
書名 著〔編〕者 出版社 出版年月 請求記号

世界遺産ガイド　自然遺産編　2020改訂版 古田陽久／著
シンクタンクせとう
ち総合研究機構

2020.4 709/ｾｶ

関東のジオパーク
目代邦康／[ほか]
編

古今書院 2016.10 455.13/ｶﾝ

九州・沖縄のジオパーク
目代邦康／[ほか]
編

古今書院 2016.6 455.19/ｷﾕ

ジオパークへ行こう！
林信太郎／著、川
野郁代／絵

小峰書店 2015.12 [児]455/ｼｵ

北海道・東北のジオパーク
目代邦康／[ほか]
編

古今書院 2015.11 455.11/ﾎﾂ

中部・近畿・中国・四国のジオパーク
目代邦康／[ほか]
編

古今書院 2015.6 455.1/ﾁﾕ

世界遺産ガイド　地形・地質編
古田陽久、古田真
美／著

シンクタンクせとう
ち総合研究機構

2014.5 709/ｾｶ

ジオパークを楽しむ本
全国地質調査業協会
連合会／[ほか]編

オーム社 2013.10 455.1/ｼｵ

観光地の自然学　ジオパークでまなぶ 小泉武栄／著 古今書院 2013.3 450.91/ｶﾝ

三陸にジオパークを 高木秀雄／著 早稲田大学出版部 2012.4 455.12/ｻﾝ

地質と地形で見る日本のジオサイト
脇田浩二、井上誠
／共編

オーム社 2011.7 455.1/ﾁｼ

日本のジオパーク
尾池和夫／[ほか]
著

ナカニシヤ出版 2011.3 [熊]291.093/ﾆﾎ

世界のジオパーク
世界のジオパーク編
集委員会／[ほか]編

オーム社 2010.8 [熊]290.93/ｾｶ
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「ジオパーク」は「Geo（大地・地球）」と「Park（公園）」を組み合わせた言葉で、地球を学び、

楽しめる場所のことをいいます。今回の展示では、地質学、埼玉県の地質的特徴に関する図書や、

2021年に「日本ジオパーク」認定10周年を迎えたジオパーク秩父を知って楽しめる資料を紹介します。
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ジオパーク・マネジメント入門
全国地質調査業協会
連合会／[ほか]編

