
館長プロデュース

書名 著者名 出版社 出版年 資料コード
日本の渚 加藤 真／著 岩波書店 1999.4 1101936258

生命は細部に宿りたまう 加藤 真／著 岩波書店 2010.1 1108911650

書名 著者名 出版社 出版年 資料コード
つながる日本海 武藤 誠／編 現代企画室 2007.7 1108524370

海のアジア　1 尾本 惠市／[ほか]編集委員 岩波書店 2000.11 1105937831

図録メコンの世界 秋道 智彌／編 弘文堂 2007.3 1108418441

論集モンスーンアジアの生態史　第1巻 秋道 智彌／監修 弘文堂 2008.5 1108471705

マダガスカルを知るための62章 飯田 卓／編著 明石書店 2013.5 1108970797

ものとくらしの植物誌 落合 雪野／編 臨川書店 2014.5 1110377452

環境としての自然・社会・文化 有福 孝岳／編著
京都大学学術出

版会
1997.9 1106172958

奇跡の海 日本生態学会上関要望書アフターケア委員会／編 南方新社 2010.1 1108911635

昆虫を誘い寄せる戦略 井上 健／編 平凡社 1992.11 1100158276

花に引き寄せられる動物 井上 民二／編 平凡社 1993.1 1100158284

海と生命 塚本 勝巳／編 東海大学出版会 2009.6 1108835842

レッドデータプランツ 矢原 徹一／監修 山と溪谷社 2015.3 1110420682

レッドデータプランツ 矢原 徹一／監修 山と渓谷社 2003.12 1108046457

多様性の植物学　1 岩槻 邦男／編 東京大学出版会 2000.3 1108227115

花粉の世界をのぞいてみたら 宮澤 七郎／監修 エヌ・ティー・エス 2012.8 1110059464

動物学の百科事典 日本動物学会／編 丸善出版 2018.9 1111002398

干潟の絶滅危惧動物図鑑 日本ベントス学会／編 東海大学出版会 2012.7 1110041975

日本の動物はいつどこからきたのか 京都大学総合博物館／編 岩波書店 2005.8 1108293646

絵かき虫の生物学 広渡 俊哉／編集 北隆館 2011.1 1108669613

ジャン=アンリ・ファーブルの時間
日仏友好百五十年記念国際シンポジウム『ジャン=
アンリ・ファーブル』実行委員会／編

東海大学出版会 2012.6 1110030291

昆虫個体群生態学の展開 久野 英二／編著
京都大学学術出

版会
1996.1 1105756298

生老病死のエコロジー 奥宮 清人／編 昭和堂 2011.3 1108938422

野生生物と地域社会 秋道 智彌／編 昭和堂 2002.12 1108004324

森の不思議を解き明かす 日本生態学会／編 文一総合出版 2008.4 1108544469

書名 著者名 出版社 出版年 資料コード
海岸 日本風景写真協会会員／写真 光村推古書院 2009.6 1108832310

渚 津田 洋甫／著 光村推古書院 2003.8 1108033620

日本の渚・百選 「日本の渚・百選」中央委員会／編集 成山堂書店 1997.7 1104637572

海辺に学ぶ 川辺みどり／著 東京大学出版会 2017.3 1110713367

生きている渚 荒巻 孚／著 三省堂 1972 1101292264

海に沿うて歩く 森 まゆみ／著 朝日新聞出版 2010.2 1108874379

干潟の自然 大阪市立自然史博物館／編集
大阪市立自然史

博物館
2000.7 1106953258

干潟の自然と文化 山下 博由／編著 東海大学出版部 2014.11 1110501085

瀬戸内圏の干潟生物ハンドブック
香川大学瀬戸内圏研究センター庵治マリンステー
ション／編

恒星社厚生閣 2011.2 1108690981

干潟の生きもの図鑑 三浦 知之／写真と文 南方新社 2008.8 1108488758

愉しい干潟学 ジポーリン福島菜穂子／著 八坂書房 2014.7 1110183025

観察する目が変わる水辺の生物学入門 西川潮／著 ベレ出版 2016.8 1110485156

水辺の環境ガイド 平井 幸弘／著 古今書院 2005.1 1108078468

シーボルトが見た日本の水辺の原風景 細谷和海／編著 東海大学出版部 2019.3 1111026660

浜辺の文学史 鈴木健一／編 三弥井書店 2017.2 1110711494

京都府立図書館連続講座　図書館との新たな出会い

令和元年7月28日

加藤　真　氏

京都大学　大学院人間・環境学研究科　教授

「渚の自然史」

当館所蔵の関連図書リスト
加藤　真氏　おすすめの本

渚・干潟・浜辺・マングローブ　～海と陸の狭間の広い世界～

加藤　真氏　講演関連本



