特集テーマ関連図書・文献目録
特集テーマに関連した当館所蔵の図書、雑誌記事のうち比較的新しいものを掲載しました。
（<－>内は請求記号）
＜図書＞
河内の風穴写真集／多賀町立博物館・多賀の自然と

知床の地質／斜里町立知床博物館

文化の館（滋賀県）

斜里町立知床博物館 2007 年

ＶＩＮＺ 2009 年

<455.11 2>

<454.66 8>
日本砂浜紀行 ２～５（4 冊）／江川善則
江戸・東京地形学散歩／松田磐余

2003 年～2008 年

之潮 2009 年

<454.7 12 2,3,4,5>

<454 25>
日本砂浜紀行／江川善則
地形がわかるフィールド図鑑／青木正博

日本図書刊行会 2003 年

誠文堂新光社 2009 年

<454.7 12 2003>

<454.91 15>
日本列島ジオサイト地質百選／全国地質調査業協会
ジオパーク／平野勇

連合会

オーム社 2008 年

オーム社 2007 年

<689.21 14>

<455.1 29>

地形変化の科学／松倉公憲

鹿児島シラス百景／大木公彦

朝倉書店 2008 年

鹿児島大学総合研究博物館 2006 年

<454.3 2>

<454.91 13>

地層の見方がわかるフィールド図鑑／青木正博

世界の扇状地／斉藤享治

誠文堂新光社 2008 年

古今書院 2006 年

<456 9>

<454.6 3>

観察でわかる地学／福地孝宏

洞窟科学入門／沢勲

誠文堂新光社 2007 年

大阪経済法科大学出版部 2006 年

<450>

<454.66 7>

世界のおもしろ地形／白尾元理

立体で見たい地球の必見スポット／

誠文堂新光社 2007 年

ニュートンプレス 2006 年

<454>

<454>

古今書院 2003 年
しょうにゅうどう探検／徳富一光

<455.19 2>

あかね書房 2005 年
近畿の謎の地層－神戸層群の諸問題／断層研究資料

<454>

センター
砂漠の世界／片平孝

断層研究資料センタ－ 2003 年

あかね書房 2005 年

<455.16 8>

<454>
身近な地学ハイキング／平塚市博物館
十勝平野断層帯／北海道立地質研究所

平塚市博物館 2003 年

北海道立地質研究所 2005 年

<450.91 11>

<454.4 69>
但馬海岸の地形／谷本勇
消えた砂浜／小関与四郎

谷本勇 2003 年

日経ＢＰ企画 2005 年

<454.7 15>

<454.7 17>
地質学調査の基本／日本地質学会地質基準委員会
地形と人間／池田碩

共立出版 2003 年

古今書院 2005 年

<455.07 4>

<454 22>
東京都奥多摩地域の地質／東京都土木技術研究所
付加体地質学／小川 勇二郎

［東京都土木技術研究所］ 2003 年

共立出版 2005 年

<455 26>

<455 30>
日本砂浜紀行／江川善則
フィールドジオロジー入門／天野一男

日本図書刊行会 2003 年

共立出版 2004 年

<454.7 12 2003>

<455.07 5>
有馬－高槻構造線を経て三田盆地をめぐる／断層研
堆積物と堆積岩／保柳康一

究資料センター

共立出版 2004 年

断層研究資料センタ－ 2003 年

<455.9 8>

<455.16 7>

木更津地域の地質／小松原琢

タービダイトの話／徳橋秀一

産業技術総合研究所地質調査総合センタ－
年

2004

実業公報社 2002 年
<455.9 6>

<455.13 34>
ふじさわの大地／藤沢の自然編集員会
シラス学／横山勝三

藤沢市教育文化センター 2002 年

<454.91 9>

<455.13 27>

新観察・実験大事典 地学編 １／「新観察・実験

三浦の地層／三浦市中学校理科部会

大事典」編集委員会

三浦市教育委員会 2000 年

東京書籍 2002 年

<456 7>

<450>
地層観察にでかけよう／川崎市青少年科学館
千曲川・犀川の地形と地質／赤羽貞幸

川崎市青少年科学館 2000 年

北陸建設弘済会長野支所 2002 年

<456 6>

<454.91 11>
日本の地形レッドデータブック 第１集／小泉武栄
第四紀逆断層アトラス／池田安隆

古今書院 2000 年

東京大学出版会 2002 年

<(11) 454.91 7 1>

<454.4 25>
六甲のネオテクトニクスと土砂移動／断層研究資料
中央構造線読み方案内／河本和朗

センタ－

国土交通省中部地方整備局天竜川上流工事事務所

断層研究資料センタ－ 2000 年

2002 年

<455.89 13>

<454.4 51>
活断層地形判読／渡辺満久
東京低地の形成を考える／葛飾区郷土と天文の博物

