
No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

1
移入・外来・侵入種  生物多様性を脅かす
もの

川道 美枝子／編 築地書館 2001.12 468/32 一般開架

2
生物多様性キーワード事典  100 key
words of biodiversity

生物多様性政策研究
会／編 中央法規出版 2002.9 468/33 一般開架

3 生物多様性はなぜ大切か? 日高 敏隆／編 昭和堂 2005.4 468/43 一般開架

4
生態系ってなに?  生きものたちの意外な
連鎖

江崎 保男／著 中央公論新社 2007.11 468/44 一般開架

5
食べて、食べられて、まわる  環境適応と
多様化の道をたどる

高橋 英一／著 研成社 2009.7 468/47 一般開架

6
翳りゆく楽園  外来種vs.在来種の攻防を
たどる

アラン・バーディッ
ク／著

ランダムハウス講談社 2009.9 468/49 一般開架

7
生物多様性  地球の未来を考えるための重
要ワード

ニュートンプレス 2010.9 468/53 一般開架

8
<図説>生物多様性と現代社会  「生命の
環」30の物語

小島 望／著 農山漁村文化協会 2010.9 468/54 一般開架

9
生物多様性  リオからなごや
「COP10」、そして…

堂本 暁子／著 ゆいぽおと 2010.1 468/57 一般開架

10 生きもの異変  温暖化の足音
「生きもの異変」取
材班／著 産経新聞出版 2010.12 468/58 一般開架

11
災害と生物多様性  災害から学ぶ、私たち
の社会と未来

岩槻 邦男／監修 生物多様性JAPAN 2012.2 468/60 一般開架

12 生物多様性を考える 池田 清彦／著 中央公論新社 2012.3 468/61 一般開架

13
景観の生態史観  攪乱が再生する豊かな大
地

森本 幸裕／編 京都通信社 2012.7 468/64 一般開架

14 いちばん大事なこと  養老教授の環境論 養老 孟司／著 集英社 2003.11 519/273 一般開架

15
生物多様性の意味  自然は生命をどう支え
ているのか

イボンヌ・バスキン
／著 ダイヤモンド社 2001.4 5198/44 一般開架

16 生物多様性の危機  精神のモノカルチャー
ヴァンダナ・シヴァ
／著 明石書店 2003.9 5198/58 一般開架

17
生物多様性<喪失>の真実  熱帯雨林破壊の
ポリティカル・エコロジー

ジョン・H.ヴァン
ダーミーア／著 みすず書房 2010.4 65317/20 一般開架

　　　千葉県立東部図書館　ガラス展示コーナー

 ５／２２は「国際生物多様性の日」
展示期間　:　平成29年　4月22日（土）～6月15日（木）

所蔵はすべて東部図書館 生物多様性

   生物多様性･･･生きものたちの豊かな個性とつながり。 

 

 地球上の生きものは、40億年という長い歴史の中でさまざ

まな環境に適応して進化し、3,000万種ともいわれる多様な

生きものが生まれました。これらの生命は一つひとつに個性

があり、全て直接に、間接的に支えあって生きています。 

  生物多様性条約では、生態系の多様性・種の多様性・遺伝子

の多様性という3つのレベルで多様性があるとしています。  
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No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

