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1 たのしい自然体験　1 月の自然あそび 1 竹井史郎著　中山周平監修 小峰書店

2 たのしい自然体験　2 月の自然あそび 2 竹井史郎著　中山周平監修 小峰書店

3 たのしい自然体験　3 月の自然あそび 3 竹井史郎著　中山周平監修 小峰書店

4 たのしい自然体験　4 月の自然あそび 4 竹井史郎著　中山周平監修 小峰書店

5 たのしい自然体験　5 月の自然あそび 5 竹井史郎著　中山周平監修 小峰書店

6 たのしい自然体験　6 月の自然あそび 6 竹井史郎著　中山周平監修 小峰書店

7 たのしい自然体験　7 月の自然あそび 7 竹井史郎著　中山周平監修 小峰書店

8 たのしい自然体験　8 月の自然あそび 8 竹井史郎著　中山周平監修 小峰書店

9 たのしい自然体験　9 月の自然あそび 9 竹井史郎著　中山周平監修 小峰書店

10 たのしい自然体験　10 月の自然あそび 10 竹井史郎著　中山周平監修 小峰書店

11 たのしい自然体験　11 月の自然あそび 11 竹井史郎著　中山周平監修 小峰書店

12 たのしい自然体験　12 月の自然あそび 12 竹井史郎著　中山周平監修 小峰書店

13 森の幼稚園
シュテルンバルトがくれたすてきなお話

今泉みね子著
アンネッテ　マイザー著 合同出版

14 森の学校　自然とふれあう新しい旅 矢野正著 小学館

15 海辺の達人になりたい！
自然体験活動ガイドブック 国土交通省港湾局監修 ウェイツ

16 那珂市野外観察 / 自然体験ガイドブック 日独自然保護研究会 日独自然保護研究会

17
水辺の生きもの
トンボ・カエル・メダカの世界
野外観察ハンドブック

浅間茂共著　田中正彦共著 全国農村教育協会

18
形とくらしの雑草図鑑
見分ける、身近な 280 種
野外観察ハンドブック

岩瀬徹著 全国農村教育協会

19 シダ植物　野外観察ハンドブック 村田威夫共著　谷城勝弘共著 全国農村教育協会

20 写真で見る植物用語
野外観察ハンドブック 岩瀬徹著　大野啓一著 全国農村教育協会

21 校庭の生き物ウオッチング
野外観察ハンドブック 浅間茂共著　中安均共著 全国農村教育協会

22 水べの生きもの野外観察ずかん
海べの魚類・鳥類・植物・むせきつい動物 1 武田正倫監修 ポプラ社

23 水べの生きもの野外観察ずかん
川・池の魚類・両生類・はちゅう類・鳥類 2 武田正倫監修 ポプラ社

24 水べの生きもの野外観察ずかん　川・池
の昆虫・植物・むせきつい動物 3 武田正倫監修 ポプラ社

25 校庭のコケ　野外観察ハンドブック 中村俊彦共著　古木達郎共著 全国農村教育協会

26 校庭の昆虫　野外観察ハンドブック 田仲義弘著　鈴木信夫著 全国農村教育協会
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27 新校庭の雑草　野外観察ハンドブック 3 版 岩瀬徹ほか共著 全国農村教育協会

