
所蔵一覧

No. 資料コード 書名 巻次 副書名 著者名 出版者 分類 場所 コメント

1 920335270 どこにいるかな？うみのさかなたち 大方　洋二∥写真　文 岩崎書店  E /ｵ / 児童

2 920237476 びゅ〜んびょ〜ん
ふじわら／こういち
∥しゃしん・ぶん

 新日本出版社  E /ﾌ / 特設A

3 920319274 うまれたよ！クマノミ 大方　洋二∥写真　文 岩崎書店  E /ｵ / 児童 いきものしゃしんえほん

4 920319282 うまれたよ！クモ 新開　孝∥写真　文 岩崎書店  E /ｼ / 児童 いきものしゃしんえほん

5 920319266 うまれたよ！カメムシ 新開　孝∥写真　文 岩崎書店  E /ｼ / 児童 いきものしゃしんえほん

6 921006508 うまれたよ！バッタ 新開  孝∥写真 岩崎書店  E /ｼ / 児童 いきものしゃしんえほん

7 921006474 うまれたよ！カイコ 新開  孝∥写真 岩崎書店  E /ｼ / 児童 いきものしゃしんえほん

8 920279213 うまれたよ！セミ 新開　孝∥写真 岩崎書店  E /ｼ / 児童 いきものしゃしんえほん

9 920241528 うまれたよ！カマキリ 新開／孝∥写真 岩崎書店  E /ｼ / 児童 いきものしゃしんえほん

10 920241510 うまれたよ！カブトムシ 新開／孝∥写真 岩崎書店  E /ｼ / 児童 いきものしゃしんえほん

11 920369675 うまれたよ！イモリ 関　慎太郎∥写真　文 岩崎書店  E /ｾ / 児童 いきものしゃしんえほん

12 920319258 うまれたよ！カメ 関　慎太郎∥写真　文 岩崎書店  E /ｾ / 児童 いきものしゃしんえほん

13 921006540 うまれたよ！カナヘビ 関  慎太郎∥写真 岩崎書店  E /ｾ / 児童 いきものしゃしんえほん

14 920241544 うまれたよ！ザリガニ 関／慎太郎∥写真 岩崎書店  E /ｾ / 児童 いきものしゃしんえほん

15 920241460 うまれたよ！オタマジャクシ 関／慎太郎∥写真 岩崎書店  E /ｾ / 児童 いきものしゃしんえほん

16 920318722 うまれたよ！ヤドカリ 武田　晋一∥写真 岩崎書店  E /ﾀ / 児童 いきものしゃしんえほん

17 921011508 うまれたよ！カタツムリ 武田  晋一∥写真 岩崎書店  E /ﾀ / 児童 いきものしゃしんえほん

