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資料区分 書名 巻次 著者名 出版者 出版年
ＡＶ 日本百景 5 キープ 2008.9
ＡＶ 日本百景 3 キープ 2008.9

ＡＶ 深田久弥の日本百名山 1
ＮＨＫソフ
トウェア
（発行）

2001.4

ＡＶ 深田久弥の日本百名山 2
ＮＨＫソフ
トウェア
（発行）

2001.4

ＡＶ 深田久弥の日本百名山 3
ＮＨＫソフ
トウェア
（発行）

2001.4

一般 海の介護人ものがたり 椎名　勝巳∥著 中央法規出 2009.3
一般 黒富士 柄沢  斉∥著 新潮社 2013.1
一般 山岳気象大全 猪熊　隆之∥著 山と渓谷社 2011.6
一般 サーフィン完全マスター 牛越／峰統∥著 成美堂出版 2001.5
一般 ニッポンの山「解体新書」 樋口　一郎∥著 東京新聞出

版局 2009.6

一般 竹内均の日本列島史 竹内／均∥著 ニュートン
プレス 2000.8

一般 山のことば辞典 豊田  和弘∥著 河出書房新 2014.6
一般 海に癒される。 高橋　啓介∥著 草思社 2012.6
一般 空と海のであう場所 小手鞠　るい∥著 ポプラ社 2006.1
一般 ヨット百科 高槻　和宏∥著 舵社 2013.3
一般 日本の山を数えてみた 武内  正∥著 山と渓谷社 2015.8
一般 海辺の博覧会 芦原　すなお∥著 ポプラ社 2007.8
一般 トレッキングｉｎヒマラヤ 向／一陽∥著 中央公論新 2001.8
一般 さあ出かけよう！楽しい野山の歩き方 三雲　大∥著 土屋書店 2006.9
一般 浅間 立松／和平∥著 新潮社 2003.9
一般 レジャー・スキューバ・ダイビング 海上保安庁救難課∥監修 成山堂書店 2001.5
一般 いざというときのコツのコツ 4 リブリオ出 2007.4
一般 日本列島ジオサイト地質百選 2 全国地質調査業協会連合

会∥共編 オーム社 2010.5

一般 地図マニア空想の旅 今尾  恵介∥著
集英社イン
ターナショ

ナル
2016.6

一般 日本列島ジオサイト地質百選 全国地質調査業協会連合
会∥共編 オーム社 2007.1

一般 海のなかへ 中村／征夫∥著 小学館 1996.8
一般 葉っぱ・花・樹皮でわかる樹木図鑑 池田書店編集部∥編 池田書店 2007.1
一般 極上の山歩き 草川 啓三∥著 ナカニシヤ

出版 2010.3
一般 さばきもわかる食材魚図鑑 池田書店編集部∥編 池田書店 2008.3
一般 山歩きの基本がわかる本 川名　匡∥著 山と渓谷社 2010.3
一般 福井の海釣り 国際総合企画∥企画編集 福井新聞社 2010.3
一般 海に降る 朱野　帰子∥著 幻冬舎 2012.1
一般 いますぐ使える海釣り図解手引 西野  弘章∥監修 大泉書店 2016.5
一般 登ってみねの福井の山 ＶＯＬ． 御堂河内  季裕／編 福井山歩会 2014.4
一般 海の名前 中村／庸夫∥文・写真 東京書籍 2002.7
一般 記録的海洋生物 中村　庸夫∥著 誠文堂新光 2010.1
一般 脊梁山脈 乙川　優三郎∥著 新潮社 2013.4
一般 富士山 竹内　敏信∥著 出版芸術社 2013.9
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一般 富士山を撮る 竹内　敏信∥監修
日経ナショ
ナルジオグ
ラフィック

