
千葉県立西部図書館　展示

　令和元年１２月２１日（土）～令和２年２月１１日（火）

水
　私たちの生活になくてはならない水。安全な水、美味しい水を求めて行く一方で、

昨今では自然災害による水害も多い。水とつきあうにはどうすればよいのか。

今回は水に関する資料を集めました。

No. 書　　　名 著者名 出版社 出版年 請求記号 所蔵場所

1 水の世界　地球・人間・象徴体系
アンヌ・ドゥクロス 著

近藤 真理 訳
TOTO出版 1994 2040/46 書庫大型  

2 火と水の民俗文化誌　日本歴史民俗叢書 古家 信平 著　　 吉川弘文館 1994 3821/116 書庫  

3 水と温泉の文化史　
アルヴ・リトル・クルー

ティエ 著 武者 圭子 訳
三省堂 1996 3836/6 開架  

4 水の惑星　地球と水の精霊たちへの讃歌
ライアル・ワトソン 著　ジェ

リー・ダービシャー 写真
河出書房新社 1988 4040/21 書庫  

5 ひとしずくの水
ウォルター・ウイック著

林田康一訳
あすなろ書房 1998 J435/ｳｳ 中央

6 生体系の水　 上平 恒 著　逢坂 昭 著 講談社 1989 4354/3 書庫  

7
ウォーターデザイン　水に秘められた

「和」の叡智

久保田 昌治 著

七沢研究所 著
和器出版 2018 43544/10 開架  

8 H2O　水の伝記　Newton science series
フィリップ・ボール 著

荒木 文枝 訳

ニュートンプ

レス
2000 43544/2 開架  

9 水と活性酸素　
生命・フリーラジカル・

環境研究会 編
オーム社 2002 43544/3 書庫  

10
これでわかる水の基礎知識　水が拓く21世

紀

久保田 昌治 共著

西本 右子 共著
丸善 2003 43544/4 開架  

11
水　基礎・ヘルスケア・環境浄化・先端応用技

術

大森 豊明 編集代表

技術教育出版有限会社  企

画・編集

エヌ・

ティー・エス
2006 43544/6 書庫  

12
みず学への誘い　理工学研究プロジェクト「ア

クア」

大垣 一成 編著

江頭 靖幸 編著
大阪大学出版会 2008 43544/7 開架  

13 図解雑学　水の科学 三島勇・増満浩志著 ナツメ社 2001 43544/8 東部

14 水の気象学　気象の教室 3 武田 喬男 [ほか]著　　 東京大学出版会 1992 4516/7 開架  

15 旅する地球の水　ワクワクたいけん2005 　　　　　
千葉県立中央

博物館
2005 C452/3

千葉県資

料・書庫

16 水　その学際的アプローチ 榧根 勇 ほか著　　 日本学術振興会 1992 4529/37 書庫  

17 水のことわざ事典　 淵 真吉 編著　　 水資源協会 1994 4529/48 書庫  

18 名水を科学する　
日本地下水学会「名水を科

学する」編集委員会 編
技報堂出版 1994 4529/49 書庫  

　水を科学する



19 名水を科学する　続
日本地下水学会「続名水を

科学する」編集委員会 編
技報堂出版 1999 4529/49/2 書庫  

20 水空間の演出　SD選書 167 鈴木 信宏 著　　 鹿島出版会 1981 4529/6 書庫  

21 水の総合科学　
播磨 裕 編著

岡野 正義 編著
三共出版 2000 4529/63 書庫  

22 水の自然誌　
E.C.ピルー 著

古草 秀子 訳
河出書房新社 2001 4529/65 書庫  

23 水の名前　 内山 りゅう 写真・文　　 平凡社 2007 4529/71 開架  

24
新・名水を科学する　水質データからみた

環境

日本地下水学会「新・名水

を科学する」編集委員会 編
技報堂出版 2009 4529/74 開架  

25 人と水　１ 水と環境 秋道智彌編　小松和彦編 勉誠出版 2010 4529/76/1 開架  

26 人と水　２ 水と生活 秋道智彌編　小松和彦編 勉誠出版 2010 4529/76/2 開架  