18 920318748 うまれたよ！ボウフラ 中瀬　潤∥写真　文 岩崎書店  E /ﾅ / 児童 いきものしゃしんえほん

19 920316163 うまれたよ！ホタル 中瀬　潤∥写真　文 岩崎書店  E /ﾅ / 児童 いきものしゃしんえほん

20 921006524 うまれたよ！サンショウウオ 松沢  陽士∥写真  文 岩崎書店  E /ﾅ / 児童 いきものしゃしんえほん

21 921006524 うまれたよ！アメンボ 中瀬  潤∥写真 岩崎書店  E /ﾅ / 児童 いきものしゃしんえほん

22 921006516 うまれたよ！コオロギ 中瀬  潤∥写真 岩崎書店  E /ﾅ / 児童 いきものしゃしんえほん

23 920241486 うまれたよ！テントウムシ 中瀬／潤∥写真 岩崎書店  E /ﾅ / 児童 いきものしゃしんえほん

24 920241536 うまれたよ！ヤゴ 中瀬／潤∥写真 岩崎書店  E /ﾅ / 児童 いきものしゃしんえほん

25 920319308 うまれたよ！タガメ 松沢　陽士∥写真　文 岩崎書店  E /ﾏ / 児童 いきものしゃしんえほん

26 920241502 うまれたよ！メダカ 松沢／陽士∥写真 岩崎書店  E /ﾏ / 児童 いきものしゃしんえほん

27 920241494 うまれたよ！ダンゴムシ 皆越／ようせい∥写真 岩崎書店  E /ﾐ / 児童 いきものしゃしんえほん

28 920319290 うまれたよ！クワガタムシ 山口　進∥写真　文 岩崎書店  E /ﾔ / 児童 いきものしゃしんえほん

29 920318730 うまれたよ！オトシブミ 安田　守∥写真　文 岩崎書店  E /ﾔ / 児童 いきものしゃしんえほん

30 921006490 うまれたよ！アリジゴク 安田  守∥写真 岩崎書店  E /ﾔ / 児童 いきものしゃしんえほん

31 921006466 うまれたよ！アゲハ 安田  守∥写真 岩崎書店  E /ﾔ / 児童 いきものしゃしんえほん

32 920241478 うまれたよ！アリ 山口／進∥写真 岩崎書店  E /ﾔ / 児童 いきものしゃしんえほん

33 920241452 うまれたよ！モンシロチョウ 安田／守∥写真 岩崎書店  E /ﾔ / 児童 いきものしゃしんえほん

所蔵館： 菰野町図書館 生き物（身近な虫・生物の図鑑など）
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34 920344488 いきものちえくらべ 海野　和男∥ほか写真 童心社  E /ｲ / 児童 いきものみーつけた