18
森の声がきこえますか  生物多様性・消え
ゆくものたちの叫び

藤原 幸一／写
真・文

PHP研究所 2010.9 462/11 一般開架

19
絶滅危惧種を見に行く  滅びゆく日本の動
植物たち

藤田 一咲／文・
写真

マガジンハウス 2001.7 4621/4 一般開架

20
外来生物クライシス  皇居の池もウシガエ
ルだらけ

松井 正文／著 小学館 2009.12 4817/19 一般開架

21 今、絶滅の恐れがある水辺の生き物たち  タガメ ゲンゴ
ロウ マルタニシ トノサマガエル ニホンイシガメ メダカ

内山 りゅう／
編・写真

山と溪谷社 2007.6 48175/3 一般開架

22 ホットスポット最後の楽園
NHK「ホットスポッ
ト」プロジェクト／編 NHK出版 2011.6 482/5 一般開架

23 絶滅危惧の動物事典 川上 洋一／著 東京堂出版 2008.12 4821/9 一般開架

24
絶滅危惧の生きもの観察ガイド    東日本
編

川上 洋一／著 東京堂出版 2009.8 4821/10/1 一般開架

25
絶滅危惧の生きもの観察ガイド    西日本
編

川上 洋一／著 東京堂出版 2010.2 4821/10/2 一般開架

26 東京消える生き物増える生き物 川上 洋一／著 メディアファクトリー 2011.12 48213/3 一般開架

27
サンゴとサンゴ礁のはなし  南の海のふし
ぎな生態系

本川 達雄／著 中央公論新社 2008.6 48335/2 一般開架

28 サンゴ  知られざる世界 山城 秀之／著 成山堂書店 2016.9 48335/3 一般開架

29 メダカと日本人 岩松 鷹司／著 青弓社 2002.5 48771/2 一般開架

30
屋久島発うみがめのなみだ  その生態と環
境

大牟田 一美／著
海洋工学研究所出版
部

2011.8 48795/4 一般開架

31
絶滅危惧種・日本の野鳥  バードライフ編
レッドデータ・ブックに見る日本の鳥

バードライフ・アジ
ア／編 東洋館出版社 2003.11 48821/21 一般開架

32 トキ物語  佐渡島から 大山 文兄／著 産経新聞出版 2010.4 48858/1 一般開架

33 アムールヒョウが絶滅する日 小林 達彦／著 経済界 2005.9 48953/14 一般開架

34 ジュゴンデータブック 倉沢 栄一／著 TBSブリタニカ 2002.9 48967/3 一般開架

35 絶滅危機生物の世界地図
Richard Mackay／
著 丸善 2005.11 5198/64 一般開架

36 マグロは絶滅危惧種か 魚住 雄二／著 成山堂書店 2003.1 66463/13 一般開架

 絶滅危惧の生きものたち

シマフクロウ 

ニホンオオカミ 

クマタカ 

コアジサシ 

オオムラサキ 

サンゴ礁 

オコジョ 
アカハライモリ 

ミヤマクワガタ 

コバネ 
アオイトトンボ 

タナゴ 

アカウミガメ 

  絶滅が危惧される生きものたちの例 
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37
南の島の自然誌  沖縄と小笠原の海洋生物
研究のフィールドから

