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石を楽しむ

石に学ぶ　一隅を照らす「石」との出会い 高木　寛治／著 [高木寛治] 2013.5 458.049/ﾀｶ13/ 0011773363

素敵な石ころの見つけ方 渡辺 一夫／著 中央公論新社 2018.6 458.2/ﾜﾀ18/ 0014460364

石ってふしぎ 市川 礼子／著 柏書房 2016.4 458.21/ｲﾁ16/ 0013466891

日本の石ころ標本箱　川原・海辺・山の石ころ
採集ポイントがわかる

渡辺 一夫／著 誠文堂新光社 2013.6 458.21/ﾜﾀ13/ 0011938107

川原の石図鑑 柴山 元彦／編著 東方出版 2018.8 458.216/ｼﾊ21/ 0015407992

風景の石パエジナ　不思議で奇麗な石の本 山田 英春／著 創元社 2019.11 458.7/ﾔﾏ19/ 0015098684

奇妙で美しい石の世界 山田 英春／著 筑摩書房 2017.6 458/ﾔﾏ17/ 0014024897

石ころ地球のかけら 桂 雄三／文 福音館書店 2018.6 C458/ｶﾂ/ 0014264337

石はなにからできている? 西村 寿雄／文 岩崎書店 2018.9 C458/ﾆｼ/ 0014555700

生きものとつながる石ころ探検　ゲッチョ先生の
石ころコレクション

盛口 満／文・絵 少年写真新聞社 2018.6 C458/ﾓﾘ/ 0014525349

集めて調べる川原の石ころ　名前・特徴・地質
がわかる

渡辺 一夫／著 誠文堂新光社 2010.2 C458/ﾜﾀ/ 0009612631

石と造園

魅せる苔テラリウムの作り方　部屋で育てる 石河 英作／著 家の光協会 2020.5 627.8/ｲｼ20/ 0015291263

庭石と水の由来　日本庭園の石質と水系 尼崎 博正／著 昭和堂 2002.2 629.21/ｱﾏ02/ 0004877924

石と造園100話続 小林 章／著
東京農業大
学出版会

2017.4 629.61/ｺﾊ15/2 0014002067

東京・石と造園100話 小林 章／著
東京農業大
学出版会

2018.12 629.61/ｺﾊ19/ 0014810006

庭仕事の庭石テクニック　庭石の種類と選び方、石
組・石積・飛石・敷石の基本がよくわかる

高崎 康隆／監修 誠文堂新光社 2013.11 629.61/ﾀｶ13/ 0012200788

原色庭石大事典　産地、原石の種類、造園での使
用例などがひと目でわかる!

庭石大事典制作
委員会／著

誠文堂新光社 2016.5 629.61/ﾆﾜ16/ 0013504717

　　　　　※　リストはテーマに関連する本の一部です。
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岩石・岩石学

