
1 

 

県の愛称「彩の国」及び彩の国

キャンペーンマークに関する

県民意識調査の結果 

埼玉県総務部県民生活

課 

埼玉県総務部県民生活課 2003 S317.6/ｹﾝ 

統計からみた埼玉県のすがた 埼玉県総務部統計課編 埼玉県総務部統計課 2022 S350/ﾄｳ 

埼玉のアイデンティティの確

立をめざして 

埼玉のアイデンティテ

ィの確立をめざしてに

関する調査研究チーム

編 

埼玉県県民部自治文化課 1989 S361/ｻ 

埼玉の魅力 埼玉のイメージアップ

に関する調査研究チー

ム編 

埼玉県自治文化振興課 1984 S361/ｻ 

「「彩の国」に ダ〝埼〟玉返上？県の愛称」 

（新聞記事） 

埼玉新聞 1992 年 11 月 15 日 1 面 

「どんなイメージ？埼玉県 地味だけど誠実 色は「緑」、

年齢は「青年期」」（新聞記事） 

埼玉新聞 1993 年 4 月 19 日 1 面 

ホウレンソウをつくる人々 三井和子著 誠文堂新光社 2006 S626/ﾎｳ 

ブロッコリー 岡部町農政課 岡部町農政課野菜生産

強化推進協議会 

1997 S626/ﾌﾛ 
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ブロッコリーあれこれ特選料

理集 

岡部町農政課編 岡部町 1997 S626/ﾌﾛ 

狭山茶の話 埼玉県農林総合研究セ

ンタ－特産支所 

埼玉県農林総合研究セ

ンタ－特産支所 

2001 S619/ｻﾔ 

狭山茶の歴史と現在 入間市博物館編 入間市博物館 2014 S619/ｻﾔ 

深谷のねぎ 深谷市経済部農政課／

編 

深谷市 1991 S596/ﾌ 

関東の生業 都丸十九一〔ほか〕著 明玄書房 1980 S380/ｶ 

田畑と雑木林の民俗 大館勝治著 慶友社 1995 S380.3/ｵ 

埼玉の森と林業 埼玉県立川の博物館編 埼玉県立川の博物館 2020 S652/ｻｲ 

西川林業の道具 飯能市郷土館 飯能市郷土館 2007 S652/ﾆｼ 

雑木林へようこそ！ 広井敏男著 新日本出版社 2001 S650/ｿｳ 

里山再興と環境ＮＰＯ 新井裕著 信山社サイテック 2004 S519.8596

／ｻﾄ 

都市近郊の里山の保全 トトロのふるさと財団

編 

トトロのふるさと財団 2001 S519.8／ﾄｼ 

山里からのおくりもの ときがわ山里文化研究

所 

ときがわ山里文化研究

所 

2016 S519.835/ ﾔ

ﾏ 

あっ、トトロの森だ！ 工藤直子著 徳間書店 1992 S519.5/ｸ 

埼玉県の安行 埼玉県経済部編 埼玉県経済部 1935 S620/ｻ 

みどりのまち川口の歩き方 川口市経済部農政課

〔編〕  

川口市経済部農政課 2018 S622/ﾐﾄ 

盆栽の四季 講談社 講談社 1984 SA62/ﾎﾞ 

大宮盆栽村クロニクル 宮田一也著 アーカイブス出版 2008 S627/ｵｵ 

 

草加松原   〔出版者不明〕 2014 S291.7/ｿｳ 

見沼の四季 市川瑞雄〔撮影〕 〔市川瑞雄〕 1986 S291/ｲ 

埼玉の自然 100 選 朝日新聞社写真 雄文社（製作） 〔1986〕 S290.9/ｱ 

さくらそう 鳥居恒夫著 日本テレビ放送網 1985 S479/ﾄ

浦和画家とその時代 うらわ美術館編 うらわ美術館 2000 S723/ｳﾗ 

渡辺武夫画集 渡辺武夫画 日動出版部 2003 SA723.1/ﾜﾀ 
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倉田白羊展 倉田白羊〔画〕 埼玉県立近代美術館 〔2004〕 S723/ｸﾗ 

