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1 新編　埼玉県史　別編４　年表・系図 埼玉県

2 新編　埼玉県史　資料編１９　　近代・現代１　政治・行政１ 埼玉県

3 新編　埼玉県史　資料編２０　　 近代・現代２　政治行政２ 埼玉県

4 埼玉県行政史　　第１巻 埼玉県 H6

5 埼玉県行政史　　第２巻 埼玉県 H6

6 埼玉県行政史　　第３巻 埼玉県 H6

7 埼玉県行政史　　第４巻 埼玉県 H6

8 子供とでかける埼玉あそび場ガイド すきっぷ・まむ 丸善メイツ㈱

9 これからの非常食・災害食に求められるもの　-災害からの教訓に学ぶ- 新潟大学地域連携フードサイエンス・センター　編 ㈱光琳 H19

10 マリと子犬の物語 藤田杏一 小学館 H20

11 吹上地域の地名(大文字・小文字) 鴻巣市コスモス大学第十九期生 H20

12 いざという時、役に立つ！お助けメシ 今井　今朝春　著 ㈱ワールドフォトプレス H22

13 災害時ケータイ＆ネット活用BOOK 西田宗千佳 斉藤幾郎　著 ㈱朝日新聞出版 H23

14 世界一わかりやすい放射能の本当の話 青山智樹　江口洋子　加藤久人　斉藤司　望月照明 ㈱宝島社 H23

15 わが家を守る！防犯・防災徹底ガイド NHK出版 H23

16 災害時絶対に知っておくべき「お金」と「保険」の知識 生活設計塾クルー +ダイヤモンド社著 ダイヤモンド社 H23

17 早分かり図解　知っておきたい‼放射能と原子力 橋本　久雄 熊丸　由布治　監 ㈱綜合図書 H23

18 命を守る防災サバイバルBOOK BE-PAL編集部・編 小学館

19 節電・停電ハンドブック 消費電力研究会　編 ㈱双葉社 H23

20 高知防災　モノづくりSELECT BOOK 高知県防災関連産業交流会 H27(2)

21 土佐の技　高知県外商支援製品・技術カタログ 高知県産業振興センター H27(2)

22 新版　日本列島の20億年　景観50選 写真　白尾元理 解説　小疇尚・斎藤靖二 岩波書店 H28

23 絵でわかるプレートテクトニクス 是永　淳　著 講談社 H28

24 石ころ博士入門 高橋直樹　大木淳一 全国農村教育協会 H29

25 含まれる鉱物や組織で種類を知る　薄片でよくわかる　岩石図鑑 チームG 誠文堂　新光社 H29

26 深海　2017～最深研究でせまる生命と地球～ 倉持利明(国立科学博物館)　　　　　　　　藤倉克則(海洋研究開発機構)監 NHK・NHKプロモーション・読売新聞社 H29

27 荒川の自然図鑑　荒川の植物 (財)埼玉県生態系保護協会 国土交通省関東地方整備局荒川上流河川事務所 寄贈H29(2)

28 荒川の自然図鑑　荒川の動物 (財)埼玉県生態系保護協会 国土交通省関東地方整備局荒川上流河川事務所 寄贈H29(2)

29 放射線像 森　敏・加賀谷雅道 晧星社 H28

30 3D地形図で歩く日本の活断層 柴山元彦 創元社 H29

31 利根川荒川事典 利根川文化研究会・川名登 図書刊行会 H29

32 日本のかわと河川技術を知る～利根川～ 公益社団法人　土木学会水工学委員会 丸善出版 H29

33 新編　埼玉県史　別編3　自然 埼玉県 H6

34 野外調査研究書報告19・20合併号　平成25年6月 NPO法人　野外調査研究所 NPO法人　野外調査研究所

35 平成22年度特別展　葉　-その形と利用- 埼玉県立川の博物館 図録

36 平成25年度特別展　和船大図鑑～荒川をつなぐ舟・ひと・モノ～ 埼玉県立川の博物館 図録

37 ScienceWindow「放射線ってなあに？」 独立行政法人　科学技術振興機構 独立行政法人　科学技術振興機構 寄贈H29（2）
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38 ScienceWindow2007　9月号特集「川に学ぶ」 独立行政法人　科学技術振興機構 独立行政法人　科学技術振興機構 寄贈H29（2）