オーム社 2010.7 [熊]689.4/ｼｵ

日本列島ジオサイト地質百選
全国地質調査業協会
連合会／[ほか]編

オーム社 2007.10 455.1/ﾆﾎ

日本列島ジオサイト地質百選　２
全国地質調査業協会
連合会／[ほか]編

オーム社 2010.5 455.1/ﾆﾎ

世界遺産ガイド　自然景観編
世界遺産総合研究所
／編

シンクタンクせとう
ち総合研究機構

2004.3 709/ｾｶ

［DVD］絶景ジオパーク　第1巻
トーキョーヴィ
ジョン

2016.6 450.9ｾﾞ

［DVD］絶景ジオパーク　第2巻
トーキョーヴィ
ジョン

2016.9 450.9ｾﾞ

［DVD］絶景ジオパーク　第3巻
トーキョーヴィ
ジョン

2017.8 450.9ｾﾞ

書名 著〔編〕者 出版社 出版年月 請求記号

図説日本の活断層
岡田篤正、八木浩
司／著

朝倉書店 2019.2 454.4/ｽｾ

岩石はどうしてできたか 諏訪兼位／著 岩波書店 2018.1 458/ｶﾝ

地層の見方がわかるフィールド図鑑
青木正博、目代邦
康／著

誠文堂新光社 2017.7 456.91/ﾁｿ

年代で見る日本の地質と地形 高木秀雄／著 誠文堂新光社 2017.1 455.1/ﾈﾝ

化石観察入門 芝原暁彦／著 誠文堂新光社 2014.7 457/ｶｾ

地質学の自然観 木村学／著 東京大学出版会 2013.1 455/ﾁｼ

地形がわかるフィールド図鑑
青木正博、目代邦
康、澤田結基／著

誠文堂新光社 2009.8 454.91/ﾁｹ

地球46億年全史
リ チ ャ ー ド ・
フォーティ／著

草思社 2009.1 455/ﾁｷ

日本石紀行
加藤碵一、須田郡
司／著

みみずく舎 2008.9 458.21/ﾆﾎ

地質学者が見た風景 坂幸恭／著 築地書館 2008.5 450.9/ﾁｼ

化石の記憶 矢島道子／著 東京大学出版会 2008.1 457/ｶｾ

人類紀自然学
人類紀自然学編集
委員会／編著

共立出版 2007.3 456.8/ｼﾝ

鉱物ウォーキングガイド 松原聰／著 丸善 2005.9 459/ｺｳ

地球の歴史を読みとく
ライエル／著、大
久保雅弘／編

古今書院 2005.6 455/ﾁｷ

地形を見る目 池田宏／著 古今書院 2001.6 454/ﾁｹ

地層の知識
町田洋、新 井房
夫、森脇広／著

東京美術 2000.9 456.8/ﾁｿ

日本列島の誕生 平朝彦／著 岩波書店 1990.11 455.1/ﾆ
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書名 著〔編〕者 出版社 出版年月 請求記号