35 920344470 いきものかくれんぼ 海野　和男∥ほか写真 童心社  E /ｲ / 児童 いきものみーつけた

36 920344504 かくれてぱくり 海野　和男∥ほか写真 童心社  E /ｶ / 児童 いきものみーつけた

37 920182391 ハリセンボンがふくらんだ 鈴木／克美∥作 あかね書房 S4 E /ｲ / 児童 絵本・海の生きもの

38 920335098 セミがうまれるよ やさしくよめる あかぎ　かんこ∥さく 埼玉福祉会  E /ｷ / 児童 ＬＬブック

39 920164753 いぬ 今泉／忠明∥監修 フレーベル館  E /ｲ / 児童 おおきくなあれ

40 920209533 うさぎ 今泉／忠明∥監修 フレーベル館  E /ｳ / 児童 おおきくなあれ

41 920159886 ちょう 須田／孫七∥監修 フレーベル館  E /ﾁ / 児童 おおきくなあれ

42 920269081 ファーブル昆虫記 みのむし ファーブル∥〔原作〕 ひさかたチャイルド  E /ﾌ / 児童 科学絵本ライブラリー

43 920269073 ファーブル昆虫記 ぞうむし ファーブル∥〔原作〕 ひさかたチャイルド  E /ﾌ / 児童 科学絵本ライブラリー

44 920269065 ファーブル昆虫記 かみきりむし ファーブル∥〔原作〕 ひさかたチャイルド  E /ﾌ / 児童 科学絵本ライブラリー

45 920269057 ファーブル昆虫記 おとしぶみ ファーブル∥〔原作〕 ひさかたチャイルド  E /ﾌ / 児童 科学絵本ライブラリー

46 920269040 ファーブル昆虫記 もんしろちょう ファーブル∥〔原作〕 ひさかたチャイルド  E /ﾌ / 児童 科学絵本ライブラリー

47 920337292 海のぷかぷか ただよう海の生きもの 高久　至∥写真 アリス館  E /ﾀ / 児童
さがしてあそぼう！かくれる
いきものしゃしんえほん

48 920191640 うさぎ どうぶつ 内山／晟∥写真 フレーベル館  E /ｳ / 特設B だいすきしぜん

49 920195088 やどかり みずのいきもの 久保／秀一∥写真 フレーベル館  E /ｸ / 児童 だいすきしぜん

50 920195716 ざりがに みずのいきもの 寺越／慶司∥絵 フレーベル館  E /ﾃ / 児童 だいすきしぜん

51 920191624 すずめ どうぶつ 内藤／貞夫∥絵 フレーベル館  E /ﾅ / 児童 だいすきしぜん

52 920191632 ひよこ どうぶつ 福武／忍∥絵 フレーベル館  E /ﾌ / 児童 だいすきしぜん

53 920159738 とんぼ むし 安永／一正∥文・絵 レーベル館  E /ﾔ / 児童 だいすきしぜん

54 920158417 かぶとむし むし 安永／一正∥文・絵 フレーベル館  E /ﾔ / 児童 だいすきしぜん

55 920159746 ばった むし 安永／一正∥文・絵 フレーベル館  E /ﾔ / 児童 だいすきしぜん

56 920158425 くわがたむし むし 安永／一正∥文・絵 フレーベル館  E /ﾔ / 児童 だいすきしぜん

57
921006003
920105582

せみとりめいじん かみや／しん∥作 福音館書店
 E /ｶ /
 E /ｶ /

児童 どきどきしぜん

58
921005971
920139540
920305455

アリからみると 桑原／隆一∥文 福音館書店
 E /ｸ /

S4 E /ｸ /
 E /ｸ /

児童 どきどきしぜん

59 921005997 あげは 小林  勇∥ぶん  え 福音館書店  E /ｺ / 児童 どきどきしぜん

60
920224490
920095676

みんなうんち 五味／太郎∥さく 福音館書店
 E /ｺ /
 E /ｺ /

児童 どきどきしぜん

61 920176617 ぼく、あぶらぜみ 得田／之久∥ぶん 福音館書店  E /ﾀ / 児童 どきどきしぜん

62 920053550 ぼくのわたしのすいぞくかん 小宮／輝之∥文 福音館書店  E /ﾂ / 児童 どきどきしぜん

63 920053022 ぼくのわたしのこんちゅうえん 小林／俊樹∥文 福音館書店  E /ﾂ / 児童 どきどきしぜん

64 920155017 みんなおなじでもみんなちがう （個性的な生物を紹介した写真絵本） 奥井／一満∥文 福音館書店  E /ﾄ / 児童 どきどきしぜん

65
921005989
920053568

むしたちのさくせん 宮武／頼夫∥文 福音館書店
 E /ﾄ /
 E /ﾄ /

児童 どきどきしぜん

66 921005963 かぶとむしはどこ？ 松岡  達英∥さく 福音館書店  E /ﾏ / 児童 どきどきしぜん
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67 920114006 すみれとあり 矢間／芳子∥さく 福音館書店  E /ﾔ / 児童 どきどきしぜん