矢野 和成／編著 東海大学出版会 2005.11 46219/3 一般開架

38 南極海極限の海から 永延 幹男／著 集英社 2003.4 4688/15 一般開架

39 人も環境も藻類から 石川 依久子／著 裳華房 2002.2 474/5 一般開架

40 干潟の自然史  砂と泥に生きる動物たち 和田 恵次／著
京都大学学術出版
会

2000.6 48172/11 一般開架

41 よみがえれふるさとの川と魚たち 加藤 憲司／著 リベルタ出版 2001.3 48752/11 一般開架

42 メダカが消える日  自然の再生をめざして 小沢 祥司／著 岩波書店 2000.4 48771/1 一般開架

43 トゲウオの自然史  多様性の謎とその保全 後藤 晃／編著
北海道大学図書刊行
会

2003.5 48772/1 一般開架

44
ナマコを歩く  現場から考える生物多様性と文
化多様性

赤嶺 淳／著 新泉社 2010.5 66478/1 一般開架

No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

45
ドクター・ケビンの里山ニッポン発見記  カン
トリーサイド・ウォーキングのすすめ

ケビン・ショート／
文・絵 家の光協会 2003.5 29109/197 一般開架

46 田んぼの生き物図鑑
内山 りゅう／写
真・文 山と溪谷社 2013.3 46038/6 一般開架

47
週末自然観察入門  身近で出会う生きものたち
のおもしろさ

藤本 和典／著 山と渓谷社 1999.4 4607/5 一般開架

48 里山図鑑
おくやま ひさし
／著

ポプラ社 2001.3 4607/7 一般開架

49 親子で楽しむご近所自然観察 渡辺 隆一／監修 オフィスエム 2002.7 4607/10 一般開架

50 植物観察図鑑  植物の多様性戦略をめぐって
大工園 認／写真と
文 南方新社 2015.8 47038/46 一般開架

51 日本のタンポポとセイヨウタンポポ 小川 潔／著 丸善出版 2013.11 47999/2 一般開架

52 日本列島いきものたちの物語
岩合 光昭／ほか写
真 角川書店 2012.1 4821/13 一般開架

53 里山生きもの博物記
荘司 たか志／写真
と文 山と渓谷社 2003.4 48213/2 一般開架

54 里山昆虫ガイドブック 新開 孝／著 TBSブリタニカ 2002.5 486/31 一般開架

55 ホタル学  里山が育むいのち 古河 義仁／著 丸善出版 2011.4 4866/23 一般開架

56
kupu‐kupuの楽園  熱帯の里山とチョウの
多様性

大串 竜一／著 海游舎 2004.9 4868/25 一般開架

57
共生する生きものたち  クロシジミとクロオオ
アリの相利共生

蛭川 憲男／文・写真 ほおずき書籍 2008.12 4868/29 一般開架

58 絵解きで野鳥が識別できる本
叶内 拓哉／写真・
文 文一総合出版 2006.3 48803/21 一般開架

59 散歩で楽しむ野鳥の本    街中篇 大橋 弘一／著 山と溪谷社 2008.11 48821/24 一般開架

60 カワセミ  生態の観察と撮影記録 伏木 敏郎／著 中日出版社 1999.12 48893/2 一般開架

61 内城葉子植物画集  里山の植物 内城 葉子／著 ウッズプレス 2013.11 7231/370 一般開架

 水辺の生態系

 里山の生態系
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62
トトロの森の探検ガイド  親子で楽しむ里山あ
るき