埼玉の自然誌　埼玉の自然を見る・感じる
埼玉県立自然の博物館フィールドガイド

埼玉県立自然の博
物館／編

埼玉県立自然の博
物館

2020.10 462/ｻｲ

地図と模型で見る埼玉の大地
埼玉県立自然の博
物館／編

埼玉県立自然の博
物館

2020.2 S369.3/ﾁｽ

大集合！北関東の動植物化石
栃木県立博物館／
編

栃木県立博物館 2017.7 D457.213/ﾀｲ

ドローンで迫る伊豆半島の衝突 小山真人／著 岩波書店 2017.12 454.9154/ﾄﾛ

日本の地形　4　関東・伊豆小笠原
貝塚爽平／[ほか]
編

東京大学出版会 2000.11 454.91/ﾆﾎ

日本地方地質誌　3　関東地方 日本地質学会／編 朝倉書店 1999.2 527/ｽﾏ

東京都地学のガイド
東京都地学のガイ
ド編集委員会／編

コロナ社 1997.7 455.136/ﾄｳ

新・千葉県地学のガイド 浅賀正義／編 コロナ社 1993.1 455.1/ｼ

埼玉県地学のガイド
埼玉県地学教育研
究会／編

コロナ社 1992.10 S450/ｻ

日本の地質　3　関東地方
日本の地質『関東地
方』編集委員会／編

共立出版 1986.10 455.1/ﾆ

日曜の地学　1　埼玉の地質をめぐって 堀口万吉／編著 築地書館 1984 455.1/ﾆ

日曜の地学　10
東京の動・植物園と博物館，化石etc. めぐり

大森昌衛／編著 築地書館 1982.11 455.1/ﾆ

茨城県地学のガイド 蜂須紀夫／編 コロナ社 1977.8 450.9/ﾁ

日本化石集　第12集
日本化石集編集委
員会／編

築地書館 1970.2 D457.2/ﾆ

書名 著〔編〕者 出版社 出版年月 請求記号

秩父に息づく大地の記憶
ジオパーク秩父公式ガイドブック

秩父まるごとジオパー
ク推進協議会／編 さきたま出版会 2021.6 [熊]291.34/ﾁﾁ

天然記念物古秩父湾堆積層及び海棲哺乳類化石群
保存活用計画

埼玉県教育委員会
／[ほか]編

埼玉県教育委員会 2020.3 S457/ﾃﾝ

知って！埼玉　化石でたどる2000万年
埼玉県立自然の博
物館／編

埼玉県立自然の博
物館

2019.7 S457/ｼﾂ

秩父鉱山　140種の鉱物のきらめき
埼玉県立自然の博
物館

2017.9 S560/ﾁﾁ

宮沢賢治秩父路を行く
さいたま文学館／
編

さいたま文学館 2016.7 S902/ﾐﾔ

古秩父湾　秩父の大地に眠る太古の海の物語
埼玉県立自然の博
物館

2016.3 S457/ｺﾁ

パレオパラドキシア
埼玉県立自然の博
物館

2015.9 S457/ﾊﾚ

彩発見！埼玉の太古の海の恵み展
埼玉県立自然の博
物館

2013.9 S455/ｻｲ

秩父銘仙
埼玉県産業労働部
観光課

2012 S753/ﾁﾁ
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地球の窓・長瀞の自然
埼玉県立自然の博
物館

2011.1 S406/ﾁｷ

やさしいみんなの秩父学
秩父市、秩父商工
会議所／編

さきたま出版会 2009.3 S294/ﾔｻ

よみがえる化石動物
埼玉県立自然の博
物館／編

埼玉県立自然の博
物館

2007.7 S457/ﾖﾐ

宮沢賢治と「アザリア」の友たち
さいたま文学館／
編

さいたま文学館 2003.4 S902/ﾐﾔ

未来に残したい大地の神秘
埼玉の地質・鉱物・古生物

埼玉県立自然史博
物館

2001.10 S450/ﾐﾗ

海獣パレオパラドキシア
福島県立博物館／
編

福島県立博物館 2000.7 D457.89/ｶｲ

秩父の札所 池原昭治／絵・文 木馬書館 1996.11 S186/ﾁ

日本地質の探究　ナウマン論文集
ナウマン／著、山
下昇／訳

東海大学出版会 1996.9 455.1/ﾅ

埼玉県立自然史博物館研究報告　第7号
p73-85「埼玉県川本町中新統産出カルカロドン・メガロ
ドンの同一個体に属する歯群」

埼玉県立自然史博
物館

1989.3 S405/ｻ

秩父三十四所観音巡礼　法話と札所案内
秩父札所連合会／
編

朱鷺書房 1988.3 S186/ﾁ

秩父学入門 高田誠／[ほか]著 さきたま出版 1984.6 S294/ﾁ

埼玉県立自然史博物館研究報告　第1号（通巻第19号）
p17-26「秩父盆地産パレオパラドキシア骨格化石の産出
について」

埼玉県立自然史博
物館

1983.3 S405/ｻ

ながとろ風土記 長瀞町教育委員会 1974.10 S294.9/ﾅ

学士会 2020.3 [熊]雑誌

土木学会 2019.6 雑誌

古今書院 2019.5 [熊]雑誌

森林文化協会 2018.8 [熊]雑誌

国土計画協会 2018.5 [熊]雑誌

筑波大学人文地理学・
地誌学研究会 2018.2 [熊]雑誌

日本地図センター 2017.4 [熊]雑誌

岩波書店 2017.1 雑誌

東京地学協会 2016.12 雑誌

古今書院 2016.6 [熊]雑誌

日本科学者会議 2014.4 雑誌

人文地理学会 2013.10 [外]雑誌

東京地学協会 2011.10 雑誌

地域活性化センター 2011.10 [外]雑誌

日本地図学会 2011.9 雑誌

人文地理　65巻5号　p58-70「ジオパークとジオツーリズムの展望」

地学雑誌　Vol.120 No.5　特集：ジオパークと地域振興

地域づくり　2011年10月　特集：ジオパークと地域の活性化

地図　 Vol.49 No.3　特集：ジオパークと地図

地域研究年報　2018年　p181-218「筑波山における観光空間の形成と変容」

地図中心　2017年4月　特集：ジオパーク＆灯台総論

科学　2017年1月　p24-36「箱根山の火山防災と2015年噴火」

地学雑誌　Vol.125 No.6　特集：ジオパークの教育力

日本の科学者　2014年4月　p18-23「地域づくり・ジオパークの可能性」

地理　2016年6月　特集：海外のジオパーク

学士会会報　2020年3月　p47-49「日本ジオパークの十年」

土木学会誌　2019年6月　p28-29「火山の恩恵」

地理　2019年5月　特集：ソーシャルビジネスとジオパーク

グリーン・パワー　2018年8月　p14「ジオパークとエコパーク」

人と国土21　2018年5月　p38-41「ジオツーリズムと震災復興」
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