68 920023397 しまふくろう 山本／純郎∥ぶん 福音館書店  E /ﾔ / 児童 どきどきしぜん

69
921005955
920137171

ぼく、だんごむし 得田／之久∥ぶん 福音館書店
S1 E /ﾀ /
 E /ﾀ /

児童 どきどきしぜん

70 920064250 ちょう キム・テイラー∥写真 評論社  E /ﾃ / 書庫 ほーら、大きくなったでしょ

71 920064243 ふくろう キム・テイラー∥写真 評論社  E /ﾃ / 書庫 ほーら、大きくなったでしょ

72 920064193 かえる キム・テイラー∥写真 評論社  E /ﾃ / 書庫 ほーら、大きくなったでしょ

73 920064227 ひよこ ジェーン・バートン∥写真 評論社  E /ﾊ / 書庫 ほーら、大きくなったでしょ

74 920064185 こねこ ジェーン・バートン∥写真 評論社  E /ﾊ / 書庫 ほーら、大きくなったでしょ

75 920064177 こいぬ ジェーン・バートン∥写真 評論社  E /ﾊ / 書庫 ほーら、大きくなったでしょ

76 920064219 うさぎ バーリィ・ワッツ∥写真 評論社  E /ﾜ / 児童 ほーら、大きくなったでしょ

77 920064201 あひる バーリィ・ワッツ∥写真 評論社  E /ﾜ / 児童 ほーら、大きくなったでしょ

78 920194511 こんちゅうってなんだ？ アン・ロックウェル∥さく 福音館書店  E /ｼﾞ / 児童 みつけようかがく

79 920046554 すごい！びっくり！動物のふしぎパワー 今泉／忠明∥著 世界文化社 480 / / 児童

80 920149788 生き物の飼育 がくしゅう大図鑑 日高／敏隆∥監修 世界文化社 480 / / 児童

81 920103868 ドキドキワクワク生き物飼育教室 １ かえるよ！アゲハ アトリエモレリ∥作・絵 リブリオ出版  480 / /1 児童

82 920103876 ドキドキワクワク生き物飼育教室 ２ かえるよ！ザリガニ アトリエモレリ∥作・絵 リブリオ出版  480 / /2 児童

83 920103884 ドキドキワクワク生き物飼育教室 ３ かえるよ！カエル アトリエモレリ∥作・絵 リブリオ出版  480 / /3 児童

84 920339777 いきものかいかた図鑑 これ１冊で飼育はカンペキ！ 浅井　ミノル∥文 岩崎書店  480 /ｲ / 児童

85 920341641
ＮＨＫダーウィンが来た！生きもの
新伝説おどろき写真ストーリー

５ ふしぎ！身近な生きもののくらし
ＮＨＫ「ダーウィンが来た！」
番組スタッフ∥編

ポプラ社  480 /ｴ /5 児童

86 920341658
ＮＨＫダーウィンが来た！生きもの
新伝説おどろき写真ストーリー

６ びっくり！生きものたちの巨大なむれ
ＮＨＫ「ダーウィンが来た！」
番組スタッフ∥編

ポプラ社  480 /ｴ /6 児童

87 920200748
飼い方観察完全ガイド
学校で飼う身近な生き物

１
学校で飼う小さな生き物 カタツムリ・ダンゴ
ムシ・コオロギ

木村／義志∥著 学研  480 /ｷ /1 児童

88 921001848
飼い方観察完全ガイド
学校で飼う身近な生き物

２
学校で飼うこん虫 カブトムシ・クワガタム
シ・チョウ・カマキリ

木村／義志∥著 学研  480 /ｷ /2 児童

89 920200763
飼い方観察完全ガイド
学校で飼う身近な生き物

３
学校で飼う水生こん虫 トンボ・ホタル・タガ
メ・ゲンゴロウ

木村／義志∥著 学研  480 /ｷ /3 児童

90 920200771
飼い方観察完全ガイド
学校で飼う身近な生き物

４
学校で飼う水辺の生き物 ヤドカリ・カニ・カ
エル・イモリ １

木村／義志∥著 学研  480 /ｷ /4 児童

91 920200789
飼い方観察完全ガイド
学校で飼う身近な生き物

５
学校で飼う水辺の生き物 ザリガニ・エビ・メ
ダカ・キンギョ ２

木村／義志∥著 学研  480 /ｷ /5 児童

92 920200797
飼い方観察完全ガイド
学校で飼う身近な生き物

６
学校で飼う小鳥・は虫類 カメ・トカゲ・イン
コ・ニワトリ

木村／義志∥著 学研  480 /ｷ /6 児童

93 920200805
飼い方観察完全ガイド
学校で飼う身近な生き物

７
学校で飼う小動物 モルモット・ウサギ・ハム
スター

木村／義志∥著 学研  480 /ｷ /7 児童
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94 920200813
飼い方観察完全ガイド
学校で飼う身近な生き物