39 ScienceWindow2009夏号特集「Let's go 火山！」 独立行政法人　科学技術振興機構 独立行政法人　科学技術振興機構 寄贈H29（2）

40 ScienceWindow2010春号特集「いただきます」の向こう側 独立行政法人　科学技術振興機構 独立行政法人　科学技術振興機構 寄贈H29（2）

41 ScienceWindow2010初夏号特集「単位から見える世界」 独立行政法人　科学技術振興機構 独立行政法人　科学技術振興機構 寄贈H29（2）

42 ScienceWindow2011春号特集「見えないものを見る」 独立行政法人　科学技術振興機構 独立行政法人　科学技術振興機構 寄贈H29（2）

43 ScienceWindow2011秋号特集「放射線をどう教える？」 独立行政法人　科学技術振興機構 独立行政法人　科学技術振興機構 寄贈H29（2）

44 ScienceWindow2012早春号特集「震災１年出会いと再生へ」 独立行政法人　科学技術振興機構 独立行政法人　科学技術振興機構 寄贈H29（2）

45 ScienceWindow2013夏号特集「海の声を聞こう」 独立行政法人　科学技術振興機構 独立行政法人　科学技術振興機構 寄贈H29（2）

46 ScienceWindow2014秋号特集「つなげる科学」 独立行政法人　科学技術振興機構 独立行政法人　科学技術振興機構 寄贈H29（2）

47 ScienceWindow2015春号特集「感染症を防ぐために」 独立行政法人　科学技術振興機構 独立行政法人　科学技術振興機構 寄贈H29（2）

48 ScienceWindow2015夏号特集「自然災害の国に生きる」 独立行政法人　科学技術振興機構 独立行政法人　科学技術振興機構 寄贈H29（2）

49 ScienceWindow2017夏号特集「海からの贈りもの」 独立行政法人　科学技術振興機構 独立行政法人　科学技術振興機構 寄贈H29（2）

50 ScienceWindow2017秋号特集「気づきの防災」 独立行政法人　科学技術振興機構 独立行政法人　科学技術振興機構 寄贈H29（2）

51 ScienceWindow2018冬号特集「水はめぐる」 独立行政法人　科学技術振興機構 独立行政法人　科学技術振興機構 寄贈H29（2）

52 岳　1巻 石塚真一 小学館 H30

53 岳　2巻 石塚真一 小学館 H30

54 岳　3巻 石塚真一 小学館 H30

55 岳　4巻 石塚真一 小学館 H30

56 岳　5巻 石塚真一 小学館 H30

57 岳　6巻 石塚真一 小学館 H30

58 岳　7巻 石塚真一 小学館 H30

59 岳　8巻 石塚真一 小学館 H30

60 岳　9巻 石塚真一 小学館 H30

61 岳　10巻 石塚真一 小学館 H30

62 岳　11巻 石塚真一 小学館 H30

63 岳　12巻 石塚真一 小学館 H30

64 岳　13巻 石塚真一 小学館 H30

65 岳　14巻 石塚真一 小学館 H30

66 岳　15巻 石塚真一 小学館 H30

67 岳　16巻 石塚真一 小学館 H30

68 岳　17巻 石塚真一 小学館 H30

69 岳　18巻 石塚真一 小学館 H30

70 鯰絵　～民俗的発想力の世界～ C・アウエハント 岩波文庫 H30

71 鯰絵　～震災と日本文化～ 監修:宮田登・高田衛 里文出版 H30

72 崩れ 幸田文 講談社文庫 H30

73 図解・プレートテクトニクス入門 木村岳　大木勇人 講談社 H30

74 地球進化　46億年の物語 ロバート・ヘイゼン 講談社 H30

()保有図書数
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75 日本列島5億年史 監修:高木秀雄 洋泉社 H30