ネイチャーツアー西表島 安間 繁樹／著 東海大学出版会 2011.6 1108700061

マングローブ林 小見山章／著
京都大学学術出

版会
2017.3 1110587696

書名 著者名 出版社 出版年 資料コード
海洋保全生態学 白山 義久／編 講談社 2012.7 1110047451

海の世界地図 Don Hinrichsen／[著] 丸善出版 2018.5 1110896311

海の名前 中村 庸夫／文・写真 東京書籍 2002.7 1106991381

海と環境の図鑑 ジョン・ファーンドン／著 河出書房新社 2012.1 1110070362

日本の海大百科 倉沢 栄一／著
阪急コミュニケー

ションズ
2001.4 1105981052

海への旅 中村 征夫／著 クレヴィス 2014.1 1110353602

大阪湾 生態系工学研究会／編 恒星社厚生閣 2009.1 1108608595
瀬戸内における水環境を基調とする海文
化

瀬戸内海環境保全協会／編集
瀬戸内海環境保

全協会
2018.11 1110667522

消える日本の自然 鷲谷 いづみ／編 恒星社厚生閣 2008.9 1108563956

沿岸域総合管理入門 笹川平和財団海洋政策研究所／編 東海大学出版部 2016.3 1110852538

越境するコモンズ 秋道智彌／著 臨川書店 2016.7 1110858790

里海の自然と生活 印南 敏秀／編 みずのわ出版 2011.3 1107932715

里海学のすすめ 鹿熊信一郎／編 勉誠出版 2018.3 1110778527

民衆史の遺産　第8巻 谷川 健一／責任編集 大和書房 2015.12 1110533112

藻場とさかな 小路 淳／著 成山堂書店 2009.3 1108828656

生命環境を守る緑 土木学会 2003.11 1108231901

サンゴ礁のちむやみ 土屋 誠／著 東海大学出版会 2009.6 1108599703

美(ちゅ)ら島の自然史 琉球大学21世紀COEプログラム編集委員会／編 東海大学出版会 2006.7 1108506260

サンゴとサンゴ礁のビジュアルサイエンス 中村 庸夫／著 誠文堂新光社 2012.7 1110042072

造礁サンゴ 沖縄県立博物館・美術館／[編]
沖縄県立博物

館・美術館
2010.2 1107992685

サンゴ礁の世界 スキューバズー／著撮影 緑書房 2008.5 1108477710

書名 著者名 出版社 出版年 資料コード
生物多様性概論 宮下直／著 朝倉書店 2017.3 1110720966

絵でわかる生物多様性 鷲谷いづみ／著 講談社 2017.9 1110746797

日本の海はなぜ豊かなのか 北里 洋／著 岩波書店 2012.1 1108951680

有明海の生きものたち 佐藤 正典／編 海游舎 2000.12 1108178631

生態学が語る東日本大震災 日本生態学会東北地区会／編 文一総合出版 2016.3 1110576129

魚類環境生態学入門 猿渡 敏郎／編著 東海大学出版会 2006.5 1108390699

シリーズ環境政策の新地平　4 大沼 あゆみ／編集委員 岩波書店 2015.7 1110523972

生物のつながりを見つめよう 日本生態学会／編 文一総合出版 2012.4 1110001698

なぜ地球の生きものを守るのか 日本生態学会／編 文一総合出版 2010.4 1108627025

生きものバンザイ 横畑 泰志／著 アットワークス 2011.3 1108699230

競争から共生の社会へ 中山智晴／著 北樹出版 2016.9 1110492921

書名 著者名 出版社 出版年 資料コード
海から来た植物 中西 弘樹／著 八坂書房 2008.6 1108555051

考える花 スティーブン・バックマン／著 築地書館 2017.8 1110740790

世界で一番美しい植物のミクロ図鑑 コリン・ソルター／著 エクスナレッジ 2019.3 1111024707

日本産花粉図鑑 三好 教夫／著
北海道大学出版

会
2011.3 1108691492

世界で一番美しい花粉図鑑 ロブ・ケスラー／著 創元社 2011.1 1108738947

植物の奇妙な生活 ヴォルフガング・シュトゥッピー／著 創元社 2014.7 1110500517

植物のあっぱれな生き方 田中 修／著 幻冬舎 2013.5 1110131529

植物 奇跡の化学工場 黒柳正典／著 築地書館 2018.3 1110773981

生物間相互作用と害虫管理 安田 弘法／編
京都大学学術出

版会
2009.2 1108587062

蜂からみた花の世界 佐々木 正己／著 海游舎 2010.7 1108905462

樹は語る 清和 研二／著 築地書館 2015.7 1110439344

陸の生態系も面白い！

生物多様性について知る

藻場・里海・サンゴ礁　～海の中の生態系～