８ 学校で作るビオトープ 木村／義志∥著 学研  480 /ｷ /8 児童

95 920356854
はじめてのちいさないきもののしいくとかん
さつ

全３５０種 武田　晋一∥写真　文 学研プラス  480 /ﾀ / 児童

96 920233244 鳥・虫・魚のふしぎ 小宮／輝之∥監修 ＰＨＰ研究所  480 /ﾄ / 児童

97 920167764 学校で飼う動物ぎもん・しつもん１１０ 獣医さんが教える飼いかたと動物のなぜ 中川／美穂子∥著 偕成社  480 /ﾅ / 児童

98 920234572 みいつけた！みぢかないきもの １ にわやつうがくろのちいさないきもの 松橋／利光∥写真・構成 ポプラ社  480 /ﾐ /1 児童

99 920234580 みいつけた！みぢかないきもの ２ くさはらのちいさないきもの 松橋／利光∥写真・構成 ポプラ社  480 /ﾐ /2 児童

100 920234598 みいつけた！みぢかないきもの ３ ぞうきばやしのちいさないきもの 松橋／利光∥写真・構成 ポプラ社  480 /ﾐ /3 児童

101 920234606 みいつけた！みぢかないきもの ４ みずべのちいさないきもの 松橋／利光∥写真・構成 ポプラ社  480 /ﾐ /4 児童

102 920234614 みいつけた！みぢかないきもの ５ しおだまりのちいさないきもの 松橋／利光∥写真・構成 ポプラ社  480 /ﾐ /5 児童

103 920346079 もふもふ動物 今泉　忠明∥監修 学研プラス  480 /ﾓ / 児童

104 920028628 ものがたり絵本だれも知らない動物園 ５ ふしぎドーム昆虫園 農山漁村文化協会  480 /ﾓ /5 書庫

105 920028610 ものがたり絵本だれも知らない動物園 ６ きらわれものの正体 農山漁村文化協会  480 /ﾓ /6 書庫

106 920028602 ものがたり絵本だれも知らない動物園 ７ 空に広がる動物園 農山漁村文化協会  480 /ﾓ /7 書庫

107 921025250 うちの近所のいきものたち いしもり／よしひこ∥著 ハッピーオウル社  482 /ｲ / 児童

108 920264405 クモの巣図鑑 巣を見れば、クモの種類がわかる！ 新海　明∥著 偕成社  485 /ｼ / 児童

109 920136793 ８本あしのゆかいな仲間クモ 谷本／雄治∥文 くもん出版  485 /ﾀ / 児童

110 920139730 人気のカブト・クワガタ図鑑 世界のカブトムシ・クワガタムシを紹介 岩淵／けい子∥監修 日東書院 486 / / 児童

111 920185733 アリ 栗林／慧∥写真 アスク  486 /ｱ / 児童

112 920289584 世界のチョウ
ＴＨＥ　ＭＵＳＥＵＭ　ＯＦ　ＢＵＴＴＥＲＦＬＩ
ＥＳ

今森　光彦∥著 アリス館  486 /ｲ / 児童

113 920270527 今森光彦の昆虫教室
くらしとかい
かた

Ｗｅｌｃｏｍｅ　ｔｏ　ｔｈｅ　ｗｏｒｌｄ　ｏｆ　ｉｎｓｅｃ
ｔｓ！

今森　光彦∥作 童心社  486 /ｲ / 児童

114 920270519 今森光彦の昆虫教室
とりかた・み
つけかた

Ｗｅｌｃｏｍｅ　ｔｏ　ｔｈｅ　ｗｏｒｌｄ　ｏｆ　ｉｎｓｅｃ
ｔｓ！

今森　光彦∥作 童心社  486 /ｲ / 児童

115 920236304 世界のカブトムシ
ＴＨＥ　ＭＵＳＥＵＭ　ＯＦ　ＲＨＩＮＯＣＥＲ
ＯＳ　ＢＥＥＴＬＥＳ

今森／光彦∥著 アリス館  486 /ｲ / 児童

116 920224789 昆虫たちの変態 成長のたびに姿を変えるのは何のため？ 海野／和男∥著 誠文堂新光社  486 /ｳ / 児童

117 920158029 海野和男のさがしてムシハカセ １
さがそう！ちがう虫 なかまのムシと
「ちがうムシ」をさがしてね

海野／和男∥著 偕成社  486 /ｳ /1 児童

118
920060035
920048014

虫のいる場所図鑑 １ 道ばたでであう虫たち 海野／和男∥写真・文 草土文化
 486 /ｳ /1
 486 /ｳ /1

書庫

119 920158037 海野和男のさがしてムシハカセ ２
さがそう！かくれる虫 しぜんのなかに
「かくれるムシ」をさがしてね

海野／和男∥著 偕成社  486 /ｳ /2 児童

120
920060043
920048022

虫のいる場所図鑑 ２ 水辺でであう虫たち 海野／和男∥写真・文 草土文化
 486 /ｳ /2
 486 /ｳ /2

書庫

121 920158045 海野和男のさがしてムシハカセ ３
さがそう！まねする虫 ほかのムシを
「まねするムシ」をさがしてね

海野／和男∥著 偕成社  486 /ｳ /3 児童
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122
920060050
920048030