28

クレヨンしんちゃんの
まんが自然観察なるほどブック
自然のしくみがよく分かる
クレヨンしんちゃんのなんでも百科シリーズ

臼井儀人キャラクター原作　
造事務所編集　構成 双葉社

29
やさしい日本の淡水プランクトン
図解ハンドブック
自然観察シリーズ　No.7　普及版

一瀬諭監修　若林徹哉監修 滋賀の理科教材
研究委員会

30 デジカメ自然観察のすすめ　カラー版　
岩波ジュニア新書　475 海野和男著 岩波書店

31 野あそびいっぱい
現代版野あそびガイド 1 中山康夫著 萌文社

32 森の標本箱　見つける、つくる、感じる、
新しい森の遊び。Be-pal outing mook Forest Farm 編 小学館

33 名探偵コナン 3D 自然体験ファイル 青山剛昌キャラクター原作　
朝倉秀之３Ｄ撮影 小学館

34 山の自然教室　岩波ジュニア新書　443 小泉武栄著 岩波書店

35 野鳥博士入門　たのしい自然観察 唐沢孝一著　平野伸明写真 全国農村教育協会

36
体験学習アイデアブック
小学生のためのフィールドワーク入門　
環境を学ぶ体験学習

佐々木定治監修
こどもくらぶ編 ポプラ社

37 雑草博士入門　たのしい自然観察 岩瀬徹著　川名興著 全国農村教育協会

38 野や庭の昆虫　自然観察シリーズ 中山周平著 小学館

39 里山図鑑 おくやまひさし著 ポプラ社

40 野山の植物　自然観察シリーズ 牧野晩成著 小学館

41
地球のためにわたしたちにできること　
自然と生きるためにできること
環境教育実践シリーズ

ポプラ社

42 街の自然観察　ちくまプリマーブックス 25 矢野亮著 筑摩書房

43 ユリの不思議　科学のアルバム　94 今井国勝著 あかね書房

44 ネイチャーゲームでひろがる環境教育 降旗信一著 中央法規出版

45 ネイチャーゲーム　改訂増補版 ジョセフ　Ｂ．コーネル著　
日本ネイチャーゲーム協会監修 柏書房

46 自然とあそぼう
校内でできるネイチャーゲーム ポプラ社

47 自然とあそぼう
公園でできるネイチャーゲーム ポプラ社

48 自然とあそぼう
野山でできるネイチャーゲーム ポプラ社

49 自然とあそぼう
つくってたのしむ野外活動入門 ポプラ社

50 自然とあそぼう
見てたのしむ野外活動入門 ポプラ社
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51 自然とあそぼう
あそんでたのしむ野外活動入門 ポプラ社

52 田んぼの楽校　自然と遊ぼう　4 湊秋作著 山と渓谷社

53 森の楽校　自然と遊ぼう　3 小林毅著 山と渓谷社

54 川の楽校　自然と遊ぼう　2 皆川哲著 山と渓谷社

55 海の楽校　自然と遊ぼう　1 長谷川孝一著 山と渓谷社

56
ぼうけん図鑑　自然の中を歩こう
キャンプをしよう　自然を感じよう
危険にそなえよう

ホールアース自然学校監修 PHP 研究所

57 体験・遊びナビゲーター
体験の嵐をおこそう 国立青少年教育振興機構監修 国立青少年教育

振興機構

58 ディリ－アウトドア　
自然とつながって心ゆたかに暮らそう 四角友里著 メディアファクトリー

59 森で過ごして学んだ 101 のこと 本山賢司文　絵 東京書籍

60 楽しい自然ウオッチング
里山　森　海　川　るるぶ Do! JTB パブリッシング

61 はじめての野外活動
生きる知恵を身につける　るるぶ Do JTB パブリッシング

62 楽しい！　どんぐりまつぼっくり
落ち葉の工作 BOOK おさだのび子著 ナツメ社

63 楽し！懐かし！野遊びガイド
近くのアウトドアに飛び込もう 白石健一著 食品研究社

64
おし花の工作図鑑　
野原の草花、育てた草花を身近な材料で
おし花しましょう　図書館版

岩藤しおい著 いかだ社

65 冒険遊び大図鑑　元気と勇気がわいてくる! かざまりんぺい著 主婦の友社

66 葉っぱの工作図鑑
タノシイおもちゃ・制作ベスト　図書館版 岩藤しおい著 いかだ社

67 おもしろ磯あそび
フィ－ルドガイド　アクアライフの本 山崎利勝著 エムピージェー

68 いざというときに使える！
野外生活の基礎知識　るるぶ Do! ハンディ 浜島一郎著 JTB パブリッシング

69 どんぐりハンドブック　観察・工作・遊び 岩藤しおい著　岩槻秀明著 いかだ社

70 大自然とあそぼう　海であそぶ 1 アリス館

71 大自然とあそぼう　野山であそぶ 3 アリス館

72 大自然とあそぼう　自然の中で身を守る 5 アリス館

73 大自然とあそぼう　川であそぶ 2 アリス館

74 雪遊び達人ブック　遊び　造形　実験・観察 雪遊び達人倶楽部編著 いかだ社

75 たのしい野あそびカレンダー　不思議発見 岩井明子著　河合正人著 かもがわ出版

76 田んぼが学校になった　つくろうあそぼ
うたべよう 佐伯剛正著 岩波書店
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77 花の工作図鑑
野原と庭に咲く花でつくる・遊ぶ 岩藤しおい著 いかだ社

78 海の工作図鑑
貝・石・砂・海草・草花でつくる 岩藤しおい著 いかだ社

79 磯あそびハイパ－ガイドブック
海とあそぶ、自然がわかる、地球に生きる 荒俣宏著　さとう俊著 小学館

80 森の工作図鑑　どんぐり・まつぼっくり 岩藤しおい著 いかだ社

81 森の工作図鑑　落ち葉 岩藤しおい著 いかだ社

82 調べ学習・自由研究に役立つ野外あそび BOOK 大海淳監修 成美堂出版

83 まるごと川あそび
ようこそ！せせらぎ教室へ

阿部夏丸文　絵
奥山英治絵　写真

PHP エディターズ・
グループ

84 チャレンジ！あそび大事典
ゲーム機なしでもこんなにオモシロイ 天野秀昭ほか監修 偕成社

85 野あそびずかん　福音館のかがくのほん 松岡達英作 福音館書店
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