
資料番号 タイトル 人名 出版者 保管場所

0116634460 アウトドアキャンプ100の基本 東京：学研パブリッシング ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0114123607 アウトドア・サバイバル・テクニック 赤津　孝夫／著 東京：地球丸 書庫

0113385470 アウトドア発見図鑑 東京：家の光協会 書庫

0117628354 アウトドアひとり旅ガイドBOOK 東京：枻出版社 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0116427014 アウトドアーズマンのための車中泊カスタムBOOK 東京：枻出版社 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0116694936 あたらしい野宿　上 かとう　ちあき／著 東京：亜紀書房 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0116966334 AYUMIのアウトドアクッキング AYUMI／著 東京：講談社 生活科学  

0116349606 安心・安全!はじめての快適車中泊 東京：JTBパブリッシング ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0115911562 いきなりきのこ採り名人 井口　潔／ほか著 東京：小学館 産業      

0116635996 今森光彦の里山さんぽ図鑑 今森　光彦／写真・文 東京：世界文化社 産業      

0117372433 色と形で見わけ散歩を楽しむ花図鑑 大地　佳子／著 東京：ナツメ社 自然科学  

0116834276 裏山の奇人 小松　貴／著 秦野：東海大学出版部 自然科学  

0116480948 描いて見よう身近な植物 小野木　三郎／著 東京：地人書館 自然科学  

0117110668 おいしいきのこ毒きのこハンディ図鑑 大作　晃一／著 東京：主婦の友社 産業      

0116365073 美味しい木の実ハンドブック おくやま　ひさし／著 東京：文一総合出版 産業      

0117565291 お散歩の草花ポケットブック 岩槻　秀明／著 東京：いかだ社 自然科学  

0116845454 落ち葉の呼び名事典 亀田　龍吉／写真・文 東京：世界文化社 産業      

0113970479 大人の男の実践“森の生活” 本山　賢司／著 東京：山と渓谷社 書庫

0116948704 親子でアウトドア!　[vol.1] 東京：枻出版社 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117219204 親子でアウトドア!　vol.3 東京：枻出版社 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117723866 親子でキャンプBOOK 東京：枻出版社 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0115667412 親子で楽しむアウトドア [東京]：JTBパブリッシング 書庫

0116548793 快適キャンプマニュアル 月刊ガルヴィ編集部／編集 東京：実業之日本社 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117121590 家族・親子アウトドア・キャンプ入門 赤井　賢一／監修 東京：滋慶出版　つちや書店 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117606293 完全焚火マニュアル 東京：笠倉出版社 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117213074 かんたん&おしゃれなバーベキューの人気レシピ BBQレシピタンク／監修 [東京]：立東舎 生活科学  

0117015180 木の実のガイド 須賀　瑛文／著 大阪：トンボ出版 産業      

特集名：長野９～１０月高齢者向けテーマ「ちょっとアウトドア」
特集期間：２０２１／８／２６～２０２１／１０／２８



0116692864 木の実の呼び名事典 亀田　龍吉／写真・文 東京：世界文化社 自然科学  

0116225814 基本のすべてがわかるキャンプと焚き火 東京：JTBパブリッシング ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117385096 キャンプ大全 東京：枻出版社 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117007575 燻製作りの基本 片山　三彦／著 東京：地球丸 生活科学  

0117205401 原寸で楽しむ身近な木の実・タネ図鑑&採集ガイド 多田　多恵子／著 東京：実業之日本社 自然科学  

0116833013 鉱物ハンティングガイド 松原　聰／著 東京：丸善出版 自然科学  

0117008383 紅葉のきれいな樹木図鑑 亀田　龍吉／写真・文 東京：家の光協会 産業      

0117144642 コケを見に行こう! 左古　文男／著 東京：技術評論社 自然科学  

0115840852 苔とあるく 田中　美穂／著 東京：WAVE出版 自然科学  

0117602953 「コケ旅」へ行こう! 産業編集センター／編 東京：産業編集センター 自然科学  

0117600411 苔登山 大石　善隆／著 東京：岩波書店 自然科学  

0116520040 50歳からはじめるハイキングの教科書 加藤　庸二／監修 東京：滋慶出版　土屋書店 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117565309 子どもと一緒に見つける草花さんぽ図鑑 自然観察大学／監修 東京：永岡書店 自然科学  

0117395319 子どもと木であそぶ 岩谷　美苗／著 東京：東京書籍 産業      

0117865220 子どもと楽しむ草花のひみつ 稲垣　栄洋／著 東京：エクスナレッジ 自然科学  

0116780255 子どもとはじめる日帰りハイキング 森田　秀巳／著 東京：JTBパブリッシング ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117834275 子どもの観る目をはぐくむ植物探検ブック! 小泉　昭男／著 京都：かもがわ出版 自然科学  

