
資料番号 タイトル 人名 出版者 保管場所

0116653528 会いに行ける海のフシギな生きもの 吉野　雄輔／著 東京：幻冬舎 自然科学  

0117121574 奄美 生命の鼓動 大方　洋二／写真 東京：講談社 自然科学  

0117864157 「雨ダルさん」の本 佐藤　純／[著] 東京：文響社 医学      

0115072787 アラウンドアローン 白石　康次郎／著 東京：文芸春秋 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117296517 unknown 鍵井　靖章／写真・文 東京：日経ナショナルジオグラフィック社 芸術      

0117583484 池の水ぜんぶ“は”抜くな! 池田　清彦／監修 東京：つり人社 自然科学  

0116537960 異端の植物「水草」を科学する 田中　法生／著 東京：ベレ出版 自然科学  

0117340273 一度は行きたい全国の水族館 東京：昭文社 自然科学  

0117706325 一度は訪ねてみたい日本の水と土 日本水土総合研究所／著 東京：日本水土総合研究所 地誌紀行 

0116103557 飲料水争奪時代がやってくる 岡崎　稔／著 東京：日刊工業新聞社 工学      

0116531187 浮いて待て!命を守る着衣泳 斎藤　秀俊／著 新潟：新潟日報事業社 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0116685124 ウエットフライの戦術 杉浦　雄三／監修・実演 東京：地球丸 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117069294 海・川・湖の奇想天外な生きもの図鑑 武田　正倫／監修 東京：エクスナレッジ 自然科学  

0117368811 海の世界地図 Don Hinrichsen／[著] 東京：丸善出版 自然科学  

0117095885 海の大図鑑 深澤　理郎／監訳 東京：丸善出版 自然科学  

0116880824 海のプロフェッショナル　[1] 窪川　かおる／編 秦野：東海大学出版会 自然科学  

0116880832 海のプロフェッショナル　2 窪川　かおる／編 秦野：東海大学出版会 自然科学  

0115329815 海の本 吉野　雄輔／企画・写真 東京：角川書店 自然科学  

0117186437 海のミュージアム ルイス・ブラックウェル／著 大阪：創元社 自然科学  

0116915562 海辺を食べる図鑑 向原　祥隆／写真と文 鹿児島：南方新社 自然科学  

0116227687 泳本 原　英晃／監修 東京：ベースボール・マガジン社 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0115819021 おいしい水きれいな水 橋本　淳司／著 東京：日本実業出版社 工学      

0115742553 おいしい水の科学 佐藤　正／監修 東京：日刊工業新聞社 工学      

0117456434 大人のための水族館ガイド 錦織　一臣／監修・編著 東京：養賢堂 自然科学  

特集名：長野6月・7月一般テーマ「みず・ミズ・水」
特集期間：2022／6／9～2022／7／28



0117190447 お部屋でできる!野菜づくり 中島　水美／著 東京：新星出版社 農業園芸 

0117889212 親子で「海釣り」徹底サポートBOOK 山口　充／監修 東京：メイツユニバーサルコンテンツ ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0112987375 海洋 D.L.エルダー／編 京都：同朋舎出版 自然科学  

0116810383 海洋地球研究船「みらい」とっておきの空と海 柏野　祐二／著 東京：幻冬舎 自然科学  

0115303240 科学で見なおす体にいい水・おいしい水 岡崎　稔／著 東京：技報堂出版 工学      

0117114991 カヌー&カヤックを楽しむ 内田　正洋／監修 東京：地球丸 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0116605452 カヌー&カヤック入門 辰野　勇／著 東京：山と溪谷社 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0115998619 カラダは水中運動でよみがえる 快適スイミング研究会／編 東京：学研 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0116407958 川と湖を見る・知る・探る 日本陸水学会／編 東京：地人書館 自然科学  

0116076167 川の図鑑 本山　賢司／絵・文 東京：東京書籍 自然科学  

0117729731 雲と出会える図鑑 武田　康男／著 東京：ベレ出版 自然科学  

0117591453 クラゲ水族館BOOK 鈴木　朱紀子／著 東京：扶桑社 芸術      

0115774291 健康プールエクササイズ 八木　香／著 東京：主婦と生活社 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0114746225 子供も楽しい!釣り入門 加藤　康一／著 東京：山と溪谷社 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0115895757 ご利益のある名水 南　正時／[著] 東京：講談社 自然科学  