トトロのふるさと財
団／編 幹書房 1998.1 46213/5 一般開架

63
沖縄やんばる・亜熱帯の森  この世界の宝をこ
わすな

平良 克之／写真・
説明 高文研 1997.11 46219/2 一般開架

64 世界自然遺産屋久島の自然図鑑 神崎 真貴雄／著 メイツ出版 2015.5 46219/6 一般開架

65
共生という生き方  微生物がもたらす進化の潮
流

トム・ウェイク
フォード／著

シュプリンガー・
フェアラーク東京

2006.4 4675/61 一般開架

66 ブナの森から  クマゲラとともに 藤井 忠志／著 本の森 2003.6 48886/2/2 一般開架

67 基礎から学ぶ森と木と人の暮らし 鈴木 京子／著 農山漁村文化協会 2010.3 650/9 一般開架

68
屋久島の森のすがた  「生命の島」の森林生態
学

金谷 整一／編 文一総合出版 2007.7 65219/1 一般開架

69 森はだれのものか?  アジアの森と人の未来 日高 敏隆／編 昭和堂 2007.3 6522/2 一般開架

70 森の芽生えの生態学 正木 隆／編 文一総合出版 2008.3 65317/17/2 一般開架

71 多種共存の森  1000年続く森と林業の恵み 清和 研二／著 築地書館 2013.11 65317/21 一般開架

No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

72 「地球システム」を科学する 伊勢 武史／著 ベレ出版 2013.12 450/37 一般開架

73
生物多様な星の作り方  生態学からみた地球シ
ステム

デイビッド・ウィル
キンソン／著 東海大学出版会 2009.3 468/46 一般開架

74 まちに森をつくって住む 甲斐 徹郎／著 OM出版 2004.11 51885/43 一般開架

75 地球とからだに優しい生き方・暮らし方 天笠 啓祐／著 柘植書房新社 2003.2 519/248 一般開架

76
あなたの暮らしが世界を変える  持続可能な未
来がわかる絵本

阿部 治／監修 山と溪谷社 2007.9 519/309 一般開架

77 環境がわかる絵本 佐伯 平二／文 山と溪谷社 2007.9 519/310 一般開架

78 地球の処方箋  環境問題の根源に迫る
総合地球環境学研究
所／編 昭和堂 2008.3 519/314 一般開架

79
環境の科学  人間の活動は自然環境に何をもた
らすか

中田 昌宏／共著 三共出版 2008.4 519/315 一般開架

80 地球(ほし)の授業
ユベール・リーヴズ
／著 飛鳥新社 2009.8 519/329 一般開架

81 里山のことのは
ネイチャー・プロ編
集室／構成・文 幻冬舎 2009.11 814/41 一般開架

82 風と光、の暦  里山の子「かのほ」の春秋 大屋 研一／著 三五館 2007.7 91156/ｵｹ1 一般開架

　森の生態系

　地球に優しい暮らし

 日本には9万種以上の生きものがいます。 日本の自然環境と生きもののつながり－生態系の多様性 

数千の島々からなる国土は南北約3000㎞にわたり、海岸から山岳までの高

低差があり、はっきりした四季の変化、火山の噴火や台風などの自然現象、

そして人間活動の影響も受けて多様な生態系が形成され、さまざまな生きも

のの生活の場となっています。 
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No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

83 生物多様性と食・農 天笠 啓祐／著 緑風出版 2009.9 468/48 一般開架

84 環境異変  地球の悲鳴が聞こえる 共同通信社／編 共同通信社 2009.7 519/327/2 一般開架

85
企業のためのやさしくわかる「生物多様性」  生物
多様性とは?から先進企業の取り組み事例まで 枝廣 淳子／著 技術評論社 2009.12 51913/58 一般開架

86
生態環境リスクマネジメントの基礎  生態系を
なぜ、どうやって守るのか

浦野 紘平／共編 オーム社 2007.3 5198/67 一般開架

87 生物多様性民間参画ガイドライン
環境省自然環境局／
編 成山堂書店 2010.6 5198/74 一般開架

88
消える日本の自然  写真が語る108スポット
の現状

鷲谷 いづみ／編 恒星社厚生閣 2008.9 51981/42 一般開架

89 田園自然再生  実践ガイド 進士 五十八／監修 農山漁村文化協会 2009.1 51981/44 一般開架

90 にっぽん自然再生紀行  散策ガイド付き 鷲谷 いづみ／著 岩波書店 2010.4 51981/45 一般開架

91 写真で見る自然環境再生
自然環境復元協会／
編 オーム社 2011.1 51981/50 一般開架

92
生きものを育む田園自然の再生  農地・水・環境保
全向上のための30のアドバイス

水谷 正一／監修 農山漁村文化協会 2012.3 51981/53 一般開架

93 地域と環境が蘇る水田再生 鷲谷 いづみ／編著 家の光協会 2006.11 6136/9 一般開架

94
農業と雑草の生態学  侵入植物から遺伝子組換
え作物まで

種生物学会／編 文一総合出版 2007.3 61583/4 一般開架

95
生物多様性緑化ハンドブック  豊かな環境と生態系
を保全・創出するための計画と技術 亀山 章／監修 地人書館 2006.3 6293/4 一般開架

96 モッタイナイで地球は緑になる
ワンガリ・マータイ
／著 木楽舎 2005.6 6534/10 一般開架

97 木を植えよ! 宮脇 昭／著 新潮社 2006.11 6534/11 一般開架

　自然の再生

http://www.biodic.go.jp/biodiversity/ 環境省　生物多様性ホームページより
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98 ひまわり倶楽部    〔2005年6月〕 ちばぎん総合研究所 2005.6 C29/25 郷土開架

