582531633

2017年10月1日

チョウ、ネコ、そして人間……。自然には生物の不思議と知恵がいっぱい。動物行動学の第一人者の
ユーモアと発見に満ちた随筆を厳選。

田中一村

大矢鞆音(監)

9784582922745

2019年5月1日

鮮烈な色彩と造形で、独自の絵画様式を生み出した田中一村。画壇から離れて独り高みを目指した、そ
の生涯と画業に迫る決定版！

へたも絵のうち

熊谷守一

9784582763256

2000年2月1日

花や虫、いきものを愛した97年間の“仙人”的生涯。 「眠り猫」など独特のタッチと色彩で今なお人気の
画家の自伝。

野の花づくし 季節の植物図鑑[春・夏編]

木原浩

9784582542554

2019年2月1日

植物写真家木原浩の詩情あふれる植物写真でつづる日本の四季。撮影ポイントも満載。上巻は春夏の
植物を集めた。

野の花づくし 季節の植物図鑑[秋・冬編＋琉球･奄
木原浩
美 小笠原編]

9784582542592

2019年8月1日

植物写真家木原浩の詩情あふれる写真でつづる日本の四季。撮影ポイント満載。下巻は秋冬の植物と
南方の植物を集めた。

決定版 日本の野鳥650

真木広造・大西敏一・五百澤日丸

9784582542523

2014年2月1日

約650種を網羅。新しい分類体系に基づいた最新の鳥類図鑑。野鳥写真の第一人者による美しい写真
と的確な解説。

観察する目が変わる動物学入門

浅場明莉・菊水健史

9784860644031

2014年7月1日

観察する目が変わる水辺の生物学入門

西川潮・伊藤浩二

9784860644802

2016年7月26日

植物の体の中では何が起こっているのか

嶋田幸久・萱原正嗣

9784860644222

2015年3月18日

植物の形には意味がある

園池公毅

9784860644703

2016年4月15日

植物と一口に言っても様々な形のものがあります。それらの形は植物が磨き上げた進化の証。形から
植物の生きる仕組みを考えます。

花と昆虫のしたたかで素敵な関係

石井博

9784860646103

2020年3月4日

多くの植物が、花粉を昆虫に運んでもらいます。なぜ受粉を昆虫に頼るのでしょうか。受粉をめぐる、植
物と昆虫の不思議な関係を紹介。

見えない巨人

別府輝彦

9784860644585

2015年10月27日

系統分類できない雑多な生物の集まり「微生物」とは一体何か。答えるのが難しいその問いに対し、
様々な視点から易しく語る入門書。

招かれざる虫

兵藤有生・林晃史

9784860644512

2015年10月19日

虫探偵と称される著者が、食べものにつく虫の正体を暴く。食品害虫を通して昆虫の生き様を紹介す
る、ミステリー仕立ての一冊。

虫のすみか

小松貴

9784860644772

2016年6月21日

我々の身近には、おもしろい巣をつくる虫たちがたくさんいます。巣から虫の生きざまを知る一冊。オー
ルカラーで写真を豊富に掲載。

似ている動物「見分け方」事典

木村悦子・北澤功

9784860645007

2017年9月19日

ムササビとモモンガなど、似ている動物の違いを、イラスト満載のチャートと、わかりやすい文章で解説。
家族で楽しめる一冊です。

身近な生き物オス・メス「見分け方」事典

木村悦子・今泉忠明

9784860645830

2019年6月5日

身近な動物の性別による違いを紹介。そこには、驚きの生態や自然の厳しさが垣間見られる。豆知識
が詰まった、家族で楽しめる一冊。

カタツムリ・ナメクジの愛し方

脇司

9784860646257

2020年7月8日

カタツムリやナメクジといった陸貝の生態をわかりやすく解説。日本に生息する115種を掲載した図鑑
ページは一見の価値あり。

べレ出版
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寝る前に不思議な行動をするイヌ、狭いところを通り抜けられるネコ、いつも口をモゴモゴしているウシ
…。動物を観察する際のポイントをとおして、動物学の基礎を学ぶことができる一冊！
私たちの身のまわりにあるさまざまな水辺。河川や湖はもちろん、人が管理する水田にも、あまたの種
類の生物が暮らしています。本書では、水辺に生きる動物や植物を観察するために役立つ知識を紹
介。
意外と知らない光合成や、生長や代謝にかかせない植物ホルモンのはたらきなど、植物の体の中で起
こっている「生きる仕組み」を紹介します。

山川出版社
星ごよみ

林完次

9784634150560

2014年4月1日

毎日違う表情を見せる夜空を、季節ごとに紹介。はじめての星座観察に最適。

雲ごよみ

高橋健司 (写真・文)

9784634150300

2012年11月30日 季節によって変化する空模様、不思議な雲など、カラー写真とイラストでわかりやすく解説。

日本の町並み 上

刈谷勇雅・西村幸夫 (編著)

9784634150812

2016年1月26日

武家屋敷、宿場町、社寺信仰の町、港町の町並みを紹介。

日本の町並み 下

刈谷勇雅・西村幸夫 (編著)

9784634150829

2016年3月18日

商家の町、市場町、温泉町、茶屋町、農村、漁村の町並みを紹介。

丸山伸彦

9784642014670

2012年5月10日

約５５０の色名や、織物・絵画などに関する用語を多数収録。名称・色味の変化や発色技法などを解
説。

樹木と暮らす古代人-木製品が語る弥生・古墳時代
樋上昇
-

9784642058346

2016年10月1日

持続可能な社会を目指し、いま注目されている里山。〝木の国〟日本の古代史像を、木材の利用を通
して描く。

樹皮の文化史

名久井文明

9784642063708

2011年1月20日

かつて樹皮は日常的に使用されていた。暮らしの中での利用法を古老からの聞き取りに学び、加工技
術の全容を明らかにする。

食べ物の民俗考古学-木の実と調理道具-

名久井文明

9784642082044

2019年10月20日

木の実の乾燥・備蓄、それを割った石器や「あく抜き」から、人びとは食べ物をどのように処理し、利用し
てきたのか。

石に刻まれた江戸-無縁・遊女・北前船-

関根達人

9784642058988

2020年4月1日

「歴史の証人」である石造物から、近世の自然や社会環境の実態に迫る。

墓石が語る江戸時代-大名・庶民の墓事情-

関根達人

9784642058643

2018年4月1日

墓石から、歴史災害、身分制社会の在り方、海運による交流などに迫る。

日本石造物辞典

日本石造物辞典編集委員会

9784642014663

2012年12月10日

吉川弘文館
日本史色彩事典
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古代から南北朝時代につくられた約１５００の石造物の形状・銘文・伝承・現地アクセスなどを都道府県
別に収載。