2013.7

一般 剱 志水  哲也∥著 山と渓谷社 2014.1
一般 福井の海釣り 福井：福井

新聞社 1998.4
一般 日本百名山 深田／久弥∥著 新潮社 1991.7
一般 赤ちゃんから始めました親子登山 新井　和也∥著 東京新聞 2013.3
一般 子どもと登るはじめての富士山 関　良一∥著 旬報社 2013.6
一般 黒部の山賊 伊藤  正一∥著 山と渓谷社 2014.3
一般 バテない体をつくる登山エクササイズ 大森　義彦∥監修 誠文堂新光 2012.4
一般 海のすべて ニュートン

プレス 2017.2

一般 初心者でも超わかる！海づりの教科書 上田　歩∥監修 滋慶出版／
土屋書店 2011.1

一般 バテない体をつくる登山食 大森  義彦∥監修 誠文堂新光 2016.4
一般 山怪 2 田中  康弘∥著 山と渓谷社 2017.2
一般 作例でわかる!山岳写真上達法 中西 俊明∥写真  文 山と溪谷社 2017.5
一般 生死を分ける、山の遭難回避術 羽根田 治∥著 誠文堂新光 2017.4
一般 世界でいちばん素敵な海の教室 藤岡 換太郎∥監修 三才ブック 2019.2
一般 富士山噴火 高嶋  哲夫∥著 集英社 2015.7
一般 鬼の哭く山 宇江  敏勝∥著 新宿書房 2014.8
一般 日本アルプス植物図鑑 大場／達之∥著 八坂書房 1999.4
一般 日本百名山 白籏／史朗∥編 朝日新聞社 1998.6
一般 北陸の自然をたずねて 北陸の自然をたずねて編

集委員会∥編著 築地書館 2001.3
一般 海底大陸 海野 十三∥著 河出書房新 2018.1
一般 白銀ジャック 東野　圭吾∥著 実業之日本 2011.1
一般 海亀たち 加藤 秀行∥著 新潮社 2018.1
一般 山怪 3 田中 康弘∥著 山と溪谷社 2018.9
一般 潮騒のアニマ 川瀬  七緒∥著 講談社 2016.1
一般 百名山以外の名山５０ 深田／久弥∥著 河出書房新 1999.8
一般 うみまーる 井上／慎也∥著 東方出版 2006.4
一般 氷壁 井上／靖∥著 新潮社 2005.1
一般 宝の山 梶  よう子∥著 実業之日本 2013.1
一般 海の仙人 糸山／秋子∥著 新潮社 2004.8
一般 旬の魚図鑑 坂本　一男∥著 主婦の友社 2007.4
一般 トレッカーのためのネパール学 中村／昌之∥著 山と渓谷社 1999.3
一般 世界一の珊瑚礁 中村　征夫∥著 クレヴィス 2010.5
一般 山怪 田中  康弘∥著 山と渓谷社 2015.6
一般 楽しい！日帰り山歩き入門 神崎　忠男∥監修 主婦と生活 2010.5
一般 満潮 朝倉  かすみ∥著 光文社 2016.1
一般 五峰の鷹 安部 龍太郎∥著 小学館 2013.1
一般 海のルアー釣りがわかる本 学研 2005.5
一般 おいしく食べる山菜・野草 高野　昭人∥監修 世界文化社 2013.3
一般 かんたん！海釣り入門 ケイエス企 2012.3
一般 奇妙でセクシーな海の生きものたち ユージン　カプラン∥著 インターシ

フト 2007.1
一般 地図の読み方 平塚／晶人∥著 小学館 1998.1
一般 海峡の光 辻／仁成∥著 新潮社 1997.2
一般 山怪実話大全 東 雅夫∥編 山と溪谷社 2017.1
一般 堤防釣り 釣魚と仕掛けのすべてがわかる 大泉書店編集部∥編 大泉書店 2018.9
一般 海のグレートジャーニー 関野　吉晴∥著 クレヴィス 2012.2
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一般 古代遺跡謎解きの旅 松本／司∥著 小学館 1999.5
一般 海水浴と日本人 畔柳　昭雄∥著 中央公論新 2010.7
一般 海 越智／隆治∥写真 青菁社 2000.7
一般 エコツーリズムってなに？ 小林／寛子∥著 河出書房新 2002.7
一般 海の本 吉野／雄輔∥企画・写真 角川書店 2005.7
一般 イントゥ・ザ・サーフィン 辻井／南青紀∥著 講談社 2004.7
一般 カラー図鑑日本の火山 高田 亮∥監修 ナツメ社 2017.1
一般 潮風の下で レイチェル・カーソン∥ 宝島社 1993.5
一般 明治期の海水着美人 石黒／敬章∥編 新潮社 1997.4
一般 フグはなぜ毒をもつのか 野口／玉雄∥著 日本放送出

