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サンゴ礁の自然を理解するための入門書 
1980年以降に出版された主な書籍と雑誌の特集号  

国士舘大学 地理学教室 長谷川 均作成 2001 / JUNE 
01 連載「ニライ・カナイユー 

サンゴ礁の海から」  

「自然保護」 日本自然保護協会 1987/
4-
1988/
4 

 

02 特集 「サンゴ礁」 「地理」1980年  8月号25
巻 8号  

古今書院 1980 
 

 

03 沖縄の自然   その生いたち

を訪ねて 

木崎 甲子郎 他 平凡社 1981  ¥980 

04 サンゴ礁の世界 白井祥平訳 マリン企画 1981  
05 沖縄の島じまをめぐって             沖縄地学会 編   築地書館 1982  ¥1500 
06 琉球の風水土                       木崎 甲子郎 編 築地書館 1984 **** 
07 琉球弧をさぐる                      目崎 茂和      あき書房 1985  ¥1500 
08 サンゴ礁の生物たち 本川 達雄    中公新書 1985  ¥520 
09 サンゴ礁の自然誌    CHARLES .C.SHEPPARD 

著 本川訳    
平河出版社 1986 ¥2800 

10 サンゴ ふしぎな海の動物   森  啓    築地書館 1986  ¥1700 
11 沖縄のうつくしい海（沖縄

の自然と文化シリーズ１） 

西平守孝 ポプラ社 1986 ¥980 

12 エルセラさんご 水 木 圭 子 （KATHERINE 
MUZIK）・和田誠 

リブロポート 1986 ¥1200 

13 サンゴ礁のなぞ                    沖村 雄二 青木書店 1987 ¥1600 
14 生きている太平洋     汎太平洋フォーラム 編 神戸新聞出版センター 1987  ¥1200 
15 サンゴしょうの海   月刊た

くさんのふしぎ 1987-7, 

本川達雄 福音館書店 1987 ¥600 

16 南島の地形                          目崎 茂和      沖縄出版 1988  ¥2800 
17 琉球列島の地形                      河名 俊男      新星図書出版 1988  ¥1800 
18 サンゴの海  石垣・白保 残

された奇跡のサンゴ礁  

小橋川・目崎 高文研 1988  ¥2400 

 サンゴ礁        高橋 達郎 古今書院 1988  ¥2400 
19 サンゴ礁の渚を遊ぶ   石垣

島川平湾 

西平守孝   ひるぎ社  1988  ¥ 900 

20 ニライ・カナイの島じま 沖

縄の自然はいま  

池原貞雄 他 築地書館 1988  ¥1800 

21 沖縄のサンゴ礁    西平守孝 編著 沖縄県環境科学検査センター 1988 ¥2000 
22 サンゴ保護と新空港    白井祥平 海洋企画 1989  ¥1500 
23 新石垣空港       杉岡碩夫   技術と人間 1989  ¥1900 
24 造礁サンゴ 西平守孝 東海大学出版会 1989 ¥ 2,500 
25 サンゴ  

沖縄海中生物図鑑 9/10 

内田・福田・海中公園セ

ンター 

新星図書 1989 ¥@ 
3,000 

26 熱い自然       サンゴ礁地域研究グルー

プ 編    

古今書院 1990  ¥4500 

27 サンゴの海に生きる 石垣

島・白保の暮しと自然 

野池元基 農文協   1990  ¥1500 

28 白保・SHIRAHO   中村征夫  情報ｾﾝﾀｰ出版局 1990 ¥1300 
29 沖縄の自然 地形と地質  氏家 宏 編       ひるぎ社           1990  ¥1900 
30 サンゴの生物学    山里 清   東大出版  1991  ¥1600 
31 新石垣空港がサンゴ礁生態 日本自然保護協会 編 日本自然保護協会      1991 ¥2000 
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系に与える影響 
32 沖縄 海は泣いている 赤

土汚染とサンゴの海 

吉嶺全二  高文研   1991  ¥2884 

33 石垣島のサンゴ礁環境   目崎編   ＷＷＦＪ                  1991 ¥ 2000 
34 沖縄 巨大開発の論理と批

判 

鵜飼照喜 社会評論社 1992 ¥2060 

35 熱い心の島        サンゴ礁研グループ 編 古今書院 1992               ¥4500 
36 サンゴの話 おきなわの造

礁サンゴたち  

西平守孝 沖縄県環境保健部  1992 非売品 

37 動物たちの地球 62  週間朝日百科 編 朝日新聞社 1992 ¥520 
38 サンゴとサンゴ礁   白井祥平   コーラル 1993 ¥2767 
39 足場の生態学 西平守孝  平凡社 1994 ¥2330 
40 サンゴ礁  西平、酒井 他    平凡社 1995 ¥2330 
41 白保のサンゴ礁 目崎 ほか WWFJapan 1995  
42 日本の造礁サンゴ 西平、ベロン 海ゆう舎 1995           ¥18000   
43 八重山 島の社会を考える 月間地理特集号 9月号 古今書院 1995  
44 南の島々 中村 ほか 岩波書店 1996 ¥4,300 
45 サンゴ礁の世界 沖縄高速印刷出版部 白井祥平 1997 ¥1500 
46 沖縄 谷川健一 講談社学術文庫 1998 ¥980 
47 珊瑚 鈴木克美 法政大学出版局 1999 ¥3200 
48 サンゴ礁は異常事態 沖縄マリン出版 土屋 誠 1999 ¥1600 
49 沖縄を知る事典 同編集委 編 日外アソシエーツ 2000 ¥8500 
50 マングローブ入門 中村、中須賀 めこん 1998 ¥1500 
51 マングローブの生態 小滝一夫 信山社 1997 ¥2800 
52 藻場の話 香村 監修 沖縄県 2000 無料 

 


