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【森林と環境問題】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

1
環境（ポプラディア情報館）

枝広 淳子/監修 ポプラ社 2011.1 /519/ｶﾝ/ 1201372677

2
地球の危機をさけぶ生きものた
ち 2 森が泣いている 藤原 幸一／写真・文 少年写真新聞社 2018.1 /519/ﾌｼ/2 0210811374

3
わたしたちの地球環境と天然資
源 環境学習に役立つ! 2 森 本間 愼／監修 新日本出版社 2018.5 /519/ﾜﾀ/2 1201867106

4
本当はすごい森の話 林業家か
らのメッセージ（ちしきのもり） 田中 惣次／著 少年写真新聞社 2016.12 /652.1/ﾀﾅ/ 1201730056

【森林の機能】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

5
森は生きている（自然と人間）

富山 和子/著 講談社 1994.6 /650/ﾄﾐ/ 1200877494

【森・川・海のつながり】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

6
水のぼうけん ぽとり、ぴちゃん、ぱしゃ
と水のサイクルおいかけよう

マルコム・ローズ／ぶ
ん

大日本絵画 2015 /451/ﾛｽ/ 0210758805

7
みずとはなんじゃ?

かこ さとし／作 小峰書店 2018.11 /452.9/ｶｺ/ 0210829117

8
かわはながれるかわははこぶ（かこさ
としの自然のしくみ地球のちからえほ
ん）

かこ さとし/絵と文
農山漁村文化協
会

2005.3 /452.9/ｶｺ/ 1200778239

9
ピチャン、ボチャン、ザブ〜ン! 水って
ふしぎ!（評論社の児童図書館・絵本の
部屋）

マイク・マニング/さく 評論社 2000.3 /452.9/ﾏﾆ/ 1201523592

10
海のこと（自然スケッチ絵本館）

キャスリン・シル/文 玉川大学出版部 2013.7 /452/ｼﾙ/ 0210616261

11
川は生きている（講談社青い鳥
文庫） 富山 和子/作 講談社 2012.6 /517/ﾄﾐ/ 1201492749

12
100年後の水を守る 水ジャーナリスト
の20年（文研じゅべにーる） 橋本 淳司/著 文研出版 2015.6 /517/ﾊｼ/ 0210756357

13
水はどこから来るのか? 水道・下水道
のひみつをさぐろう（楽しい調べ学習シ
リーズ）

高堂 彰二／監修 PHP研究所 2018.3 /518.1/ﾐｽ/ 0210812532

14
人の心に木を植える 「森は海の
恋人」30年 畠山 重篤／著 講談社 2018.5 /519.8/ﾊﾀ/ 0210819251

15
わたしたちの地球環境と天然資
源 環境学習に役立つ! 1 水 本間 愼／監修 新日本出版社 2018.4 /519/ﾜﾀ/1 0210818034

16
わたしたちの地球環境と天然資
源 環境学習に役立つ! 3 土 本間 愼／監修 新日本出版社 2018.7 /519/ﾜﾀ/3 1201876263

森林について調べる　ブックリスト

森林と環境問題のつながりについて分かる本や、山村での暮らしについての本など、森林について学べる本を集めました。
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17
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 2015.3 T/452.9/ｾｲ/ 1107941849

【山の仕事・くらし・あそび】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

18
お仕事ナビ キャリア教育支援ガ
イド 7 海と大地で働く仕事

お仕事ナビ編集室／
[編]

理論社 2015.10 /366.2/ｵｼ/7 1201631882

19
職場体験完全ガイド 43 気象予報士・
林業作業士・海洋生物学者・エコツ
アーガイド

ポプラ社 2015.4 /366.2/ｼﾖ/43 1201622022

20
山に肉をとりに行く（ちしきのぽ
けっと） 田口 茂男/写真・文 岩崎書店 2012.12 /659/ﾀｸ/ 0210576928

21
どんどん!どんぐり工作 1 こま・や
じろべえ・マラカスほか まるばやし さわこ／作 汐文社 2018.11 /750/ﾏﾙ/1 1201893565

22
どんどん!どんぐり工作 2 めいろ・
トントンずもうほか まるばやし さわこ／作 汐文社 2018.12 /750/ﾏﾙ/2 0210832070

23
どんどん!どんぐり工作 3 アクセ
サリー・クリスマスリースほか まるばやし さわこ／作 汐文社 2019.1 /750/ﾏﾙ/3 0210833181

24
ぼくらの大冒険ハンドブック 大
冒険はキミのすぐそばにある! かざま りんぺい/著 日東書院本社 2013.7 /786/ｶｻ/ 1201569058

25
冒険図鑑 野外で生活するため
に さとうち 藍/文 福音館書店 1985.6 /786/ｻﾄ/ 1201534516

26
大自然とあそぼう 3 野山であそ
ぶ アリス館 2008.4 /786/ﾀｲ/3 1201757505

【木のある暮らし】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

27
自然の材料と昔の道具 3 木で
つくる 深光 富士男／著 さ・え・ら書房 2016.4 /383.9/ﾌｶ/3 1201707146

28
発見!植物の力 6 木と木材

小山 鉄夫/監修 小峰書店 2007.4 /652/ﾌｼ/ 0210440430

29
日本の材木杉（絵本<気になる
日本の木>シリーズ） ゆのき ようこ/文 理論社 2006.2 /653.6/ﾕﾉ/ 1201373105

30
伝統工芸のきほん 3 木工と金工 伝統工芸のきほん編

集室／[編]
理論社 2018.1 /750.2/ﾃﾝ/3 0210810696

31
木でつくろう手でつくろう

遠藤 敏明/著 小峰書店 2012.11 /754.3/ｴﾝ/ 210574763

【山村の生活】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

32
日本の国土とくらし 8 里山の人
びとのくらし 千葉 昇/監修・指導 ポプラ社 2011.3 /291.0/ﾆﾎ/8 0210539739

33
徳山村に生きる 季節の記憶

大西 暢夫/写真・文
農山漁村文化協
会

2009.5 /291.5/ｵｵ/ 0210490039

34
里山で木を織る 藤布がおしえて
くれた宝物 川北 亮司／作 汐文社 2016.10 /291.6/ｶﾜ/ 1201724299

35
調べよう!日本の自然と人びとの
くらし 第1巻 山地のくらし 井田 仁康/監修 岩崎書店 2012.4 /291/ｼﾗ/1 0210562838



オーテピア高知図書館 こどもコーナー　 2019.09

36
日本の国土とくらし 3 山地の人
びとのくらし 千葉 昇/監修・指導 ポプラ社 2011.3 /291/ﾆﾎ/3 0210539682

37
立体地図で見る日本の国土とくらし 4
高い土地のくらしと火山・台地 早川 明夫／監修 国土社 2017.3 /291/ﾘﾂ/4 0210795697

38
立体地図で見る日本の国土とくらし 5
雪の多い土地のくらしと山地・盆地 早川 明夫／監修 国土社 2017.3 /291/ﾘﾂ/5 1201752274

39
昔のくらしと道具 3 山と海辺のく
らしと道具 大角 修/文 小峰書店 2014.4 /383.9/ｵｵ/3 1201651385

40
トチの木の1年（ランドセルブック
ス） 太田 威/写真・文 福音館書店 2012.1 /479.82/ｵｵ/ 0210557249

○オーテピア高知図書館で所蔵している本をご紹介しています。
○貸出や返却はお近くの市町村立図書館でもできます。お近くの市町村立図書館にお問い合わせください。
○本や雑誌などに関する相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
　（お問い合わせの際は資料№をお伝えいただくとスムーズです。）
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