虫のいる場所図鑑 ３ 草原でであう虫たち 海野／和男∥写真・文 草土文化
 486 /ｳ /3
 486 /ｳ /3

書庫

123
920060068
920048048

虫のいる場所図鑑 ４ 雑木林でであう虫たち 海野／和男∥写真・文 草土文化
 486 /ｳ /4
 486 /ｳ /4

書庫

124
920060076
920048055

虫のいる場所図鑑 ５ 虫のくる校庭づくり 海野／和男∥写真・文 草土文化
 486 /ｳ /5
 486 /ｳ /5

書庫

125 920140480 最強の昆虫図鑑 江良／達雄∥著 新星出版社  486 /ｴ / 児童

126 920187986 カブトムシ観察ブック 小田／英智∥構成・文 偕成社  486 /ｵ / 児童

127 920169281 ギンヤンマ 中瀬／潤∥写真 アスク  486 /ｷﾞ / 児童

128 920240520 こん虫のふしぎ １ こん虫のどうぐ 岡島／秀治∥監修 偕成社  486 /ｺ /1 児童

129 920240538 こん虫のふしぎ ２ こん虫のかくれんぼ 岡島／秀治∥監修 偕成社  486 /ｺ /2 児童

130 920241288 こん虫のふしぎ ３ こん虫のことば 岡島／秀治∥監修 偕成社  486 /ｺ /3 児童

131 920244050 こん虫のふしぎ ４ こん虫のへんしん 岡島／秀治∥監修 偕成社  486 /ｺ /4 児童

132 920244068 こん虫のふしぎ ５ こん虫のおやこ 岡島／秀治∥監修 偕成社  486 /ｺ /5 児童

133 920342821 最恐昆虫大百科 岡島　秀治∥監修 学研プラス  486 /ｻ / 児童

134 920338464 はじめて見たよ！セミのなぞ 新開　孝∥写真　文 少年写真新聞社  486 /ｼ / 児童

135 920138187 虫たちのふしぎ 新開／孝∥写真・文 福音館書店  486 /ｼ / 児童

136 920348588 小さな小さな虫図鑑 よくいる小さい虫はどんな虫？ 鈴木　知之∥写真　文 偕成社  486 /ｽ / 児童

137 920308830 ずかん　さなぎ 見ながら学習調べてなっとく 鈴木　知之∥著　写真 技術評論社  486 /ｽ / 児童

138 920308038 ずかん虫の巣 見ながら学習調べてなっとく 岡島　秀治∥監修 技術評論社  486 /ｽﾞ / 児童

139 920251931 ずら〜りイモムシならべてみると… 高岡／昌江∥ぶん アリス館  486 /ﾀ / 児童

140 920124708 昆虫とあそぼう とだ／こうしろう∥作・絵 戸田デザイン研究室  486 /ﾄ / 児童

141 920169299 トノサマバッタ 筒井／学∥写真 アスク  486 /ﾄ / 児童

142 920250701 イモムシ・ケムシぞろぞろ大図鑑 チョウとガの幼虫が大集合！ 中島／秀雄∥著 ＰＨＰ研究所  486 /ﾅ / 児童

143 920259405 昆虫の探し方・飼い方大図鑑
コツをつかめば、きみにもできる！
 カブトムシからカマキリ、スズムシまで

藤丸／篤夫∥著 ＰＨＰ研究所  486 /ﾌ / 児童

144 920259405 昆虫の探し方・飼い方大図鑑 コツをつかめば、きみにもできる！ 藤丸／篤夫∥著 ＰＨＰ研究所  486 /ﾌ / 児童

145 920350410 学校プールのヤゴのなぞ 星　輝行∥写真　文 少年写真新聞社  486 /ﾎ / 児童

146 920190295 ホタル 栗林／慧∥写真 アスク  486 /ﾎ / 児童

147 920284957 カブトムシ山に帰る 山口　進∥著 汐文社  486 /ﾔ / 児童

148 920046836 自然のかくし絵 昆虫の保護色と擬態 矢島／稔∥作 偕成社  486 /ﾔ / 書庫

149 920369998 身近なアリけんさくブック 大きさ・色・３つのきめてで調べる！ 吉澤　樹理∥著 仮説社  486 /ﾖ / 児童

150 920300241 アユは四季を泳ぐ 大野　平祐∥文 文芸社  487 /ｵ / 児童

151 920143120 パンサーカメレオン ジョイ・カウリー∥文 ほるぷ出版  487 /ｶ / 児童