石塚忠夫水彩画集 石塚忠夫著 〔石塚順子〕 2000 S723/ｲｼ 

残しておきたい狭山の風景   狭山市観光協会 2022 S292.4/ﾉｺ 

埼玉県立近代美術館収蔵作品

抄 

埼玉県立近代美術館編 埼玉県立近代美術館 1987 S706/ｻ 

埼玉景勝 40 選 埼玉新聞社編 埼玉新聞社 1984 S720/ｻ 

埼玉の文学 さいたま文学館編 さいたま文学館 1997 S902/ｻｲ 

埼玉の文学 その作品と風土 秋谷豊編 さきたま出版会 1979 S902/ｱ 

 

埼玉の自然誌 埼玉県立自然の博物館

編 

埼玉県立自然の博物館 2020 S462/ｻｲ 

埼玉県・わが街の木と花の物語 

上・下 

埼玉県緑の推進員連絡

協議会編 

埼玉新聞社 1993 

1994 

S472/ｻ 

埼玉四季の植物 永野巌著 埼玉新聞社 1990 S472/ﾅ 

埼玉いきもの図鑑 前田信二著 メイツ出版 2018 S462/ｻｲ 

ムサシトミヨと熊谷の自然 熊谷市立図書館美術、郷

土係編 

熊谷市立図書館 1999 S487/ﾑｻ 

野生植物が語る武蔵野の景観 

アリットフェスタ 2010 特別展 

入間市博物館編 入間市博物館 2010 S472.25/ﾔｾ 

ふるさとの植物 加藤［リョウ］明著 加藤［リョウ］明 1977 S472/ｶ 

埼玉の文化財 第 62 号  

特集 埼玉記念物 100 年 

埼玉県文化財保護協会

編 

埼玉県文化財保護協会 2022 S709/ｻｲ 

平林禅寺の自然と文化 平林禅寺の自然と文化

を守る会編 

皆美社 1978 S462/ﾍ 

ムジナモ完全復活のあゆみ 

ムジナモ発見 100 周年記念 

羽生市ムジナモ保存会

編 

羽生市ムジナモ保存会 2022 S479/ﾑｼ 

日本の生物 通巻 46 号（1990

年 11 月号）  

  文一総合出版 1990 S462/ﾆ 

S460/ｵ 
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緑のトラスト保全地ガイド 

ふるさと埼玉の緑を次世代

に引き継ぐために 

埼玉県環境部 埼玉県環境部みどり自

然課 

2019 S519.8/ﾐﾄ 

埼玉県の都市公園 2021 埼玉県都市整備部公園スタ

ジアム課編 

埼玉県都市整備部公園

スタジアム課 

〔2021〕 S518.8/ｻｲ 

所沢市おさんぽナビ 歩い

てみると新しくて懐かしい

所沢が見えてくる 

所沢市産業経済部商業観光

課〔編〕 

所沢市産業経済部商業

観光課 

〔2021〕 S292.2/ﾄｺ 

見沼たんぼ見どころガイド 

〔2022〕  

さいたま市都市局みどり公

園推進部見沼田圃政策推進

課〔編〕 

さいたま市都市局みど

り公園推進部見沼田圃

政策推進課 

2022 S291.1/ﾐﾇ 

緑のヘルシーロード・水と緑

のふれあいロードマップ 

  埼玉県農林部農村整備

課  

2017 S290.9/ﾐﾄ 

日本の公園の父本多静六 久喜市〔総務部〕企画政策

課編 

久喜市〔総務部〕企画政

策課 

〔2020〕 S289/ﾎﾝ 

本多静六 森と公園を愛し

た人 生誕百五十年記念誌 

本多静六博士を顕彰する会

編 

本多静六博士を顕彰す

る会 

2017 S289/ﾎﾝ 

本多静六博士物語 遠山益原作・監修 埼玉県農林部森づくり

課 

2015 S289/ﾎﾝ 

本多静六自伝体験八十五年 本多静六著 実業之日本社 2006 S289/ﾎﾝ 

秩父公園計画概要 本多静六〔著〕，杉原博〔著〕 秩父商工会 1936 S629/ﾁﾁ 

森林家必携 本多静六原著 林野弘済会 1990 SA65/ﾎ 

大日本老樹名木誌 本多静六編 大日本山林会 1913 S652/ﾀｲ 

 

 

 

 

 

埼玉県マスコット 
「コバトン」 
「さいたまっち」 