0116041187 サーフィン完全攻略本 東京：枻出版社 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0116936956 サーフィンスタートBOOK NALU／監修 東京：枻出版社 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0115455024 魚の名前 中村　庸夫／文・写真 東京：東京書籍 自然科学  

0116537978 さかなクンの水族館ガイド さかなクン／著 [東京]：ブックマン社 自然科学  

0116069626 シーカヤック教書 内田　正洋／著 東京：海文堂出版 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0116006099 シーカヤックで海を遊ぼう 西沢　あつし／著 東京：舵社 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0115242802 信濃川の悲劇 西澤　輝泰／著 新潟：新潟日報事業社 工学      

0117898874 新・海辺を食べる図鑑 向原　祥隆／写真と文 鹿児島：南方新社 自然科学  

0114719974 新川なぜなぜおもしろ読本 建設技術研究所／編著 東京：ナノオプトニクス・エナジー出版局 工学      

0116402926 深海生物のひみつ 北村　雄一／著 東京：PHP研究所 自然科学  

0116848151 深海と深海生物 海洋研究開発機構／監修 東京：ナツメ社 自然科学  

0117592550 水球必勝バイブル 塩田　義法／著 東京：メイツ出版 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117927970 #水族館に行こう 東京：JTBパブリッシング 自然科学  

0116804212 水中運動でアンチエイジング 八木　香／著 東京：滋慶出版　土屋書店 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽



0114898406 水中散歩を楽しもう 案納　昭則／講師 東京：日本放送出版協会 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0116219437 水道管の叫び 俊成　正樹／著 東京：中経出版 工学      

0116072364 スイレン鉢とテーブルアクアリウム アクアライフ編集部／編 横浜：エムピージェー 農業園芸 

0116928219 図説日本の湖 森　和紀／著 東京：朝倉書店 自然科学  

0113750764 スノーケリング 長谷川　孝一／著 東京：誠文堂新光社 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0116634353 スノーケリングテクニックガイド 長谷川　孝一／著 東京：誠文堂新光社 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117223826 すばらしい海洋生物の世界 カラム・ロバーツ／著 大阪：創元社 自然科学  

0115147092 世界海の百科図鑑 ジョン・パーネット／編 東京：東洋書林 自然科学  

0117256826 世界で一番美しいクラゲの図鑑 リサ=アン・ガーシュウィン／著 東京：エクスナレッジ 自然科学  

0116759242 世界の美しい魚 松浦　啓一／監修 東京：パイインターナショナル 自然科学  

0116928250 世界の美しいサメ図鑑 仲谷　一宏／監修 東京：宝島社 自然科学  

0116371063 世界の水辺の町 ピーピーエス通信社／写真 東京：パイインターナショナル 地誌紀行 

0116670746 ゼロから理解する水の基本 千賀　裕太郎／監修 東京：誠文堂新光社 工学      

0117266288 そうだったのか!驚きの名水のチカラ 佐々木　健／著 東京：地人書館 自然科学  

0117114694 体感!海底凸凹地図 加藤　義久／監修 東京：技術評論社 自然科学  

0115914756 たからのうみの、たからもの。 古谷　千佳子／著 東京：河出書房新社 芸術      

0117400119 滝 森田　敏隆／写真 京都：光村推古書院 芸術      

0117399287 「食べる水」が体を変える ダナ・コーエン／著 東京：講談社 医学      

0116844259 ため池と水田の生き物図鑑　動物編 近藤　繁生／編著 大阪：トンボ出版 自然科学  

0115958787 知的に水泳レッスン 野口　智博／著 東京：ベースボール・マガジン社 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0116996224 つまき式親子で楽しむ水族館ガイド つまき／著 東京：そうえん社 自然科学  

0116081456 徹底検証飲んでいい水・悪い水 江藤　カズオ／著 さいたま：メディア・ポート 工学      

0116192972 天の恵みを活かすはじめての雨水利用 角川　浩／著 東京：パワー社 工学      

0117002154 都市を変える水辺アクション 泉　英明／編著 京都：学芸出版社 工学      

0116402447 都市の水資源と地下水の未来 益田　晴恵／編 京都：京都大学学術出版会 工学      

0116999863 トビウオの驚くべき世界 スティーブ・N.G.ハウエル／著 東京：エクスナレッジ 自然科学  

0117248302 ニッポンとっておきの島風景 箭内　博行／著 東京：パイインターナショナル 地誌紀行 

0116817842 二匹のさかな 鍵井　靖章／著 東京：パイインターナショナル 芸術      

0116569989 日本シンクロ栄光の軌跡 金子　正子／責任編集 東京：出版芸術社 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽



0117611566 日本全国池さんぽ 市原　千尋／著 東京：三才ブックス 自然科学  

0117047928 日本の海岸線をゆく 日本写真家協会／編 東京：平凡社 地誌紀行 

0114654866 日本の水生動物 武田　正倫／監修 東京：学研 自然科学  

0116840836 日本の水草 角野　康郎／著 東京：文一総合出版 自然科学  

0117269944 人気ブロガー・横着じいさんのかんたん水耕栽培決定版! 伊藤　龍三／著 東京：主婦と生活社 農業園芸 

0115941700 初めての釣りでいきなり堤防釣り名人 阿部　正人／編・著 東京：小学館 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117600866 発達が気になる子への水泳の教え方 酒井　泰葉／著 東京：合同出版 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0116834334 人・水 美しい日本のこころ 童門　冬二／著 東京：水道産業新聞社 工学      

0117259143 プール・ライフガーディング教本 日本ライフセービング協会／編 東京：大修館書店 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0116248808 ブルー・ゾーン 篠宮　龍三／著 東京：オープン・エンド ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0116009028 平成の名水百選 日本の水をきれいにする会／編集 東京：ぎょうせい 自然科学  

0116173543 平成の名水100選 主婦の友社／編 東京：主婦の友社 自然科学  

0117475343 星と海の楽園 KAGAYA／著 東京：河出書房新社 芸術      

0117046375 ほんわかクラゲの楽しみ方 平山　ヒロフミ／著 東京：誠文堂新光社 自然科学  

0117806745 ま〜るい魚図鑑 松浦　啓一／著 東京：エクスナレッジ 自然科学  

0117624072 街の水路は大自然 野上　宏／著 東京：築地書館 自然科学  

0116929555 街歩き・里歩きの名水・湧水散歩 南　正時／著 東京：自由国民社 自然科学  

0117095828 真夜中は稚魚の世界 坂上　治郎／著 横浜：エムピージェー 自然科学  

0117366435 水がなくなる日 橋本　淳司／著 東京：産業編集センター 工学      

0115706350 水供給 持続可能な水供給システム研究会／編 東京：技報堂出版 工学      

0116206574 水に棲むものたちの物語(はなし) 内山　りゅう／著 東京：バジリコ 自然科学  

0115554735 水のサイエンス 東京：ニュートンプレス 自然科学  

0116026659 水の節約&エネルギーの節約 シアン・ベリー／著 東京：ガイアブックス 工学      

0116695412 水の都市江戸・東京 陣内　秀信／編 東京：講談社 工学      

0115649568 水の名前 内山　りゅう／写真・文 東京：平凡社 自然科学  

0116573916 水の日本地図 東京大学総括プロジェクト機構「水の知」(サントリー)総括寄付講座／編東京：朝日新聞出版 工学      

0117448878 水の都東京の歴史散歩 中江　克己／著 東京：青春出版社 工学      

0117091959 水の歴史 イアン・ミラー／著 東京：原書房 工学      

0115085136 水は生きている 日本の水を考える会／編 東京：世界文化社 自然科学  



0117428664 水草の疑問50 田中　法生／監修 東京：成山堂書店 自然科学  

0115918757 みずものがたり 山本　良一／企画監修 東京：ダイヤモンド社 工学      

0115260291 ムラセ係長、雨水で世直し! 秋山　眞芸実／著 東京：岩波書店 工学      

0115416802 潜る人 佐藤　嘉尚／著 東京：文藝春秋 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117608497 潜れ!さかなクン さかなクン／著 東京：NHK出版 自然科学  

0117564443 野菜とハーブの水耕栽培 北条　雅章／監修 東京：ブティック社 農業園芸 

0117898890 やりすぎ深海いきもの図鑑 今泉　忠明／監修 東京：宝島社 自然科学  

0117134080 雪と氷の図鑑 武田　康男／文・写真 東京：草思社 自然科学  

0116571662 よくわかる水リサイクル技術 藤江　幸一／編著 東京：オーム社 工学      

0117753947 リザーバーの教科書 月刊Basser編集部／編 東京：つり人社 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0116197054 67億人の水 橋本　淳司／著 東京：日本経済新聞出版社 工学      

0116659491 60日以内にできる水耕野菜づくり 北条　雅章／監修 東京：大泉書店 農業園芸 