99 千葉いきもの図鑑 前田 信二／著 メイツ出版 2013.6 C46/2 郷土開架

100
いきもの歳時記  千葉県立房総のむら野外生物
ハンドブック

千葉県教育振興財団千葉
県立房総のむら／編集

千葉県教育振興財団千
葉県立房総のむら

2012.1 C462/10 郷土開架

101
千葉県木更津市周辺の潮干狩の生物  干潟の生
物とはたらき

成田 篤彦／著 うらべ書房 1984 C462/2 郷土開架

102
千葉県の保護上重要な野生生物  千葉県レッド
データブック

千葉県環境生活部自
然保護課／編集

千葉県環境生活部
自然保護課

2001.3 C462/4 郷土開架

103 干潟の学校  三番瀬から考える環境問題 田久保 晴孝／著 新日本出版社 2003.8 C462/5 郷土開架

104 希少な生物を守ろう
千葉県生物多様性セ
ンター／編

千葉県生活環境部自
然保護課

2012.3 C468/2 郷土開架

105
香取の里山『神道山の植物』  花ときのこの観
察ガイドブック

神道山植物図鑑制作
委員会／編集

神道山植物図鑑制作
委員会

2008 C47/3 郷土開架

106 海辺の植物を観察しよう
千葉県立中央博物館分
館海の博物館／編集

千葉県立中央博物館
分館海の博物館

2008.3 C471/2 郷土開架

107
里山花めぐり  橘ふれあい公園周辺里山の観察
ガイド

ボランティア集団山人「観察
ガイド里山花めぐり」制作委
員会／編集

ボランティア集団山人「観察
ガイド里山花めぐり」制作委
員会

2010.2 C472/7 郷土開架

108 三番瀬・四季の野鳥たち 田久保 晴孝／著 風濤社 2001.9 C488/10 郷土開架

109 水郷の鳥と魚百話 千葉県社会教育施設管理財団
大利根博物館事業所／編集

千葉県社会教育施設
管理財団

1991 C488/2 郷土開架

110
オオタカの森  都市林「市野谷の森公園」創生
への道

新保 国弘／著 崙書房出版 2000.2 C488/6 郷土開架

111 リスの森から  野田市「リスの会」奮闘記 石山 啓二郎／著 文芸社 2003.3 C489/1 郷土開架

112
千葉里山カフェ  自然と共生する清々しいカ
フェ時間

グラフィス 2013.12 C596/30 郷土開架

113
広葉樹林の管理  里山活動によるちばの森づく
り

千葉県農林総合研究セン
ター森林研究所／企画編
集

千葉県農林水産
部森林課

2010.2 C653/2 郷土開架

114
竹林の拡大防止と竹材利用  里山活動によるち
ばの森づくり

千葉県森林研究セン
ター／企画・編集

千葉県緑化推進
委員会

2008.2 C653/3 郷土開架

115
ミツバツツジはささやく  房総・里山の社会生
態学

小林 達明／著 千葉日報社 2007.5 C654/2 郷土開架

116
里山活動によるちばの森づくり  人と森との新
たな関係を目指して

千葉県農林総合研究セン
ター森林研究所／企画・
編集

千葉県農林水産
部森林課

2008.12 C654/3 郷土開架

117
森の不思議を探る拠点づくり  里山活動による
ちばの森づくり

千葉県森林研究セン
ター／企画・編集

千葉県緑化推進
委員会

2007.2 C654/4 郷土開架

118
健康と癒しの森づくり  里山活動によるちばの
森づくり

千葉県農林総合研究セン
ター森林研究所／企画編
集

千葉県農林水産
部森林課

2009.3 C654/5 郷土開架

119
里山活動Guide book  あなたも里山活動に参
加してみませんか?  平成22年度版

千葉県農林水産部森
林課／編集

千葉県農林水産部森
林課

2011.3 C654/6 郷土開架

120
森のきのこを楽しむ  里山活動によるちばの森
づくり

千葉県森林研究センター
／[ほか]企画・編集

千葉県緑化推進
委員会

2006 C657/3 郷土開架

　　ちばの自然

ミツバツツジ 

一人ひとりが 

身近なところから行動す

ることが、生物多様性を

守るための第一歩です！ 

 

あなたも自分の暮らしを 

見つめてみませんか? 
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