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図書番号 書籍名称 発行所 著者・編者等 発行年

B-001 世界昆虫記 福音館書店 今森光彦著 1994.04

B-002 植物記 福音館書店 埴沙萠著 1993.04

B-003 海中記 福音館書店 小林安雅著 1995.05

B-004 野鳥記 福音館書店 平野伸明著 1997.06

B-005 蛾蝶記 福音館書店 海野和男著 1998.06

B-006 昆虫記 福音館書店 今森光彦著 1988.07

B-007 虫のいる場所図鑑1 道ばたでであう虫たち 草土文化 海野和男写真・文 1999.03

B-008 虫のいる場所図鑑２  水辺でであう虫たち 草土文化 海野和男写真・文 1999.04

B-009 虫のいる場所図鑑３  草原でであう虫たち 草土文化 海野和男写真・文 1999.04

B-010 虫のいる場所図鑑４   雑木林でであう虫たち 草土文化 海野和男写真・文 1999.04

B-011 虫のいる場所図鑑５  虫のくる校庭づくり 草土文化 海野和男写真・文 1999.03

B-012 日本の絶滅動物　　　　人類が滅ぼした動物たち 童心社 黒川光広作 1997.02

B-013 世界の絶滅動物　　　　  人類が滅ぼした動物たち 童心社 黒川光広作 1995.07

B-014 原始時代の絶滅動物      人類が滅ぼした動物たち 童心社 黒川光広作 1994.07

B-015 ケナフの絵本 農山漁村文化協会 ちばこうぞう編 1999.04

B-016 メロンの絵本 農山漁村文化協会 せこたつお編 1999.04

B-017 ラッカセイの絵本 農山漁村文化協会 すずきかずお編 1999.04

B-018 ヒマワリの絵本 農山漁村文化協会 かねここうじ編 1999.03

B-019 キュウリの絵本 農山漁村文化協会 いなやまみつお編 1999.03

B-020 カイコの絵本 農山漁村文化協会 きうちまこと編 1999.04

B-021 ニワトリの絵本 農山漁村文化協会 やまがみよしひさ編 1999.04

B-022 アイの絵本 農山漁村文化協会 日下部信幸 2011.3.25

B-023 ヒョウタンの絵本 農山漁村文化協会 大槻義昭 2010.9.20

B-024 ナタネの絵本 農山漁村文化協会 石田正彦 2010.4.30

B-025 ミツバチの絵本 農山漁村文化協会 吉田忠晴 2011.4.5

B-026 ベニバナの絵本 農山漁村文化協会 渡部俊三・小野恵二 2010.8.31



B-027 ニガウリの絵本 農山漁村文化協会 藤枝國光・中山美鈴 2011.3.25

B-028 ハーブの絵本 農山漁村文化協会 広田靚子 2011.5.31

B-029 ワタの絵本 農山漁村文化協会 日比暉 2002.3.20

B-030 土の絵本①　土とあそぼう 農山漁村文化協会 社）日本土壌肥料学会 2006.7.10

B-031 土の絵本②　土のなかの生きものたち 農山漁村文化協会 社）日本土壌肥料学会 2010.8.31

B-032 土の絵本③　作物をそだてる 農山漁村文化協会 社）日本土壌肥料学会 2011.3.25

B-033 土の絵本④　土がつくる風景 農山漁村文化協会 社）日本土壌肥料学会 2011.3.26

B-034 土の絵本⑤　環境をまもる土 農山漁村文化協会 社）日本土壌肥料学会 2011.1.25

B-035
海のいきものかいかたそだてかた
 洗面器でかおう

岩崎書店 浅井ミノル文 1999.04

B-036 自然の観察辞典１９   モンシロチョウ観察事典 偕成社 小田英智構成・文 1999.06

B-037 自然の観察辞典２０　 アゲハチョウ観察事典 偕成社 小田英智構成・文 1999.06

B-038 かんさつしようこん虫のへんしん 小峰書店 松原巌樹絵・文 1999.07

B-039 鳥の巣の本 岩崎書店 鈴木まもる著 1999.04

B-040 すごい!びっくり!昆虫のふしぎパワー 世界文化社 海野和男著 1999.06

B-041
きみはタヌキモを知っているか
食虫植物とぼくたちの関係

小峰書店 かこさとし作 1999.08

B-042 世界珍獣図鑑 桜桃書房 今泉忠明 2000.03

B-043 カブトムシ・テントウムシおもしろ実験 汐文社
須田孫七監修
小川賢一文・絵

1999.02

B-044 エリック・カールの動物さんぽ  19のショート・ストーリー 偕成社 エリック・カール作・絵 1999.04

B-045 イルカの宇宙 東京書籍 水口達也 2000.09

B-046 ザリガニ フレーベル館
大塚高雄写真
中山周平監修

1999.06

B-047 カブトムシ フレーベル館
久保秀一写真
中山周平監修

1999.06

B-048 世界のカブト・クワガタムシ 桜桃書房 川上洋一 2000.07

B-049 四季で探す野鳥ハンドブック 新星出版社
文・撮影：中野泰
敬

1999.05

B-050 昆虫の飼い方  昆虫のくらしは不思議がいっぱい! 成美堂出版 富田京一監修 2000.07

B-051 世界のクワガタムシ アリス館 今泉光彦 2000.07

B-052 とんぼ・やご　くらしとかいかた 実業之日本社 清水潔監修 1999.07

B-053 森の虫の100不思議 東京書籍 日本林業技術協会編 1991.02

B-054
川の生き物の飼い方
水辺には生き物がいっぱい!