27 人と水　３ 水と文化 秋道智彌編　小松和彦編 勉誠出版 2010 4529/76/3 開架  

28 水の歴史　「知の再発見」双書 163
ジャン・マトリコン 著

沖 大幹 監修
創元社 2014 4529/78 開架  

29 水の科学　水の自然誌と生命、環境、未来 清田 佳美 著 オーム社 2015 4529/79 開架  

30 水と土の文化論　 大橋 欣治 著　　
東京農業大学

出版会
2015 4529/80 開架  

　名水・おいしい水を求めて

31
全国名水の旅　おいしい水を求めて

ジェイ・ブックス　首都圏版
南 正時 著 山と渓谷社 1995 4529/Mi 37 書庫CL

32
日本の名水　おいしい水の旅　よみうりカ

ラームックシリーズ
　　　　　 読売新聞社 1991 4529/N 71 書庫CL

33
日本列島百名水　おいしい水と、水の文化を

訪ねる　講談社カルチャーブックス 16

カルチャーブックス編集

部 編
講談社 1991 4529/N 71 書庫CL

34
名水学ことはじめ　自然・人文科学の観点か

ら
河野 忠 著　　 昭和堂 2018 45295/19 開架  

35 名水・わき水ガイド　関東版 名所探訪サークル 編集　　リベラル社 2003 45295/7 書庫  

36 平成の名水百選　 　　　　　

環境省水・大気

環境局水環境課

土壌環境課地下

水・地盤環境室

2008 45295/9 開架  

37 地震発生と水　地球と水のダイナミクス 笠原順三編　鳥海光弘編 東京大学出版会 2003 45304/3 開架  

38 H2Oの生命科学　細胞生命のしくみ 中村 運 著　　 培風館 2004 460/17 開架  

39 水とアクアポリンの生物学　 佐々木 成 編集　　 中山書店 2008 4636/10 開架  

40 細胞の中の水
パスカル・マントレ 著

辻 繁 訳
東京大学出版会 2006 4636/8 開架  

41
水と生命　熱力学から生理学へ　シリーズ・

ニューバイオフィジックス 2-2
永山 国昭 担当編集委員　　共立出版 2000 4649/14 書庫

42
植物と水　植物の水分生理と耐乾性に関する

論文集

N.A.マクシーモフ [著]

野口 弥吉 監訳

農山漁村文化

協会
1985 4713/14 書庫  

43 からだと水の事典
佐々木 成 編集

石橋 賢一 編集
朝倉書店 2008 49134/24 開架  

44 脳のなかの水分子　意識が創られるとき 中田 力 著　　 紀伊國屋書店 2006 49137/92 開架  



45
患者指導のための水と健康ハンドブック

科学的な飲水から水中運動まで

水と健康医学研究会 監修

武藤 芳照 編集
日本医事新報社 2006 4983/46 開架  

46 命にいい水悪い水 松下 和弘 著　　 JICC出版局 1993 4983/Ｍa 88 書庫CL2

47
「おいしい水」健康法　体質を変える水の

不思議
高橋 由美子 著　　 PHP研究所 1990 4983/Ta 33 書庫CL

48 水と食品衛生Q&A　 西田 博 著　　 中央法規出版 1992 4985/158 書庫  

49 食品と水　光琳選書 6
久保田 昌治 編著

石谷 孝佑 編著
光琳 2008 49851/44 開架  

50 電解水の基礎と利用技術　 松尾 昌樹 著　　 技報堂出版 2000 4991/62 書庫  

　河川と水

51 心が癒される水　水を大切に 　　　　　
千葉県水道

サービス協会
2000 C517/6

千葉県資

料・書庫

52 企画展　利根川改修１００年 千葉県立関宿城博物館編集
千葉県立関宿

城博物館
2000 C517/8

千葉県資

料・開架

53 世界水ビジョン　
世界水ビジョン川と水委

員会 編
山海堂 2001 517/14 書庫  

54 世界の水と日本　
第3回世界水フォーラム

事務局 監修
水資源協会 2002 517/18 書庫  

55
水の世界地図　刻々と変化する水と世界の

問題  第2版

Maggie Black [著]