岩石と文明上　25の岩石に秘められた地球の
歴史

ドナルド・R.プロ
セロ／著

築地書館 2021.5 455.02/ﾌﾛ21/1 0015835259

岩石と文明下　25の岩石に秘められた地球の
歴史

ドナルド・R.プロ
セロ／著

築地書館 2021.5 455.02/ﾌﾛ21/2 0015835242

はじめての地質学　日本の地層と岩石を調べ
る

日本地質学会
／編著

ベレ出版 2017.9 455/ﾆﾎ17/ 0014201016

地層の見方がわかるフィールド図鑑　岩石・地
層・地形から地球の成り立ちや活動を知る

青木 正博／著 誠文堂新光社 2017.7 456.91/ｱｵ17/ 0014058408

岩石はどうしてできたか 諏訪 兼位／著 岩波書店 2018.1 458.1/ｽﾜ18/ 0014351944

岩石薄片図鑑　精細写真で読み解く鉱物組成
と生い立ち

青木 正博／著 誠文堂新光社 2017.1 458/ｱｵ17/ 0013770391

岩石の科学 西川 有司／著 日刊工業新聞社 2018.6 458/ﾆｼ18/ 0014465207

観察を楽しむ特徴がわかる岩石図鑑 西本 昌司／著 ナツメ社 2020.8 458/ﾆｼ20/ 0015368632

三つの石で地球がわかる　岩石がひもとくこの
星のなりたち

藤岡 換太郎／著 講談社 2017.5 458/ﾌｼ17/ 0013868047

化石

化石・恐竜レファレンス事典
日外アソシエーツ
株式会社／編集

日外アソシ
エーツ

2019.10 457.031/ﾆﾁ19/ 0015074149

産地別日本の化石750選 大八木 和久／著 築地書館 2015.1 457.038/ｵｵ15/ 0012953287

化石ウォーキングガイド全国版　日本各地に眠
る古生物の痕跡探し27地点

相場 博明／編著 丸善出版 2016.6 457.21/ｱｲ16/ 0013537915

帰ってきた!日本全国化石採集の旅　化石が僕
をはなさない

大八木 和久／著 築地書館 2018.12 457.21/ｵｵ18/ 0014805634

ウンチ化石学入門 泉 賢太郎／著
集英社インター
ナショナル

2021.4 457.8/ｲｽ21/ 0015790074

恋する化石　「男」と「女」の古生物学 土屋 健／著 ブックマン社 2021.12 457.8/ﾂﾁ21/ 0015986110

化石観察入門　様々な化石の特徴、発掘方
法、新しい調べ方がわかる

芝原 暁彦／著 誠文堂新光社 2014.7 457/ｼﾊ14/ 0012562054

ときめく化石図鑑 土屋 香／文 山と溪谷社 2016.5 457/ﾂﾁ16/ 0013573191

化石になりたい　よくわかる化石のつくりかた 土屋 健／著 技術評論社 2018.7 457/ﾂﾁ18/ 0014484174

光る化石　美しい石になった古生物たちの図鑑 土屋 香／著 日東書院本社 2019.10 457/ﾂﾁ19/ 0015051212

化石の探偵術　読んで体験する古生物研究室
の世界

土屋 健／著 ワニブックス 2020.10 457/ﾂﾁ20/ 0015612252

生きている化石図鑑　すばらしき「名品」生物たち 土屋 健／著 笠倉出版社 2021.6 457/ﾂﾁ21/ 0015450471

世界を変えた100の化石
ポール・D.テイ
ラー／著

エクスナレッジ 2018.7 457/ﾃｲ18/ 0014467708

化石が語る生命の歴史[1]　　11の化石・生命
誕生を語る

ドナルド・R.プロセ
ロ／著

築地書館 2018.5 457/ﾌﾛ18/1 0014415384
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化石が語る生命の歴史[2]　　8つの化石・進化
の謎を解く

ドナルド・R.プロセ
ロ／著

築地書館 2018.5 457/ﾌﾛ18/2 0014440424

化石が語る生命の歴史[3]　　6つの化石・人類
への道

ドナルド・R.プロセ
ロ／著

築地書館 2018.5 457/ﾌﾛ18/3 0014440432

図説化石の文化史　神話、装身具、護符、そし
て薬まで

ケン・マクナマラ
／著

原書房 2021.1 457/ﾏｸ21/ 0015716913

化石 古生物の世界　サカナからヒトへ 王 原／ほか編著 樹立社 2021.4 L457.8/ｵｳ21/ 0015803166

鉱物・宝石

鉱物・宝石の科学事典
日本鉱物科学
会／編集

朝倉書店 2019.9 459.036/ﾆﾎ19/ 0015074222

楽しい鉱物図鑑 堀 秀道／著 草思社 2019.12 459.038/ﾎﾘ20/ 0015075872

美しすぎる世界の鉱物　カラー図鑑 松原 聰／著 宝島社 2014.4 459.038/ﾏﾂ14/ 0012428157

おもしろい石と人の物語　ヒトが鉱物に作用し、
鉱物もまたヒトに作用する

大平 悠麻／著 総合科学出版 2021.5 459.04/ｵｵ21/ 0015805856

クリエイターの為の宝石事典 飯田 孝一／著 亥辰舎 2020.9 459.7/ｲｲ20/ 0015383680

図説鉱物の博物学　地球をつくる鉱物たち 松原 聰／著 秀和システム 2021.10 459/ﾏﾂ21/ 0015933831

図説鉱物肉眼鑑定事典 松原 聰／著 秀和システム 2021.9 459/ﾏﾂ22/ 0015463946

価値がわかる宝石図鑑 諏訪 恭一／著 ナツメ社 2016.1 755.3/ｽﾜ16/ 0013381538

世界の宝石文化史図鑑　スミソニアン宝石コレ
クション

ジェフリー・エドワー
ド・ポスト／著 原書房 2021.6 755.3/ﾎｽ21/ 0015839012

美しさと価値がわかる見て楽しい宝石の本 松本 浩／監修 宝島社 2016.7 755.3/ﾏﾂ16/ 0013538681

鉱物 人と文化をめぐる物語 堀 秀道／著 筑摩書房 2017.12 B459.04/ﾎﾘ17/ 0014288591

よくわかる岩石・鉱物図鑑　採集のしかた標本
のつくりかたがよくわかる!