古今書院 1999 年

館

<454.4 6>

葛飾区郷土と天文の博物館 2002 年
<455.13 30>

大地にみえる奇妙な模様／小疇尚
岩波書店 1999 年

日本の地形レッドデータブック 第２集／小泉武栄

<454 19>

古今書院 2002 年
<(11) 454.91 7 2>

日本の渚／加藤真
岩波書店 1999 年

アースウォッチの旅入門／福田重雄

<454.7 10>

誠文堂新光社 2001 年
<450.7 6>

日本の典型地形 都道府県別一覧／国土地理院
日本地図センター 1999 年

日本の海成段丘アトラス／小池一之

<454.91 6>

東京大学出版会 2001 年
<454.54 1>

地形分類図の読み方・作り方／大矢雅彦
古今書院 1998 年

未来に残したい大地の神秘／埼玉県立自然史博物館
埼玉県立自然史博物館 2001 年

<454.9 2>

絵図から地形図へ／相模原市立博物館

<454.6 1>

相模原市立博物館 1997 年
<454.9 4>

砂丘のひみつ／赤木三郎
青木書店 1991 年

世界の地形／貝塚爽平

<454.64 2>

東京大学出版会 1997 年
<454 17>

山が楽しくなる地形と地学／広島三朗
山と渓谷社 1991 年

日本の海岸侵食／宇多高明

<454.5 4>

山海堂 1997 年
<454.7 8>

山岳展望の楽しみ方／田代博
山と渓谷社 1991 年

変化する日本の海岸／小池一之

<454.5 3>

古今書院 1996 年
<454.7 7>

龍河洞の自然／竜河洞保存会
竜河洞保存会 1991 年

技術者のための地形学入門／熊木洋太

<454.66 3>

山海堂 1995 年
<454 8>

かながわの海岸現況図（東京湾・相模湾）／神奈川
県

東京湾変遷模型原図／東京都江戸東京博物館

神奈川県 1990 年

東京都江戸東京博物館 1994 年

<454.7 11>

<454.91 5>
自然堤防の諸類型／籠瀬良明
平塚・平野の地形／平塚市博物館

古今書院 1990 年

平塚市博物館 1993 年

<454.3 1>

<454.91 2>
相模原の地形・地質調査報告書 第３報／相模原市
海と陸が出会うところ／ナショナル・ジオグラフィ

地形地質調査会

ック協会

相模原市地形地質調査会 1986 年

岩波書店 1992 年

<454.9 S3 3>

<454.7 3>
大阪平野のおいたち／梶山彦太郎
秋吉台と鍾乳洞探検／山口ケイビングクラブ

青木書店 1986 年

山口ケイビングクラブ 1992 年

<455.9 K14>

<454.66 1>
地層の知識／町田洋
平野と海岸を読む／貝塚爽平

東京美術 1986 年

岩波書店 1992 年

<456 M2>

続的な地域社会） ／ 天野一男
氷食谷の研究／有井琢磨

地球［月刊］
．31（10）
（通号 361）[2009.10]

大明堂 1986 年

<450-T>

<454.3 A1>
ジオパーク･ジオツーリズムによる地域振興と人材
目でみる山地防災のための微地形判読／大石道夫

育成（ジオパーク研究 ： 地球科学がつくる持続的

鹿島出版会 1985 年

な地域社会） ／ 小泉武栄

<454 O2>

地球［月刊］
．31（10）
（通号 361）[2009.10]
<450-T>

画でみる地形・地質の基礎知識／今村遼平
鹿島出版会 1983 年

島原半島ジオパークの魅力 ： 多様な地質遺産と火

<454R 13>

山の恵み（ジオパーク研究 ： 地球科学がつくる持
続的な地域社会） ／ 杉本伸一

魚沼層群／魚沼丘陵団体研究グル－プ

地球［月刊］
．31（10）
（通号 361）[2009.10]

地学団体研究会 1983 年

<450-T>

<456 U>
北海道地質百選 ： 大地の魅力をみんなのものに
（ジ
空からみる日本の地形／貝塚爽平

オパーク研究 ： 地球科学がつくる持続的な地域社

岩波書店 1983 年

会） ／ 北海道地質百選検討グループ

<454.9 K1>

地球［月刊］
．31（10）
（通号 361）[2009.10]
<450-T>

宇宙からみた日本列島／日本放送協会
日本放送出版協会 1982 年

動き始める日本のジオパーク ／

<454.9 N2>

日経サイエンス．39（8）
（通号 458）[2009.8]
<405-S>

空からみた自然景観／水山高幸
大明堂 1982 年

アポイ岳ジオパークによる地域づくり（ジオパーク

<454.9 M>

II ： 地球科学がつくる持続的な地域社会） ／ 様
似町アポイ岳ジオパーク推進協議会
地球［月刊］
．31（8）
（通号 359）[2009.8]
＜雑誌記事＞

