
分類 項番 書名 筆者 出版社 登録日

植物 0001 街路樹の散歩道 多田多恵子 山と渓谷社 2010.11.17

0002 里山の植物　ハンドブック 多田多恵子　監修 NHK出版 2010.11.17

0003 自然の楽しみ方　冬・早春 多田多恵子 山と渓谷社 2010.11.17

0004 自然の楽しみ方　春 多田多恵子 山と渓谷社 2010.11.17

0005 自然の楽しみ方　秋 多田多恵子 山と渓谷社 2010.11.17

0006 したたかな植物たち 多田多恵子 ㈱SCC 2010.11.17

0007 種子たちの知恵 多田多恵子 NHK出版 2010.11.17

0008 植物の生態図鑑 多田多恵子総監修  ㈱学研教育出版 2010.11.17

0009 ちいさなかがくのとも　１２
とげとげ おなもみ くっつき
がーい

多田多恵子 ㈱福音館書店 2010.11.17

0010 葉っぱ博物館 多田多恵子 山と渓谷社 2010.11.17

0011 かがくのとも　４
ハートのはっぱ　かたばみ

多田多恵子 ㈱福音館書店 2010.11.17

0012 ちいさなかがくのとも　１１
びっくり　まつぼっくり

多田多恵子 ㈱福音館書店 2010.11.17

0013 POIN図鑑　花の声 多田多恵子 山と渓谷社 2010.11.17

0014 ミクロの自然探検
身近な植物に探る驚異のデザ
イン

矢追義人 文一総合出版 2010.6.21

0015 奇跡のリンゴ 石川拓次 幻冬舎 2011.8.4

0016 リンゴが教えてくれたこと 木村秋則 日本経済新聞社 2011.8.4

0017 里山の花木ハンドブック 多田多恵子
平野隆久

NHK出版 2014.5.18

0018 ちいさなかがくのとも
 おはな　こちょこちょ

多田多恵子ぶん
平野恵理子え

㈱福音館書店 2014.5.18

0019

0020 長野県植物目録
　（平成27年度版）

長野県植物目録編
纂委員会

2017.7.25

0021 アジサイはなぜ葉にアルミ毒
をためるのか

渡辺一夫 筑地書館 2018.1.20

0022 日本の樹木　上 中川重年 ㈱小学館 2018.2.20

0023 日本の樹木　下 中川重年 ㈱小学館 2018.2.20

森林 0001 森林インストラクター入門 ㈳全国林業改良普
及協会

0002 森林体験活動指導者のため
の安全管理ハンドブック

㈳全国森林レク
レーション協会



0003 森林体験の活動のガイド
―森林環境教育のすすめ―

㈳全国森林レク
レーション協会

0004 森林・林業体験の基礎
―森林・山の危険と対処―

㈳全国森林レク
レーション協会

0005 回復の森
人・地域・森を回復させる森林
保健活動

上原巌監修/
日本森林保健学会
編

川辺書林

0006 長野県森林作業道作設マニュ
アル

長野県作業路作設
マニュアル作成検
討委員会編

0007 森林はモリやハヤシではない 四手井綱英 ナカニシ出版

0008 信州の希少植物と森林づくり （社）長野県林業

コンサルタント協
0009 伐木造材作業者必携

業務特別教育用テキスト
大径木等伐木造材作業用

林業・木材製造業
労働災害防止協会

0010 伐木造材作業者必携
業務特別教育用テキスト
大径木等伐木造材作業用

林材業労災防止協
会

0011 里山資本主義 藻谷浩介・NHK広
島取材班共著

角川書店[新書]