76 山岳信仰　～日本文化の根底を探る～ 鈴木正崇 中央新書 H30

77 登山の誕生　～人はなぜ山に登るようになったのか～ 小泉武栄 中央新書 H30

78 道迷い遭難 羽根田治 山と渓谷社 H30

79 滑落遭難 羽根田治 山と渓谷社 H30

80 すぐそこにある遭難事故 金　邦夫 東京新聞 H30

81 分県登山ガイド　埼玉県の山 打田鍈一 山と渓谷社 H30

82 荒川上流部改修100年のあゆみ 荒川上流河川事務所 荒川上流部改修100周年実行委員会 H30

83 荒川読本 元木靖 国土交通省荒川上流河川事務所 H30(4)

84 地球科学の開拓者だち 諏訪兼位 岩波書店 H30

85 鴻巣市史　資料編1 鴻巣市市史編さん調査会 埼玉県鴻巣市 寄贈H30

86 鴻巣市史　資料編2 鴻巣市市史編さん調査会 埼玉県鴻巣市 寄贈H30

87 鴻巣市史　資料編3 鴻巣市市史編さん調査会 埼玉県鴻巣市 寄贈H30

88 鴻巣市史　資料編4 鴻巣市市史編さん調査会 埼玉県鴻巣市 寄贈H30

89 鴻巣市史　資料編5 鴻巣市市史編さん調査会 埼玉県鴻巣市 寄贈H30

90 鴻巣市史　資料編6 鴻巣市市史編さん調査会 埼玉県鴻巣市 寄贈H30

91 鴻巣市史　資料編7 鴻巣市市史編さん調査会 埼玉県鴻巣市 寄贈H30

92 埼玉県の自然と社会 財団法人日本地図センター　埼玉地理学会 財団法人日本地図センター　 寄贈H30

93 鴻巣市史　通史編1 鴻巣市市史編さん調査会 埼玉県鴻巣市 寄贈H30

94 鴻巣市史　通史編2 鴻巣市市史編さん調査会 埼玉県鴻巣市 寄贈H30

95 鴻巣市史　通史編3 鴻巣市市史編さん調査会 埼玉県鴻巣市 寄贈H30

96 鴻巣市史　民俗編 鴻巣市市史編さん調査会 埼玉県鴻巣市 寄贈H30

97 鴻巣町史 金澤貞次郎 鴻巣商工會 寄贈H30

98 鴻巣史話 鴻巣市郷土研究会 鴻巣市役所 寄贈H30

99 鴻巣市史石造物調査報告3　鴻巣の石造物 鴻巣市市史編さん調査会 埼玉県鴻巣市 寄贈H30

100 吹上町史 吹上町史編さん会 吹上町 寄贈H30

101 吹上町史資料　古文書目録篇 吹上町史編さん会 吹上町 寄贈H30(2)

102 鴻巣市史資料調査報告1　諸家文書目録１ 鴻巣市市史編さん調査会 埼玉県鴻巣市 寄贈H30

103 鴻巣市史資料調査報告2　諸家文書目録２ 鴻巣市市史編さん調査会 埼玉県鴻巣市 寄贈H30

104 鴻巣市史資料調査報告3　諸家文書目録３ 鴻巣市市史編さん調査会 埼玉県鴻巣市 寄贈H30

105 埼玉大百科事典1 発行人　武井兼雄　　　　　　　編集人　梶　拓二 埼玉新聞社 寄贈H30

106 埼玉大百科事典2 発行人　武井兼雄　　　　　　　編集人　荒川洋造 埼玉新聞社 寄贈H30

107 埼玉大百科事典3 発行人　武井兼雄　　　　　　　編集人　浅沼源三郎 埼玉新聞社 寄贈H30

108 埼玉大百科事典4 発行人　武井兼雄　　　　　　　編集人　梶　拓二 埼玉新聞社 寄贈H30

109 埼玉大百科事典5 発行人　武井兼雄　　　　　　　編集人　梶　拓二 埼玉新聞社 寄贈H30

110 八潮市史　自然編 八潮市長　鈴木泰治 八潮市役所 寄贈H30

111 川に抱かれて　八潮の歴史アルバム 八潮市史編さん委員会 八潮市立資料館 寄贈H30

()保有図書数
図書　(一般図書)
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112 大井町史　自然編 大井町史編さん委員会 大井町 寄贈H30