<450-T>

変動する大地との共生 ： ジオパークへかける夢
（ジ
オパーク研究 ： 地球科学がつくる持続的な地域社

南アルプス(中央構造線エリア)ジオパークの紹介

会） ／ 岡田弘

（ジオパーク II ：地球科学がつくる持続的な地域社

地球［月刊］
．31（10）
（通号 361）[2009.10]

会） ／ 南アルプス世界自然遺産登録推進協議会 ;

<450-T>

ジオパーク推進部会事務局 ; 長野県伊那市政策推
進課

ジオパークによる地域振興と大学の役割 ： 茨城大

地球［月刊］
．31（8）
（通号 359）[2009.8]

学の場合（ジオパーク研究 ： 地球科学がつくる持

<450-T>

日本が世界に誇る室戸ジオパーク-大地誕生の最前

ク I ： 地球科学がつくる持続的な地域社会） ／ 目

線（ジオパーク II ： 地球科学がつくる持続的な地

代邦康

域社会） ／ 吉倉紳一 ; 小松幹侍 ; 植田壮一郎ほ

地球［月刊］
．31（7）
（通号 358）[2009.8]

か

<450-T>

地球［月刊］
．31（8）
（通号 359）[2009.8]
<450-T>

世界の人々を迎えるにあたって ： 糸魚川ジオパー
クの取り組み（ジオパーク I ： 地球科学がつくる

山陰･島根ジオパーク構想の最近の取り組みについ

持続的な地域社会） ／ 竹之内耕

て（ジオパーク II ： 地球科学がつくる持続的な地

地球［月刊］
．31（7）
（通号 358）[2009.8]

域社会）／ 林広樹 ; 赤坂正秀 ; 高須晃

<450-T>

地球［月刊］
．31（8）
（通号 359）[2009.8]
<450-T>

日本のジオパークの現状 ： 提言 ジオパ-クの楽し
み方（ジオパーク I ： 地球科学がつくる持続的な

ジオ鉄を楽しむ ： 鉄道車窓からのジオツアーの提

地域社会） ／ 矢島道子

案(1.JR 四国･土讃線) （ジオパーク II ： 地球科学

地球［月刊］
．31（7）
（通号 358）[2009.8]

がつくる持続的な地域社会）／ 加藤弘徳 ; 藤田勝

<450-T>

代；横山俊治
地球［月刊］
．31（8）
（通号 359）[2009.8]

ジオパークとしての磐梯山地域の可能性(ジオパー

<450-T>

ク I ： 地球科学がつくる持続的な地域社会)
／ 佐藤公

島原半島ジオパークにおけるガイド養成（ジオパー

地球［月刊］
．31（7）
（通号 358）[2009.8]

ク II ： 地球科学がつくる持続的な地域社会）／ 江

<450-T>

越美香；吉田大祐；松尾純伯
地球［月刊］
．31（8）
（通号 359）[2009.8]

地域振興を目標とした地質観光情報の開発と利用の

<450-T>

試み ： 茨城ジオパーク設立を目指して(ジオパーク
I ： 地球科学がつくる持続的な地域社会)

熊本県天草地域のジオパークに向けた取り組み（ジ

／ 細井淳；滝本春南；岡本高幸ほか

オパーク II ： 地球科学がつくる持続的な地域社会）

地球［月刊］
．31（7）
（通号 358）[2009.8]

／ 鵜飼宏明；廣瀬浩司；長谷義隆

<450-T>

地球［月刊］
．31（8）
（通号 359）[2009.8]
<450-T>

地域振興を目標とした地質観光情報の開発と利用の
試み ： 茨城大学学生によるジオツアーの実践(ジオ

巻頭言 ジオパーク ： 地球科学が作る持続的な地域
社会（ジオパーク I ： 地球科学が作る持続的な地

パーク I ： 地球科学がつくる持続的な地域社会)
／ 滝本春南；細井淳；岡本高幸ほか

域社会） ／ 天野一男；小泉武栄；目代邦康ほか

地球［月刊］
．31（7）
（通号 358）[2009.8]

地球［月刊］
．31（7）
（通号 358）[2009.8]