0012 写真集　花山もり 熊野　敦編集 山学写熟 2014.5.22

0013 第６７回全国植樹祭記録誌 長野県 2017.5.31

0014 第６７回全国植樹祭記録
DVD

長野県 2017.5.31

0015 図解これならできる　山づくり
 人工林再生の新しいやり方

鋸谷　茂・大内正伸 農文協 2018.2.20

0015 いま、自然を生きる 鶴田静著 岩波新書 2018.2.20

0016 森林の１００不思議 財団法人　日本林
業技術協会編

東京書籍 2018.2.20

0017 森林と人間 石城健吉著 岩波新書 2018.2.20

0018 日本の美林 井原俊一著 岩波新書 2018.2.20

0019 森の木の１００不思議 社団法人　日本林
業技術協会編

東京書籍 2018.2.20

NPO活動 0001 山から始まる自然保護
山の自然学クラブ会報　第10
号

特定非営利活動法
人
山の自然学クラブ

同団体

0002 木の宿場プロジェクト報告集
～＆とっとり森と村の学校の
軌跡～

特定非営利活動法
人
賀露おやじの会

同団体

0003 山から始まる自然保護
山の自然学クラブ会報　第12
号

特定非営利活動法
人
山の自然学クラブ

同団体

0004 里山とともに 森倶楽部２１ 同団体

0005 NPO法人　設立・申請完全マ
ニュアル

福島達也 Jサーチ出版

0006 山から始まる自然保護
山の自然学クラブ会報　第12
号

特定非営利活動法
人
山の自然学クラブ

同団体

0008 NPO法人会計基準第2版 NPO法人会計基
準・・会

2016.4.14



0009 NPO法人会計基準完全…版 NPO法人会計基
準・・会

2016.4.14

0010 NPOリーダーのための15の力 日本NPOセンター 2017.11.21

0011 知っておきたいNPOのこと４
参加編

日本NPOセンター 2017.11.21

0012 山から始まる自然保護
山の自然学クラブ会報第15号

特定非営利活動法
人
山の自然学クラブ

同団体 2017.11.21

0013

郷土史 0001 坂本養川をめぐる調査・研究・
学習に関する諸問題

五味省七 筆者資料

0002 用水問題と坂本養川 五味省七 筆者資料

0003 坂本養川さんの顕彰 五味省七 筆者資料

0004 柳川・鳴岩川水系の水路につ
いて

五味省七 筆者資料

0005 坂本養川さんに関する年表 五味省七 筆者資料

0006 江戸時代の賢人
坂本養川の物語

五味省七 筆者資料

0007 温泉ができるまで 五味省七 信毎書籍出版セン
ター

0008 国宝土偶
「縄文ビーナス」の誕生

鵜飼幸雄 新泉社

0009 原紙集落を掘る 勅使河原彰 新泉社

0010 小布施
　まちづくりの奇跡

川向正人 新泉社

0011 ほろ酔い黒百合
　北八ヶ岳・山小屋主人の
モノローグ

米川正利 山と渓谷社 2014.9.27

環境 0001 やってみようエコチェック 高月　紘
堀　孝弘

講談社

0002 自分の暮らしが分かる
エコロジー・テスト

高月　紘 講談社

森林整備 0001 改定初版　チェーンソー作業
の安全ナビ
平成２９年４月版

林業・木材製造業
労働災害防止協会
（林災防）編

2017.11.22

0002 伐木造材作業の基礎（針葉樹
中心）　DVD(３３分)

2017.11.22

0003 伐木造材作業　広葉樹編
DVD(２１分)

2017.11.22

0004 図解これならできる　山づくり
　人工林再生の新しいやり方

鋸谷　茂・大内正伸
著

農文協 2018.2.20

0005 森を育てる技術 内田健一著 川辺書林 2018.2.20

0006 森ではたらく！27人の27の仕
事

古川大輔・山崎亮著
学芸出版社 2018.2.20

0007 木を育て森に生きる 山縣睦子著 草思社 2018.2.20

森林体験 0001 自然体験活動指導者
安全管理ハンドブック

NPO自然体験活動
推進協会

2017.11.22



0002 森を歩く　森林セラピーへのい
ざない

田中淳夫 角川新書 2018.2.20

その他 0001 刃物と日本人（ナイフが育む
生きる力）

日本エコツーリズム
センター編

山と渓谷社　ヤマケ
イ新書

2018.2.20

0002 木の見かた、楽しみかた（ツ
リーウオッチング入門）

八田　洋章著 朝日新聞社
朝日選書

2018.2.20

0003 ウッディライフを楽しむ　１００
のヒント

社団法人　日本林
業技術協会編

東京書籍 2018.2.20

0004 木とつきあう知恵 エルヴィン・トーマ
宮下千恵子訳

地湧社 2018.2.20

0005 近くの山の木で家をつくる運動
宣言

緑の列島ネットワー
ク

2018.2.20


