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海全般

海のすべて　海誕生の謎,海流と気象,海洋
資源,そして深海の世界まで

ニュートンプレス 2017.2 L452/ｳﾐ17/ 0013881891

海の教科書　波の不思議から海洋大循環
まで

柏野 祐二／著 講談社 2016.6 452/ｶｼ16/ 0013551601

海は百面相
京都大学総合博物館企
画展「海」実行委員会／
編

京都通信社 2013.9 452/ｷﾖ13/ 0012137832

海の授業 後藤 忠徳／著 幻冬舎 2013.7 452/ｺﾄ13/ 0011896255

海はどうしてできたのか　壮大なスケールの
地球進化史

藤岡 換太郎／著 講談社 2013.2 452/ﾌｼ13/ 0011606308

世界でいちばん素敵な海の教室
藤岡 換太郎／監
修

三才ブックス 2019.2 452/ﾌｼ19/ 0014845457

はじめて学ぶ海洋学 横瀬 久芳／著 朝倉書店 2015.9 452/ﾖｺ16/ 0013320692

海と環境の図鑑
ジョン・ファーンドン
／著

河出書房新社 2012.10 L452.038/ﾌｱ12/ 0011525235

海の大図鑑　イラストレイテッド・アトラス 深澤 理郎／監訳 丸善出版 2016.5 L452.038/ﾌｶ16/ 0013504733

海水の疑問50 上ノ山 周／編著 成山堂書店 2017.9 452.3/ｶﾐ17/ 0014085989

深海

深海、もうひとつの宇宙　しんかい6500が見
た生命誕生の現場

北里 洋／著 岩波書店 2014.12 452/ｷﾀ15/ 0012804225

深海をゆく　生物、資源、開発…未知の領
域”を知り尽くす!!

イカロス出版 2014.10 452/ｼﾝ15/ 0012684668

深海がまるごとわかる本
地球科学研究倶
楽部／編

学研パブリッシ
ング

2014.2 452/ﾁｷ14/ 0012360814

深海-極限の世界　生命と地球の謎に迫る 藤倉 克則／編著 講談社 2019.5 452/ﾌｼ19/ 0014605786

深海と地球の事典
深海と地球の事典
編集委員会／編

丸善出版 2014.12 452.036/ｼﾝ15/ 0012920211

太平洋その深層で起こっていること 蒲生 俊敬／著 講談社 2018.8 452.21/ｶﾓ18/ 0014543896

深海と深海生物　美しき神秘の世界
海洋研究開発機
構／監修

ナツメ社 2012.4 452.8/ｶｲ12/ 0011187531

深海でサンドイッチ　「しんかい6500」支援母
船「よこすか」の食卓

平井 明日菜／著 こぶし書房 2015.10 558.3/ﾋﾗ15/ 0013270707

深海8000mに挑んだ町工場　無人探査機
「江戸っ子1号」プロジェクト

山岡 淳一郎／著 かんき出版 2014.9 558.3/ﾔﾏ15/ 0012666178

ぼくは「しんかい6500」のパイロット 吉梅 剛／著 こぶし書房 2013.7 558.3/ﾖｼ13/ 0011896412

微生物ハンター、深海を行く 高井 研／著 イースト・プレス 2013.7 663.65/ﾀｶ13/ 0011893864

　　　　　※　リストはテーマに関連する本の一部です。
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海の生き物

美しすぎる海洋生物の世界
石垣 幸二／監修・
執筆

枻出版社 2019.9 481.72/ｲｼ19/ 0015009970

かわいい海のいきもの 小林 龍二／監修
エムディエヌコー
ポレーション

2018.6 481.72/ｺﾊ18/ 0014547962

永遠の海 中村 征夫／著 クレヴィス 2017.8 481.72/ﾅｶ17/ 0014196885

干潟生物観察図鑑　干潟に潜む生き物の
生態と見つけ方がわかる

風呂田 利夫／著 誠文堂新光社 2016.4 481.72/ﾌﾛ16/ 0013570080

海の寄生・共生生物図鑑　海を支える小さ
なモンスター

星野 修／著 築地書館 2016.7 481.72/ﾎｼ16/ 0013605696

世界で一番美しい海のいきもの図鑑 吉野 雄輔／著 創元社 2015.6 481.72/ﾖｼ15/ 0013197157

すばらしい海洋生物の世界
カラム・ロバーツ／
著

創元社 2017.5 481.72/ﾛﾊ17/ 0013908892

深海の生き物

深海生物捕った、育てた、判った!　“世界唯
一の深海水族館”館長が初めて明かす

石垣 幸二／著 小学館 2014.8 481.74/ｲｼ14/ 0012624979

深海生物の「なぜそうなった?」がわかる本 北村 雄一／著 秀和システム 2017.5 481.74/ｷﾀ17/ 0013999990

深海生物大事典 佐藤 孝子／著 成美堂出版 2015.1 481.74/ｻﾄ14/ 0012901591

深海生物の奇妙な生態
深海生物研究会
／編著

宝島社 2014.3 481.74/ｼﾝ14/ 0012238010

超ディープな深海生物学 長沼 毅／[著] 祥伝社 2015.2 481.74/ﾅｶ15/ 0012844593

ディープオーシャン深海生物の世界
NHKスペシャル「ディー
プオーシャン」制作班／
監修

宝島社 2017.10 481.74/ﾆﾂ17/ 0014103428

深海　鯨が誘うもうひとつの世界
藤原 義弘／監修・
写真・文

山と溪谷社 2014.10 481.74/ﾌｼ15/ 0012678017

ぴかぴか深海生物
エリック・ホイト／
[著]

化学同人 2017.12 481.74/ﾎｲ18/ 0014290753

巨大深海生物の謎を解く 三宅 裕志／著
シーアンドアー
ル研究所

2014.10 481.74/ﾐﾔ14/ 0012755732

食べられる深海魚ガイドブック 落合 芳博／監修 自由国民社 2014.12 664.6/ｵﾁ15/ 0012921003

深き海の魚たち　資源開拓と有効利用に向
けて

落合 芳博／編著 丸善プラネット 2017.4 664.6/ｵﾁ17/ 0013962113

海の資源

海洋資源大国めざす日本プロジェクト!　海
底油田探査とメタンハイドレートの実力

石川 憲二／著 角川マガジンズ 2013.9 558.4/ｲｼ14/ 0012032504

トコトンやさしい海底資源の本 大高 敏男／著 日刊工業新聞社 2013.6 558.4/ｵｵ13/ 0013088893

太平洋のレアアース泥が日本を救う 加藤 泰浩／著 PHP研究所 2012.8 558.4/ｶﾄ12/ 0011407319

日本の海洋資源　なぜ、世界が目をつける
のか

佐々木 剛／[著] 祥伝社 2014.9 558.4/ｻｻ14/ 0012533782

海底資源大国ニッポン 平 朝彦／監修
アスキー・メディ
アワークス

2012.6 558.4/ﾀｲ12/ 0011248150

ジパングの海　資源大国ニッポンへの道 横瀬 久芳／[著] 講談社 2014.5 558.4/ﾖｺ14/ 0012502597

水産海洋学入門　海洋生物資源の持続的
利用

水産海洋学会／
編

講談社 2014.3 663/ｽｲ14/ 0012423539
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