円城寺 守／監修 実業之日本社 2011.3 C458/ｴﾝ/ 0010129708

岩石と鉱物　読む宝石!
ダン・グリーン／
文

玉川大学出版部 2010.5 C458/ｸﾘ/ 0009885138

岩石・宝石ビジュアル図鑑　理科が楽しくなる
大自然のふしぎ

産業技術総合研究
所地質標本館／監
修

学研プラス 2019.2 C458/ｻﾝ/ 0014589931

これだけは知っておきたい岩石・鉱物図鑑　英
語も学べる!

デヴィン・デニー
／著

パイインター
ナショナル

2020.7 C458/ﾃﾆ/ 0015355589

岩石・鉱物・化石
萩谷 宏／指導・
監修・執筆

小学館 2012.6 C458/ﾊｷ/ 0011184462

宝石と鉱物の大図鑑　地球が生んだ自然の宝物
スミソニアン協
会／監修

日東書院本社 2017.11 L459/ｽﾐ17/ 0014183040

宝石の常識　知っておくべき4つの価値 岡本 敬人／監修 双葉社 2020.3 L755.3/ｵｶ20/ 0015211238
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隕石

星くずたちの記憶　銀河から太陽系への物語 橘 省吾／著 岩波書店 2016.8 440.13/ﾀﾁ17/ 0013618947

隕石　迷信と驚嘆から宇宙化学へ
マテュー・グネル
／著

白水社 2017.5 447.3/ｸﾈ17/ 0013908835

“今”起こっても不思議ではない天体衝突の危機　超
巨大隕石落下・小惑星衝突のメカニズムを知る

布施 哲治／著 誠文堂新光社 2013.10 447.3/ﾌｾ13/ 0012150967

宇宙岩石入門　起源・観測・サンプルリターン 牧嶋 昭夫／著 朝倉書店 2020.7 447.3/ﾏｷ20/ 0015526825

天体衝突　斉一説から激変説へ地球、生命、
文明史

松井 孝典／著 講談社 2014.4 447.3/ﾏﾂ14/ 0012344214

隕石でわかる宇宙惑星科学 松田 准一／著 大阪大学出版会 2015.12 447.3/ﾏﾂ16/ 0013229661

地球接近天体　いかに早く見つけ、いかに衝突
を回避するか

ドナルド・ヨーマ
ンズ／著

地人書館 2014.5 447.3/ﾖﾏ14/ 0012490769

ダイナソー・ブルース　恐竜絶滅の謎と科学者
たちの戦い

尾上 哲治／著 閑人堂 2020.2 457.87/ｵﾉ20/ 0014674493

微隕石探索図鑑　あなたの身近の美しい宇宙
のかけら

ヨン・ラーセン／
著

創元社 2018.3 459.8/ﾗｾ18/ 0014347405

空からの脅威
日経サイエンス
編集部／編

日経サイエンス 2013.11 L451.98/ﾆﾂ14/ 0012313466

石の加工技術

中世石工の考古学 佐藤 亜聖／編 高志書院 2019.4 210.4/ｻﾄ19/ 0014972624

戦国・江戸時代を支えた石 小田原の石切と生
産遺跡

佐々木 健策／著 新泉社 2019.2 213.7/ｻｻ19/ 0014817670

穴太衆積みと近江坂本の町 須藤 護／著 サンライズ出版 2021.8 216.1/ｽﾄ21/ 0015947955

名城の石垣図鑑
小和田 哲男／
監修

二見書房 2020.7 521.823/ｵﾜ20/ 0015339898

産業発展と石切場　全国の採石遺構を文化資産へ
日本遺跡学会
／監修

戎光祥出版 2019.5 569.021/ﾆﾎ19/ 0015025331

石と信仰

巨石文明　超テクノロジーの謎 布施 泰和／著 河出書房新社 2020.12 147/ﾌｾ21/ 0015699556

世界の魅力的な奇岩と巨石139選　不思議とロマン
に満ちた岩石の謎を旅の雑学とともに解説

地球の歩き方 2021.3 290.93/ﾁｷ21/ 0015761216

世界197カ国のふしぎな聖地&パワースポット　神秘
の古代遺跡 驚異の大自然 謎の巨石 祈りと奇跡の
地

地球の歩き方 2021.9 290.93/ﾁｷ21/ 0015909336

岩石を信仰していた日本人　石神・磐座・磐境・
奇岩・巨石と呼ばれるものの研究

吉川 宗明／著 遊タイム出版 2011.7 387/ﾖｼ11/ 0010704500

古代文明のふしぎ 実松 克義／監修 講談社 2017.6 C209/ｻﾈ/ 0013877451
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