成美堂出版 富田京一監修 2000.08



B-055 多摩川自然遊び　ガサガサ 婦人画報社 中本賢著 1999.07

B-056 世界珍蝶図鑑<熱帯雨林編> 桜桃書房 海野和男著 2001.01

B-057 へんてこな動物 ジャストシステム 川端裕人長 2000.08

B-058 花と蝶を楽しむバタフライガーデン入門 農文協 海野和男編著 1999.03

B-059 世界の不思議な植物　動物みたい！ 誠文堂新光社 湯浅浩史著 1998.08

B-060 週末自然観察入門 身近で出会う生きものたちのおもしろさ 山と峡谷社 藤本和典著 1999.04

B-061 棚田はエライ　棚田おもしろ体験ブック 農文協 石井里津子編著 1999.03

B-062 身近なものでたのしい科学あそび　 図解　生物編 東陽出版 福嶋葉子著 1999.06

B-063 虫の飼い方全書　　採集から冬越しまで 東陽出版
杉本悟・森田真樹
子・中川はづき編

1999.03

B-064 カポックの木 童話屋 リン・チェリー作 1996

B-065 川はよみがえる 童話屋 リン・チェリー作 1996

B-066 親子で楽 しむご近所自然観察
コープながのいん
ぷり 連絡会

渡辺隆一 監修 2002.07

B-067 やさいのおなか 福音館書店 きうち　かつ著 1997.01

B-068 たすけて 童心社 田島征三著 1995.06

B-069 やまからにげてきた　ごみをぽいぽい 童心社 田島征三 著 1993.02

B-070 そらまめくんとめだかのこ 福音館書店 なかや　みわ著 1999.04

B-071 みどりのなかのジュール 小学館 ジェローム・リュイリエ著 1998.12

B-072 だいじょうぶ？だいじょうぶさ！ 小学館 ダビッド・モリション著 1998.12

B-073 たべたらうんち ポプラ 社 山岡寛人著 1998.09

B-074 おちばのしたをのぞいてみたら・・・ ポプラ 社 皆越ようせい著 2000.08

B-075 葉っぱのフレディ　－いのちの旅－ 童話屋 レオ・バスカーリア著 1998.1

B-076 オタマジャクシの 尾はどこへきえた 大日本図書 山本かずとし著 1997.02

B-077 どうぶつのきたないもの学 講談社 シルビア・ブランゼイ著 1999.12

B-078 アジア発こどもエコロジーブック　木　ＴＲＥＥＳ 小学館
ユネスコ・アジア 文
化センター

1997.12

B-079 ﾀﾞｰｳｨﾝのﾐﾐｽﾞの研究 たくさんのふしぎ 傑作集 福音館書店 新妻昭夫著 1996.06

B-080 いのちのつながり 福音館書店 中村運著 1991.04

B-081 ジュニア 環境調査隊　　海をまもろう 丸善株式会社 マーティン・ブラムウェル著 2002.07

B-082 木の本 福音館書店 高森 登志夫著 1986.04



B-083 森のささやき 文化社 絵・ 文　 葉祥明 1999.1

B-084 クワガタと 少年 クレオ 大村あつし著 2002.04

B-085 大昆虫記　熱帯雨林編 データハウス 海野和男著 1994.05

B-086 恐竜大図鑑－よみがえる太古の世界
日経ナショナル・ジ
オグラフィック

ポール　バレット 2002.07

B-087 こども図鑑　恐竜　ふしぎ・びっくり！？ 学習研究社 － 1996.07

B-088 学研の図鑑　 大昔の 動物 学研 鈴木進吾 2000.12

B-089 図鑑　カブトムシ・クワガタムシ学研 学研 浅井晴夫 2001.07

B-090 学研の図鑑 　 飼育と観察 学研 百瀬勝也 2000.07

B-091 学研の図鑑 　 水の生き物 学研 鈴木進吾 2000.12

B-092 学研の図鑑 　 恐竜 学研 伊藤年一 2000.07

B-093 昆虫 学習研究所 ‐ 1970.07.15

B-094 オルビス学習科学図鑑④    昆虫１（チョウ・ガ） 学習研究所 1980.03.31

B-095 大昔の生物 小学館 八巻孝夫 2004.12.20

B-096
ドラえもんの理科おもしろ攻略
生物〔植物・昆虫・動物〕がよくわかる

小学館 藤子プロ 1994.07

B-097 みどりいろの風 PHP研究所 内海隆一郎 2000.12

B-098 シートン 集英社 藤原英司　監修 2003,9,30