Jannet King [著]
丸善 2010 517/34 開架  

56 水の日本地図　水が映す人と自然 村上道夫ほか著 朝日新聞出版 2012 517/52 東部

57 水と生きる　 共同通信社 編　　 共同通信社 1991 517/Mi 97 書庫CL

58 水　ND books 松井 覚進 著　　 朝日新聞社 1992 51704/Ma 77 書庫CL

59
水のなんでも小事典　飲み水から地球の水ま

で　ブルーバックス B‐795

土木学会関西支部 編

盛岡 通 [ほか]著
講談社 1989 51704/Mi 96 書庫CL

60 水が世界を支配する
スティーブン・ソロモン

著　矢野真千子訳
集英社 2011 5172/39 開架

61 渇きの考古学　水をめぐる人類のものがたり
スティーブン・ミズン著

赤澤威、森夏樹訳
青土社 2014 5172/42 開架

62 洪水と治水の河川史　水害の抑制から受容へ 大熊孝著 平凡社 2007 51721/31 開架

63 洪水と人間　その相剋の歴史 伊藤安男著 古今書院 2010 51721/35 開架

64 物語　日本の治水史 竹林征三著 鹿島出版会 2017 51721/48 開架

65 禹王と治水の地域史
植村善博著

治水神・禹王研究会
古今書院 2019 51721/49 開架

66 首都水没 土屋信行著 文藝春秋 2014 5174/20 開架

67 レーダで洪水を予測する　気象ブックス 中尾忠彦著 成山堂書店 2017 5174/21 開架

　都市と水
68 建築・都市の水環境調査法 日本建築学会 編　　 丸善 1995 5180/11 書庫  

69
建築と水のレイアウト　日本建築学会設計計

画パンフレット 29
日本建築学会 編　　 彰国社 1984 5180/6 書庫  

70 健康に暮らすための水百科 河野友美著 毎日新聞社 1986 5181/Ko 76 書庫CL



71 水博士の身体によい水、安全な水 川畑愛義著 講談社 1998 5181/Ka 92 書庫CL

72
水のリサイクル　基礎編　ニュー エンジニ

アリング ライブラリー
和田 洋六 著　　 地人書館 1992 5181/27/1 書庫  

73
水のリサイクル　応用編　ニュー エンジニ

アリング ライブラリー
和田 洋六 著　　 地人書館 1992 5181/27/2 書庫  

74 暮らしと水の技術　蒼い水を求めて 井前 勝人 著　　 山海堂 1993 5181/30 書庫  

75 だれでもできるやさしい水のしらべかた 河辺昌子著 合同出版 1993 51812/Ka 91 書庫CL

76
初歩から学ぶ機能水　目的に合った水を作る

ケイブックス 173

都田 昌之 監修

日本産業洗浄協議会 編
工業調査会 2002 51815/2 書庫  

77 造水の技術  増補版 和田 洋六 著　　 地人書館 2004 51815/5 書庫  

78 アーバンオアシス構想　まちに水と緑を 都市防災研究所 編集　　 ぎょうせい 1988 5188/104 書庫  

79
水縁空間　郡上八幡からのレポート

住まい学大系 055
渡部 一二 [ほか]著　　

住まいの図書

館出版局
1993 5188/246 書庫  

80
水の恵みを受けるまちづくり　郡上八幡の

水縁空間
渡部 一二 著　　 鹿島出版会 2010 5188/590 開架  

81
きれいな水・空気・大地　子どもと考える環

境学 4
戸塚績編著　白鳥未行絵 星の環会 2002 519/To 73 書庫CL

82
水・環境・アジア　グローバル化時代の公共

性へ
西原 和久 編　　 新泉社 2007 51904/20 開架  

83
よくわかる水問題一問一答　かけがえのな

い環境と生命を守るために
　　　　　 合同出版 1991 5194/Y 79 書庫CL

84
現代建築家による“水”建築　世界から蒐集

した水のある癒しの住宅　GAIA BOOKS
乙須 敏紀 訳　　 産調出版 2007 527/64 書庫  

85
洗剤が消える日。　暮らしを洗う水、いのち

を守る水

深井 利春 編著

寺田 厚 監修
ダイヤモンド社 2001 57659/5 書庫  

86 食べ物と水　 松元 文子 著　　 家政教育社 1988 5960/10 書庫  

87 食品と水の科学 野口 駿 著　　 幸書房 1992 5960/32 書庫  

88 土と水と植物の環境　
駒村 正治 共著

中村 好男 共著
理工図書 2000 6135/71 開架  

89 森と水のサイエンス　 中野 秀章 [ほか]著　　 東京書籍 1989 650/Mo 68 書庫CL

　水の風景・写真

90 水景　
ジョニー・ハイマス 写

真・文　岡田好惠 訳
学習研究社 2005 748/505

東部

書庫

91 水　この壊れやすく美しく純粋な存在
ハンス・シルヴェスター

写真　近藤真理 訳
TOTO出版 1992 748/Sh 89

中央

書庫

92 水のなまえ 高橋順子 著 白水社 2014 91104/78 東部

＊雑誌・参考図書は館内でご利用ください。
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