113 わたしたちの郷土　ふるさと編 吉川市教育委員会　　　　　　　　吉川市郷土史会 吉川市教育委員会 寄贈H30

114 伊奈公と伊奈町 伊奈町教育委員会 伊奈町教育委員会 寄贈H30

115 久喜市史　自然編 久喜市史編さん室 埼玉県久喜市 寄贈H30

116 狭山市史　地誌編 狭山市 狭山市 寄贈H30

117 江南町史　自然編1動物 江南町史編さん委員会 江南町 寄贈H30

118 江南町史　自然編3地形・地質 江南町史編さん委員会 江南町 寄贈H30

119 鶴ヶ島町史自然編Ⅰ　鶴ヶ島の地質 鶴ヶ島町史編さん室 鶴ヶ島町 寄贈H30

120 鶴ヶ島町史自然編Ⅱ　鶴ヶ島の植物 鶴ヶ島町史編さん室 鶴ヶ島町 寄贈H30

121 鶴ヶ島町史自然編Ⅲ　鶴ヶ島の動物 鶴ヶ島町史編さん室 鶴ヶ島町 寄贈H30

122 皆野町史　自然編Ⅱ植物 皆野町史編集委員会 皆野町 寄贈H30

123 皆野町史　自然編Ⅱ動物 皆野町史編集委員会 皆野町 寄贈H30

124 幸手市史　自然環境編Ⅰ 生涯学習課市史編さん室 幸手市教育委員会 寄贈H30

125 幸手市史　自然環境編Ⅱ 生涯学習課市史編さん室 幸手市教育委員会 寄贈H30

126 寄居町の自然　地学編 寄居町教育委員会町史編さん室 寄居町教育委員会 寄贈H30

127 日高町史　自然史編 日高町史編集委員会　　　　　日高町教育委員会 埼玉県入間郡日高町 寄贈H30

128 水と緑の宮代 宮代町教育委員会 宮代町 寄贈H30

129 埼玉県立博物館展示解説　歴史Ⅰ 埼玉県立博物館 埼玉県立博物館 寄贈H30

130 埼玉県立博物館展示解説　歴史Ⅱ 埼玉県立博物館 埼玉県立博物館 寄贈H30

131 埼玉県立博物館展示解説　近代美術 埼玉県立博物館 埼玉県立博物館 寄贈H30

132 埼玉県立博物館展示解説　民族 埼玉県立博物館 埼玉県立博物館 寄贈H30

133 埼玉県立博物館展示解説　郷土学習 埼玉県立博物館 埼玉県立博物館 寄贈H30

134 埼玉県立自然の博物館展示解説書　埼玉の自然誌 埼玉県立自然の博物館 埼玉県立自然の博物館 寄贈H30

135
埼玉県立自然の博物館自然遺産調査Ⅰ
石灰岩地基礎調査報告書

埼玉県立自然の博物館 埼玉県立自然の博物館 寄贈H30

136 利根川治水史　上 栗原良輔 官界公論社 寄贈H30

137 利根川治水史　下 栗原良輔 官界公論社 寄贈H30

138 見沼代用水治革史 見沼代用水土地改良区 見沼代用水土地改良区 寄贈H30

139 行こう・さがそう　騎西の自然 財団法人埼玉県生態系保護協会 騎西町教育委員会 寄贈H30

140
入間川再発見　～入間川4市1村合同企画
展～

埼玉県西部地域博物館　　　入間川展合同企画協議会
埼玉県西部地域博物館
入間川展合同企画協議会

寄贈H30

141 荒川　～169キロのみちのり～ 毎日新聞浦和支局 さきたま出版会 寄贈H30

142 河川基礎資料調査報告書 埼玉県南部河川改修事務所 埼玉県南部河川改修事務所 寄贈H30

143 渇水堰切論一条 嶽本海承　新井常雄 熊谷古文書研究会 寄贈H30

144 伊奈氏と越谷市域の用水開発の研究と教材化 埼玉県越谷市立花田小学校　穂村憲久 埼玉県教育委員会 寄贈H30

145 地形学辞典 町田 貞・井口正男・貝塚爽平佐藤　正・榧根　勇・小野有五 二宮書店 寄贈H30

146 展示図録　よみがえる太古の巨大ザメ 埼玉県立自然博物館 埼玉県立自然博物館 寄贈H30