<450-T>

<450-T>
阿蘇カルデラ地域におけるジオパーク活動(ジオパ
自然環境保全の方策としてのジオパーク（ジオパー

ーク I ： 地球科学がつくる持続的な地域社会)

／ 池辺伸一郎

<450-T>

地球［月刊］
．31（7）
（通号 358）[2009.8]
<450-T>

新しい箱根火山像 ： 島弧･島弧衝突境界に噴出した
横ずれ活断層に切られた特異な活火山（新しい箱根

島原半島ジオパークにおける地質遺産の保全と学術

火山像とジオパーク） ／ 高橋正樹；長井雅史

成果のアウトリーチ(ジオパーク I ： 地球科学がつ

地球［月刊］
．31（2）
（通号 353）[2009.2]

くる持続的な地域社会)

<450-T>

／ 長井大輔
地球［月刊］
．31（7）
（通号 358）[2009.8]

ここまでわかった箱根火山の基盤地質（新しい箱根

<450-T>

火山像とジオパーク） ／ 平田大二；山下浩之
地球［月刊］
．31（2）
（通号 353）[2009.2]

秋田まるごと地球博物館ネットワーク -子供達が地

<450-T>

球科学と地下資源の恵みを学ぶ野外体験学習の場
を！ ／ 佐々木詔雄

箱根火山の最近の活動と火山防災（新しい箱根火山

地質ニュース．
（通号 658）[2009.6]

像とジオパーク） ／ 萬年一剛；小林淳；杉原英和

<450-T>

地球［月刊］
．31（2）
（通号 353）[2009.2]
<450-T>

近代化産業遺産「豊川油田」におけるジオパークの
魅力 ／ 佐々木榮一；豊川をヨイショする会

箱根温泉学のあゆみ ： そしてこれから（新しい箱

地質ニュース．
（通号 658）[2009.6]

根火山像とジオパーク） ／ 菊川城司

<450-T>

地球［月刊］
．31（2）
（通号 353）[2009.2]
<450-T>

Excel VBA(オープンソース)による地球科学データ
の処理 (3)侵食地形「燭台石(台湾)」の生成シミュレ

箱根火山周辺地域におけるジオパークに関する取り

ーションを例にして／ 茂野博；須藤茂

組み（新しい箱根火山像とジオパーク） ／ 小田原･

地質ニュース．
（通号 657）[2009.5]

箱根ジオパーク推進連絡会(仮称)

<450-T>

地球［月刊］
．31（2）
（通号 353）[2009.2]
<450-T>

ジオパーク -地球科学がつくる持続的な地域社会
（一般公開プログラム A004 ユニオンセッショ

ジオパークとは何か（新しい箱根火山像とジオパー

ン） ／ 天野一男；目代邦康；渡辺真人ほか

ク） ／ 岩松暉

日本地球惑星科学連合大会予稿集 [CD-ROM 版]．

地球［月刊］
．31（2）
（通号 353）[2009.2]

2009（通号）[2009.5]

<450-T>

<450-34>
ジオパークとしての箱根火山 ： 観光資源としての
新しい箱根火山像とジオパーク 巻頭言
（新しい箱根

世界的地質遺産･箱根
（新しい箱根火山像とジオパー

火山像とジオパーク） ／ 斎藤靖二；平田大二；高

ク） ／ 高橋正樹

橋正樹

地球［月刊］
．31（2）
（通号 353）[2009.2]

地球［月刊］
．31（2）
（通号 353）[2009.2]

<450-T>

小田原･箱根ジオパーク構想と生命の星･地球博物館

資源・環境をキーワードに地域社会の持続的発展を

（新しい箱根火山像とジオパーク） ／ 平田大二；

考える) ／ 岡田弘

斎藤靖二

北海道立地質研究所報告．
（通号 80）[2009]

地球［月刊］
．31（2）
（通号 353）[2009.2]

<450-21>

<450-T>
ノルウェーGea Norvegica ジオパーク巡検に参加し
箱根火山岩石･テフラデータベースの構築とジオパ

て ／ 玉生志郎

ークへの活用（新しい箱根火山像とジオパーク） ／

地質ニュース．
（通号 652）[2008.12]

笠間友博；山下浩之

<450-T>

地球［月刊］
．31（2）
（通号 353）[2009.2]
<450-T>

地質分野 2008 年春の話題「建材としての砂岩,人類
世など」
：英文ニュース誌から拾う ／ 高橋裕平

山陰海岸「地質の日」見学会の報告 ／ 三田村宗樹

地質ニュース．
（通号 650）[2008.10]

地質ニュース．
（通号 654）[2009.2]