0117213934 里山さんぽ植物図鑑 宮内　泰之／監修 東京：成美堂出版 自然科学  

0116636002 里山の山菜・木の実ハンドブック 多田　多恵子／監修 東京：NHK出版 産業      

0116819665 散歩で見かける草木花の雑学図鑑 金田　洋一郎／著 東京：実業之日本社 自然科学  

0116912932 散歩でよく見る花図鑑 亀田　龍吉／写真・文 東京：家の光協会 自然科学  

0116502964 散歩の花図鑑 岩槻　秀明／著 東京：新星出版社 自然科学  

0116481854 散歩道の木と花 金田　洋一郎／著 東京：講談社 自然科学  

0116508524 山野草の楽しみ方 久志　博信／著 東京：講談社 農業園芸 

0113382048 自然を遊びこなす33の方法 信太　一高／著 東京：ソニー・マガジンズ 書庫

0117734681 自宅でキャンプ 東京：枻出版社 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0114563901 善光寺道を歩く 伝田　重義／著 東京：東峰書房 郷土資料  

0114757230 「善光寺道名所図会」を歩く 善光寺街道協議会／編 麻績村（長野県）：善光寺街道協議会 郷土資料  

0117837666 ソロキャンプ入門 東京：JTBパブリッシング ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0116403189 楽し!懐かし!野遊びガイド 白石　健一／著 東京：食品研究社 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0116060070 楽しい焚き火 [東京]：JTBパブリッシング 産業      

0115979783 食べごろ摘み草図鑑 篠原　準八／著 東京：講談社 産業      



0116199613 にっぽん地図歩きの旅古道、旧道、旧街道 堀　淳一／[著] 東京：講談社 地誌紀行 

0116094574 日本の毒きのこ 長沢　栄史／監修 東京：学研 産業      

0117657650 庭遊びの達人が教える野外DIY実践術 脇野　修平／著 東京：学研プラス 生活科学  

0116418542 野の花さんぽ図鑑 長谷川　哲雄／著 東京：築地書館 産業      

0116040130 野の花さんぽ図鑑 長谷川　哲雄／著 東京：築地書館 自然科学  

0117069286 生えている場所でわかる植物の名前図鑑 金田　一／著 東京：世界文化社 自然科学  

0116808981 はじめてのキャンピング 池田：安藤スポーツ・食文化振興財団 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117791731 はじめてのソロキャン完全ガイド BE-PAL編集部／著 東京：小学館 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0115791246 はっぱ 林　将之／監修・写真 東京：STUDIO CELLO 自然科学  

0117527457 秘境滝を行く 篠原　元／著 長野：信濃毎日新聞社 郷土資料  

0117190405 ひとりで探せる川原や海辺のきれいな石の図鑑　2 柴山　元彦／著 大阪：創元社 自然科学  

0116761982 拾って探そう落ち葉とドングリ・松ぼっくり 平野　隆久／写真 東京：山と溪谷社 産業      

0114091044 ベーコン野外術 尾崎　紀世彦／著 東京：マガジンハウス 書庫

0117189019 防災でも役立つ!快適車中泊ギアカタログ 東京：地球丸 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0116758657 防災ピクニックが子どもを守る! MAMA-PLUG／編・著 東京：KADOKAWA 社会科学  

0117384875 街で見かける雑草・野草図鑑 金田　一／著 東京：交通新聞社 自然科学  

0116991423 街のきのこ散歩 大舘　一夫／著 東京：八坂書房 自然科学  

0117627042 まちの植物のせかい 鈴木　純／文・写真 東京：雷鳥社 自然科学  

0115286981 まちかど花ずかん 南　孝彦／著 東京：ソフトバンクパブリッシング 自然科学  

0117138958 万葉歌とめぐる野歩き植物ガイド　秋〜冬 山田　隆彦／著 東京：太郎次郎社エディタス 自然科学  

0116690546 万葉歌とめぐる野歩き植物ガイド　夏〜初秋 山田　隆彦／著 東京：太郎次郎社エディタス 自然科学  

0115551608 名人が教えるきのこの採り方・食べ方 瀬畑　雄三／監修 東京：家の光協会 産業      

0116769282 森のさんぽ図鑑 長谷川　哲雄／著 東京：築地書館 産業      

0117116673 森のたからもの探検帳 飯田　猛／著 東京：世界文化社 産業      

0117034488 野外料理超入門 黒澤　進／監修 東京：地球丸 生活科学  

0117815803 やけに植物に詳しい僕の街のスキマ植物図鑑 瀬尾　一樹／著 東京：大和書房 自然科学  

0114308695 野草の名前の手帖　秋・冬編 夏梅　陸夫／写真と文 東京：シンク 自然科学  

0113891709 遊YOUキッズアドベンチャー 清水　国明／著 東京：ベースボール・マガジン社 書庫

0117727727 Life is Camp winpy‐jijii／著 東京：玄光社 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0116414921 歴史みちを歩く 森村　宗冬／著 東京：洋泉社 地誌紀行 