B-099 ファーブル 集英社 監修奥本大三郎 1993.03.24

B-100 ニッポン 動物記 １ 巻 ニチブンコミックス 本庄 敬 2004.01.25

B-101 ニッポン 動物記 ２ 巻 ニチブンコミックス 本庄 敬 2004.04.25

B-102 ニッポン 動物記 ３ 巻 ニチブンコミックス 本庄 敬 2004.05.25

B-103 植物あそび 福音館書店 ながたはるみ著 1998.03

B-104 むしたちのうんどうかい 童心社 得田之久著 2001.09

B-105 もりのえほん 福音館書店 安野光雅著 1981.02

B-106 やあ！出会えたね　ダンゴムシ アリス館 今森光彦 2002.05.20

B-107 やあ！出会えたね　カマキリ アリス館 今森光彦 2003.04.25

B-108 やあ！出会えたね　テントウムシ アリス館 今森光彦 2004.03.25

B-109 ずら～りカエル　ならべてみると・・・ アリス館
写：松橋利光
文：高岡昌江

2002.05.10

B-110 だんご博士の観察記 小学館 松岡達英 2004.09.01



B-111 きゅうすいとうのくじら 至光社 リュディガー・シュトイ

B-112 カブトムシ・クワガタムシのひみつ ポプラ社 海野和男写真 1997.07

B-113 捨て犬を救う街 角川文庫 渡辺眞子 2002.12.25

B-114 めだかのたんじょう 大日本図書
岩松鷹司文・
森上義孝絵

1998.05.05

B-115 ハス池に生きるカワセミ 大日本図書 中川雄三文・写 1996.03.05

B-116 つよいぞ！セイヨウタンポポ 大日本図書 おくやまひさし文・絵 1995.12.20

B-117 雑木林を飛ぶオオムラサキ 偕成社 海野和男写真・文 2005.03

B-118 どうぶつえんガイド 福音館書店
あべ弘士作・
なかのまさたかデ
ザイン

2005.10.05

B-119 アリからみると 福音館書店
桑原隆一文・
栗林慧写真

2001.07.01

B-120 水族館の不思議な生き物 ソフトバンククリエイティブ 中村　元 2006.04.06

B-121 原寸どうぶつ図鑑～もしあの動物が隣りにいたら～ 宝島社
上野動物園園長小
宮輝之＆飼育係の皆
さん

2006.05.08

B-122 ハヤブサ日記 下野新聞社 2006.08.04

B-123 田んぼの生きものたち　ホタル 農文協 大場信義 2010.9.30

B-124 田んぼの生きものたち　赤とんぼ 農文協 新井　裕 2009.9.20

B-125 田んぼの生きものたち　タガメ 農文協 市川憲平 2009.3.25

B-126 ガラパコスがこわれる ポプラ社 藤原幸一 2007.12.13

B-127 ペンギンの歩く街 ポプラ社 藤原幸一 2008.6.18

B-128 マダガスカルがこわれる ポプラ社 藤原幸一 2010.5.14

B-129 南極がこわれる ポプラ社 藤原幸一 2006.7.12

B-130 いきもの探検大図鑑 小学館 2001

B-131 はじめまして～身近な野鳥のお話 随想舎 志賀陽一 2008.10.13

B-132 虫から環境を考える① 湿地に生きるハッチョウトンボ 偕成社 写真・文水上みさき 2005.03

B-133 虫から環境を考える③ 都会にすみついたセミたち 偕成社
写真・文武田晋
一・     海野和男

2005.03

B-134 虫から環境を考える④ 田んぼでくらす虫たち 偕成社 写真・文海野和男 2005.03

B-135 虫から環境を考える⑤ 里山にすむクロスズメバチ 偕成社 写真・文高島清明 2005.03

B-136 虫から環境を考える⑥ 亜熱帯林にかくれるコノハチョウ 偕成社 写真・文湊和男 2005.03

B-137 名探偵コナン推理ファイル　昆虫の謎 小学館 原作青山剛昌 2004.05.10

B-138 ぴちょんくんとおともだち    ﾉﾊﾑｼとﾌｫｰﾘｰちゃん ダイキン工業㈱ イモカワユウ 2009.11.27



B-139 ぼくとりなんだ 東京印刷館 和歌山静子 2012.4.20

B-140 どんぐりころころ ひさかたチャイルド 監修/大久保茂徳 2012.8

B-141 生物のつながりを見つめよう 文一総合出版 日本生態学会 2012.4.20