<450-T>

<450-T>
野柳,大屯火山群,北投温泉など,台湾のジオパークめ
島根における「地質の日」のイベント：山陰・島根

ぐり ／ 須藤茂

ジオサイト地質百選シンポジウムと隠岐産黒曜石に

地質ニュース．
（通号 648）[2008.8]

よる石器づくり体験教室 ／ 島根地質百選選定委員

<450-T>

会
地質ニュース．
（通号 654）[2009.2]

土木と市民･地域との新たな接点を模索する(4) 国

<450-T>

づくり,地域づくりとしてのジオパーク ／ 平野勇
土木技術資料．50（8）[2008.8]

環境地質学にもとづく日本のジオパーク論 ：島根県

<513-D>

の「神西湖」を題材として／ 今岡裕作
応用地質．49（6）[2009.2]

「姫川に抱かれたジオパークのまち」糸魚川市：新

<511-O1>

潟県糸魚川市長に聞く
（川とわがまち 市町村長リレ
ーインタビュー） ／ 米田徹；中澤敏雄

パネル展「地質と生活・産業との係わり」とシンポ

河川．64（5）
（通号 742）[2008.5]

ジウム「洞爺湖・有珠山との共生」
：北海道立地質研

<517-K3>

究所の「地質の日」記念行事／ 鈴木隆広；小澤聡；
岡崎紀俊ほか

考古遺跡の保存と活用 ： 東京近郊・野川流域の場

地質ニュース．
（通号 653）[2009.1]

合（自然史研究におけるフィールドの活用と保全）

<450-T>

／ 安蒜政雄；野口淳
地質ニュース.．
（通号 640）[2007.12]

基調講演 発掘！眠れる地質遺産 町おこしの目覚ま

<450-T>

し エコミュージアムとジオパーク (記録集 北海道
洞爺湖サミット・
「地質の日」記念行事 シンポジウ

地質遺産の活用と保全 ： 日本にジオパークを設立

ム「洞爺湖・有珠山との共生」
：火山・防災・観光・

しよう（自然史研究におけるフィールドの活用と保

全） ／ 渡辺真人

／ Zhao Ting ；Zhao Xun

地質ニュース．
（通号 640）[2007.12]

地質ニュース．
（通号 635）[2007.7]

<450-T>

<450-T>

マレーシア･ランカウイ島におけるジオパーク構想

国際惑星地球年とジオパークの役割（ジオパーク）

／ 内田洋平；高田亮 ；渡辺真人

／ Wolfgang Eder；Werner R. Janoschek

地質ニュース．
（通号 637）[2007.9]

地質ニュース．
（通号 635）[2007.7]

<450-T>

<450-T>

日本にもたくさんのジオパークを！（ジオパーク）

世界ジオパークネットワークに加盟するには？（ジ

／ 佃栄吉

オパーク）／ 渡辺真人

地質ニュース．
（通号 635）[2007.7]

地質ニュース．
（通号 635）[2007.7]

<450-T>

<450-T>

今なぜジオパークか（ジオパーク） ／ 岩松暉

美しき日本の国造り,地域造り,地人造りとしてのジ

地質ニュース．
（通号 635）[2007.7]

オパークの提言（ジオパーク） ／ 平野勇

<450-T>

地質ニュース．
（通号 635）[2007.7]
<450-T>

第 2 回ユネスコ国際ジオパーク会議出席報告 ： 世
界に広がるジオパーク（ジオパーク） ／ 渡辺真人

日本におけるジオパ-クの推進に関する提言（ジオパ

地質ニュース．
（通号 635）[2007.7]

ーク） ／ Wolfgang Eder

<450-T>

地質ニュース．
（通号 635）[2007.7]
<450-T>

オーストリア Kamptal ジオパークを訪ねて（ジオパ
ーク）／ 大矢暁

巻頭言 地質多様性とジオパーク ／ 岩松暉

地質ニュース．
（通号 635）[2007.7]

[環境地質科学研究所]研究年報．
（通号 17）[2006]

<450-T>

<455-12>

ユネスコのジオパーク活動（ジオパーク） ／

ジオダイバーシティ：日本におけるその保全と研究

Margarete Patzak；Robert Missotten

の必要性 ジオパークと地質遺産の保全･活用 ／

地質ニュース．
（通号 635）[2007.7]

岩松 暉； 星野一男

<450-T>

地球環境．10（2）[2005]
<519-362>

地質多様性の保護と管理 欧州ジオパークネットワ
ーク（ジオパーク） ／ Nickolas Zouros
地質ニュース．
（通号 635）[2007.7]
<450-T>
中国におけるジオパークの整備と意義
（ジオパーク）