版協会 1996.5
一般 霊峰白山 北国新聞社編集局∥編 北国新聞社 2004.9
一般 海中奇面組 中村　征夫∥著 ベストセ

ラーズ 2006.1
一般 体験ダイビングをやろう！ 広部／俊明∥著 誠文堂新光 2005.6
一般 神々の座を越えて 谷／甲州∥著 早川書房 1996.1
一般 半魚人伝 藤崎　童士∥著 三五館 2010.1
一般 ウはウミウシのウ 宮田　珠己∥著 白水社 2007.3
一般 パンの鳴る海、緋の舞う空 野中／ともそ∥著 集英社 1999.1
一般 水中散歩を楽しもう 案納／昭則∥講師 日本放送出

版協会 2003.4
一般 海の宮 中上　紀∥著 新潮社 2009.3
一般 高山に咲く花 清水  建美∥編  解説 山と渓谷社 2014.4
一般 いざというときのコツのコツ 5 リブリオ出 2007.4
一般 中高年の山歩き入門 山田／哲哉∥著 日本文芸社 1999.3
一般 高山の花 永田　芳男∥写真 山と渓谷社 2010.7
一般 タベイさん、頂上だよ 田部井　淳子∥著 山と渓谷社 2012.2
一般 クレタ、神々の山へ 真保／裕一∥著 岩波書店 2004.6
一般 水の年輪 薄井／ゆうじ∥著 岩波書店 2004.4
一般 怪訝山 小池　昌代∥著 講談社 2010.4
一般 水の柩 道尾　秀介∥著 講談社 2011.1
一般 深海生物ファイル 北村／雄一∥著 ネコ・パブ

リッシング 2005.1
一般 波に乗る はらだ  みずき∥著 小学館 2015.2
一般 海の道山の道 遠藤　ケイ∥著 筑摩書房 2009.5
一般 海松 稲葉　真弓∥著 新潮社 2009.4
一般 海を見る人 小林／泰三∥著 早川書房 2002.5
一般 文豪山怪奇譚 東  雅夫∥編 山と渓谷社 2016.2
一般 海中散歩でひろったリボン 中山　千夏∥著 ゆいぽおと 2008.2
一般 子どもと楽しむ山歩き 上田　泰正∥著 山と渓谷社 2012.7
一般 磯の生き物図鑑 小林　安雅∥写真　監 主婦の友社 2011.5
一般 プレシャスブルー ＮＨＫ取材班∥著 新日本出版 2015.4
児童 ＮＨＫためしてガッテンアウトドアに

チャレンジ！
２０００
年版１ ＮＨＫ科学番組部∥編 汐文社 1999.1

児童 海 ピーター・Ｄ．ライ
リー∥著 ほるぷ出版 2006.3

児童 海の大研究 東京大学海洋研究所∥
監修

ＰＨＰ研究
所 2009.1

児童 安全に楽しむ！子どもの山登り 1 田部井  淳子∥監修 鈴木出版 2015.1
児童 海の楽校 1 長谷川／孝一∥著 山と渓谷社 2003.5

児童 遊ＹＯＵキッズ海あそび 鯨井／保年∥著
ベースボー
ル・マガジ

ン社
2001.8
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児童 海の遊び方 中村／征夫∥著 旬報社 2001.6
児童 富士山の大研究 江藤／初生∥著 ＰＨＰ研究 2004.1
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