147 緑と清流を歩く　～埼玉の自然100選～ 朝日新聞浦和支局 さきたま出版会 寄贈H30

148 展示図録　さいたまの海　 埼玉県立博物館 埼玉県立博物館 寄贈H30

()保有図書数
図書　(一般図書)
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149 雷電池雨乞い板倉雷電様 藤倉寛三 鶴ヶ島町史編さん室 寄贈H30

150 展示図録　鉄砲堰ってなんだ さいたま川の博物館 さいたま川の博物館 寄贈H30

151 展示図録　古利根川の歴史と文化 春日部市郷土資料館 春日部市郷土資料館 寄贈H30

152
別冊　入間川散策ガイド　　　　　「入間川再
発見　～入間川4市1村合同企画展～」

埼玉県西部地域博物館　　　入間川展合同企画協議会
埼玉県西部地域博物館
入間川展合同企画協議会

寄贈H30

153 平成史in富士見～平成31年春季企画展～ 富士見市難波田城資料館
富士見市難波田城資料
館

寄贈H30

154 やりなおし高校地学～地球と宇宙をまるごと理解する～ 鎌田浩毅 ちくま書店 Ｒ１

155 地学のツボ～地球と宇宙の不思議をさぐる～ 鎌田浩毅 ちくまプリマ―新書 Ｒ１

156 特別展　東国の地獄極楽 埼玉県立歴史と民俗の博物館 埼玉県立歴史と民俗の博物館 寄贈R1

157 令和元年企画展　徹底解剖！埼玉古墳群 埼玉県立さきたま史跡の博物館 埼玉県立さきたま史跡の博物館 寄贈R1

158 埼玉県の民話と伝説　～川越編～ 新井　博 有峰書店新社 Ｒ１

159 利根川図志 赤松宗旦 岩波文庫 Ｒ１

160 埼玉県伝説集成　分類と解説・上・自然編 韮塚一三郎 北辰図書 Ｒ１

161 埼玉県伝説集成　分類と解説・中・歴史編 韮塚一三郎 北辰図書 Ｒ１

162 埼玉県伝説集成　分類と解説・下・信仰編 韮塚一三郎 北辰図書 Ｒ１

163 埼玉県伝説集成　分類と解説・別巻 韮塚一三郎 北辰図書 Ｒ１

164 現代語訳　論語と算盤 渋沢栄一　訳：守谷淳 ちくま新書 Ｒ１

165 ブラタモリ18　秩父・長瀞・大宮・室蘭・洞爺湖・宮崎 NHK「ブラタモリ」制作班 KADOKAWA Ｒ１

166 理科年表2020 国立天文台　編 丸善 R2

167 「流域地図」の作り方　～川から地球を考える～ 岸由二 ちくまプリマ―新書 R2

168 3D地形図でわかる日本列島地形図鑑 監修：髙田将志　 成美堂出版 R2

169 絵でわかる日本列島の地形・地質・岩石 藤岡達也 講談社 R2

170 荒川新発見 東京新聞荒川取材班　井出孫六 東京新聞出版局 Ｒ１

171 わたしたちのさいたま市 社会科副読本編集委員会 さいたま市教育委員会 Ｒ２

172 地名は語る　埼玉の歴史と伝承 埼玉新聞特別編集委員室 埼玉新聞社 R2

173 日本の詩　しぜん 編著：遠藤　豊吉　 小峰書店 R2

174 令和元年度企画展地図と模型で見る　埼玉の大地 埼玉県立自然の博物館 埼玉県立自然の博物館 R2

175 100ネタ(荒川にまつわる様々な情報)集 荒川上流河川事務所 荒川上流河川事務所 寄贈H30(2)

176 埼玉県地名誌―名義の研究 韮塚 一三郎 北辰図書 R2

177 相談の力――男女共同参画社会と相談員の仕事 須藤八千代、土井良多江子 明石書店 R2
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