B-142 南極のぺんぎん王国 メディアファクトリー メアリー・ポープ・オズボーン 2012．5.28

B-143
よくわかる生物多様性①
未来につなごう身近ないのち

くろしお出版 中山れいこ 著 2010.10.22

B-144
よくわかる生物多様性②
かたつむり　陸の貝のふしぎにせまる

くろしお出版 中山れいこ 著 2011.4.1

B-145
よくわかる生物多様性③
身近なチョウ　何を食べてどこにすんでいるのだろう

くろしお出版 中山れいこ 著 2012.9.19

B-146 ちきゅうのうえで いのちのたびのおはなし ㈱教育画劇 沢田　としき 2005.9.16

B-147 土をつくる生きものたち（雑木林の絵本） 岩崎書店
谷本　雄治（文）
盛口　満（絵）

2015.4.30

B-148 しまふくろうのみずうみ ㈱絵本塾出版 手島圭三郎 2015.2

B-149 イルカがくれた海物語 コアラブックス
望月昭伸
友松こずえ

1997

B-150 びっくりどーぶつぱらだいす 小学館 かりのすすむ著 1999.04

B-151 世界の不思議な植物 わたしがイチバン！ 誠文堂新光社 湯浅浩史著 1998.08

B-152 ぶながやの森 東京経済 文・絵：手塚カズ著 1999.07

B-153 木をかこう 至光社 ブルーノ・ムナーリ 1982

B-154 イヌのひみつ 学習研究社 監修大野淳一 1978.04.01

B-155 子鹿物語 講談社 青い鳥 ローリングス 1983.09.06

B-156 子どもと一緒に覚えたい野鳥の名前 マイルスタッフ 山崎宏　監修 2018.09.11

B-157 畑の一年 株式会社小学館 向田　智也 2016.04.30

B-158 田んぼの一年 株式会社小学館 向田　智也 2016.10.09

B-159 雑木林の一年 株式会社小学館 向田　智也 2014.07.08

B-160 食物連鎖の大研究 PHP研究所 目黒伸一　監修　 2016.06.01

B-１６１ 楽しく遊ぶ学ぶ　ふしぎの図鑑 小学館 白數哲久　監修 ２０１１.０３．０２

B-１６２ ちがいがわかるいきもの図鑑 高橋書店 成島悦雄　監修 2019.11.20

B-１６３ 外来生物大集合！おさわがせいきもの事典 高橋書店 加藤英明　監修 2019.06.25

B-１６４ ざんねんないきもの事典 高橋書店 今泉忠明　監修 2020.02.15

B-１６５ もっとざんねんないきもの事典 高橋書店 今泉忠明　監修 2019.10.10

B-１６６ 続ざんねんないきもの事典 高橋書店 今泉忠明　監修 2020.02.15



B-１６７ 続々ざんねんないきもの事典 高橋書店 今泉忠明　監修 2020.02.15

B-１６８ ぜんぶホント！生命のふしぎ　泣けるいきもの図鑑 株式会社学研プラス今泉忠明　監修 2017.09.06

B-１６９ ずかん　むしの顔 株式会社技術評論社 伊藤　年一 2013.05.15

B-１７０ 名探偵コナン理科ファイル　植物の秘密 小学館 原作　青山剛昌 2011.02.27

B-１７１ 超図解　ぬまがさワタリのふしぎな昆虫大研究 株) KADOKAWA 丸山宗則　監修 2019.08.01

B-１７２ 昆虫たちのやばい生き方図鑑 株）日本文芸社 須田研司　監修 2019.05.20

B-１７３ それでもがんばる！どんまいな赤ちゃんどうぶつ図鑑 株式会社　宝島社 今泉忠明　監修 2020.09.15

B-１７４ 侵略！外来いきもの図鑑もてあそばれた者たちの逆襲 株式会社パルコ ウラケン・ボルボックス著 2019.03.05

B-１７５ 探検！里山いきもの図鑑 株式会社パルコ 五箇公一　監修　 2020.03.26

B-１７６ カラスウリ 株式会社そうえん社小桜浩子　編集　 2016.03

B-１７７ 森の幼稚園　ｼｭﾃﾙﾝﾊﾞﾙﾄがくれたすてきなお話 合同出版
今泉みね子
アンネッテ・マイ
ザー

2003.10.30

B-178 兎の眼 角川文庫 灰谷健次郎 1998.3.25

B-179
ビジュアルデータブック　日本の生き物
固有種・外来種が教えてくれること

㈱学研プラス 今泉忠明　監修 2021.2.23

B-180 仕掛絵本図鑑　動物の見ている世界 ㈱創元社
ギヨーム・デュプラ
渡辺慈人　訳

2014.11.10


