
気象と天気のしくみ 　

お天気の学校12ケ月 　池田 洋人∥著 　東京堂出版 451

プロが教える気象・天気図のすべてがわかる本 　岩谷 忠幸∥監修 　ナツメ社 451

図解・気象学入門 　古川 武彦∥著 　講談社 Ｓ451

日本の空をみつめて 　倉嶋 厚∥著 　岩波書店 451

図解気象・天気のしくみがわかる事典 　青木 孝∥監修 　成美堂出版 451

気象のことば科学のこころ 　廣田 勇∥著 　成山堂書店 451

楽しい気象観察図鑑 　武田 康男∥文　写真 　草思社 451

半井小絵のお天気彩時記 　半井 小絵∥著 　かんき出版 451

お天気なんでも小事典 　三浦 郁夫∥著 　技術評論社 451

はい、こちらお天気相談所 　伊東 譲司∥著 　東京堂出版 ＹＡ451

ずっと受けたかったお天気の授業 　池田 洋人∥著 　東京堂出版 ＹＡ451

よくわかる気象・環境と生物のしくみ 　国立天文台∥編 　丸善 ＹＡ451

天気の100不思議 　村松 照男∥著 　東京書籍 ＹＡ451

空と天気のふしぎ109 　森田 正光∥著 　偕成社 児451

気象予報士わぴちゃんのお天気観察図鑑・季節の気象現象 　岩槻 秀明∥著 　いかだ社 児451

気象予報士わぴちゃんのお天気観察図鑑・観察と実験 　岩槻 秀明∥著 　いかだ社 児451

天気の不思議がわかる! 　日本気象協会∥監修 　実業之日本社 児451

親子で読みたいお天気のはなし 　下山 紀夫∥著 　東京堂出版 児451

100の知識天気のしくみ 　クレア　オリバー∥著 　文研出版 児451

気象がわかる絵事典 　日本気象協会∥監修 　PHP研究所 児451

天気のしくみQ&A 　森田 正光∥監修 　学研 児451

みんなが知りたい!「天気」のことがわかる本 　気象キャスターネットワーク∥監修 　メイツ出版 児451

いのちを守る気象学 　青木 孝∥著 　岩波書店 451.9

天気図と天気予報を知ろう 　

天気予報の大研究 　日本気象協会∥監修 　PHP研究所 児451

知識ゼロからの天気予報学入門 　天達 武史∥監修 　幻冬舎 451.2
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                       雲と暮らす。 
                    

   武田 康男 文・写真  誠文堂新光社                                                                                                          

        知識ゼロからの                                             
           

      天気予報学入門     
 

   天達 武史 監修  幻冬舎             

 気象写真の第一人者である著者の、美し

いフォトにいやされます。             

 日々の暮らしの中で出会う、様々な形を

した雲が、より身近に感じられ、空を見上

げる機会が増えそうです。 

 気象予報士である著者が、天気予

報に出てくる用語を、やさしく詳し

く解説しています。 

 毎日、天気予報を見るのが、楽し

くなってきます。 

青空に浮かぶ雲、色鮮やかな虹、美しい夕焼け、 

突然の雷雨など、刻々と変化していく天気。 

天気予報をチェックする時に役立つ情報が満載です。                      
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降水確率50%は五分五分か 　村山 貢司∥著 　化学同人 451.2

天気図の使い方と楽しみ方 　新田 尚∥監修 　オーム社 451.2

天気の不思議 　森田 正光∥著 　誠文堂新光社 ＹＡ451.2

様々な気象現象 　

図解・台風の科学 　上野 充∥著 　講談社 Ｓ451.5

台風学入門 　村山 貢司∥著 　山と溪谷社 451.5

雲ごよみ 　高橋 健司∥写真　文 　山川出版社 児451

雲の名前、空のふしぎ 　武田 康男∥文　写真 　PHP研究所 451.6

驚くべき雲の科学 　リチャード　ハンブリン∥解説 　草思社 451.6

雲と暮らす。 　武田 康男∥文　写真 　誠文堂新光社 451.6

雲のカタログ 　村井 昭夫∥文と写真 　草思社 451.6

「雲」のコレクターズ・ガイド 　ギャヴィン　P.ピニー∥著 　河出書房新社 451.6

「雲」の楽しみ方 　ギャヴィン　P.ピニー∥著 　河出書房新社 451.6

雲の世界 　山田 圭一∥写真　解説 　成山堂書店 451.6

雲の不思議がわかる本 　森田 正光∥著 　誠文堂新光社 YA451.6

雨の名前 　高橋 順子∥文 　小学館 451.6

雨の科学 　武田 喬男∥著 　成山堂書店 451.6

おかしなゆきふしぎなこおり 　片平 孝∥写真　文 　ポプラ社 児451

雪の結晶図鑑 　菊地 勝弘∥著 　北海道新聞社 451.6

雪の結晶 　ケン　リブレクト∥著 　河出書房新社 451.6

カマキリは大雪を知っていた 　酒井 与喜夫∥著 　農山漁村文化協会 451.6

写真で読み解く雷の科学 　横山 茂∥共著 　オーム社 451.7

解明カミナリの科学 　岡野 大祐∥著 　オーム社 451.7

雷の科学 　妹尾 堅一郎∥監修 　日刊工業新聞社 451.7

雷に魅せられて 　河崎 善一郎∥著 　化学同人 451.7

雷文化論 　妹尾 堅一郎∥編著 　慶應義塾大学出版会 451.7

高度1万メートルから見たオーロラ 　國分 勝也∥著　写真 　東海大学出版会 451.7

オーロラ・ウオッチング 　上出 洋介∥監修 　誠文堂新光社 451.7

異常気象と地球温暖化・寒冷化 　

世界史を変えた異常気象 　田家 康∥著 　日本経済新聞出版社 451

気候大異変 　NHK取材班∥編著 　日本放送出版協会 451

異常気象 　マーク　マスリン∥著 　緑書房 451

地球温暖化－この真実を知るために－ 　西岡 秀三∥監修 　ニュートンプレス 451.3

地球温暖化 　タイム誌編集部∥編集 　緑書房 451.3

地球異変 　朝日新聞社∥編 　ランダムハウス講談社 451.3

+6℃ 　マーク　ライナス∥著 　ランダムハウス講談社 451.3

地球温暖化は止まらない 　S.フレッド　シンガー∥著 　東洋経済新報社 451.3

ツバルよ不沈島を築け! 　石田 進∥著 　芙蓉書房出版 451.3

ぼくたち・わたしたちの地球温暖化問題 　ローリー　デイヴィッド∥著 　小学館 YA451.3

正しく理解する気候の科学 　中島 映至∥著 　技術評論社 451.8

気候文明史 　田家 康∥著 　日本経済新聞出版社 451.8

地球最後の世代 　フレッド　ピアス∥著 　日本放送出版協会 451.8

千年前の人類を襲った大温暖化 ブライアン　フェイガン∥著 　河出書房新社 451.8

チェンジング・ブルー 　大河内 直彦∥著 　岩波書店 451.8

今そこに迫る「地球寒冷化」人類の危機 　丸山 茂徳∥著 　ベストセラーズ 451.8

氷に刻まれた地球11万年の記憶 　リチャード　B.アレイ∥著 　ソニー・マガジンズ 451.8
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