152 920182573 １００の知識は虫類と両生類 アン・ケイ∥著 文研出版  487 /ｹ / 児童

153 920249661 メダカ・フナ・ドジョウ 市川／憲平∥文・写真 農山漁村文化協会  487 /ｺ / 児童

154 920249661 身近な魚のものがたり イワシ・サンマ・アジ・サバのふしぎ 小泉／光久∥文 くもん出版  487 /ｺ / 児童

155 921004719 魚 持って歩けるＰＯＣＫＥＴＷＯＮＤＡ ポプラ社  487 /ｻ / 児童

156 920115235 ずら〜りカエルならべてみると… 高岡／昌江∥ぶん アリス館  487 /ﾀ / 児童
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157 920166832 メダカ 草野／慎二∥写真 アスク  487 /ﾒ / 児童

158 921008991 両生類・爬虫類 持って歩けるＰＯＣＫＥＴＷＯＮＤＡ ポプラ社  487 /ﾘ / 児童

159 920061421 ミドリガメ・ゼニガメの飼い方 こんなにかんたん！ 霍野／晋吉∥監修 成美堂出版  666 / / 児童

160 921012472 玉川百科こども博物誌 〔１〕 動物のくらし 小原  芳明∥監修 玉川大学出版部 G 031 /ﾀ /1 児童

161 921012506 玉川百科こども博物誌 〔４〕 昆虫ワールド 小原  芳明∥監修 玉川大学出版部 G 031 /ﾀ /4 児童

162 920251162 昆虫 ３６５日出会う大自然 海野／和男∥著 誠文堂新光社 G 486 /ｳ / 児童

163 920358900 ミツバチのはなし
ヴォイチェフ  グライコフスキ∥
文

徳間書店 G 486 /ｸﾞ / 児童

164 920284791
自然の中の人間シリーズ　昆虫と人間
編

４ カイコでつくる新産業
農林水産省農林水産技術
会議事務局∥監修

農山漁村文化協会 G 486 /ｼ /4 児童

165 920343803 ちいさな虫のおおきな本 ユーヴァル　ゾマー∥著 東京書籍 G 486 /ｿﾞ / 児童

166 921027215 今森光彦ネイチャーフォト・ギャラリー 四季を彩る小さな命・日本の昆虫 今森／光彦∥著 偕成社 J 486 /ｲ / 児童

167 920174349 今森光彦ネイチャーフォト・ギャラリー 不思議な生命に出会う旅・世界の昆虫 今森／光彦∥著 偕成社 J 486 /ｲ / 児童

168 920300977 今森光彦昆虫記 今森　光彦∥著 福音館書店 S3 486 /ｲ / 児童

169 920301587 雄太昆虫記 ぼくのアシナガバチ研究所日記 中川　雄太∥作 くもん出版 S3 486 /ﾅ / 児童

170 920301892 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 S5 486 /ﾑ /3 児童

171 920330206 鳥のくらし図鑑 身近な野鳥の春夏秋冬 おおたぐろ　まり∥絵　文 偕成社  488 /ｵ / 児童

172 920266772 この羽だれの羽？ おおたぐろ　まり∥作　絵 偕成社  488 /ｵ / 児童

173 920336914 鳥の巣つくろう 鈴木　まもる∥著 岩崎書店  488 /ｽ / 児童

174 920248390 カモのきょうだいクリとゴマ なかがわ／ちひろ∥作・絵 アリス館  488 /ﾅ / 児童

175 920311438 ぼくはアホウドリの親になる 写真記ひな７０羽引っこし大作戦 南　俊夫∥文　写真 偕成社  488 /ﾐ / 児童

176 920103934 イヌのすべて調べ図鑑 ２ いろんなイヌの習性を調べよう 今泉／忠明∥著 汐文社  489 /ｲ /2 児童

177 920158615
日本と世界のカブトムシクワガタの飼いか
た

カブ＆クワスーパー大図鑑 安藤“アン”誠起∥著 実業之日本社  646 /ｱ / 児童

178 920226636 クワガタ・カブト・世界の甲虫 江良／達雄∥著 新星出版社  646 /ｴ / 児童

179 920127016 クワガタムシ 江良／達雄∥著 新星出版社  646 /ｴ / 児童

180 920127008 カブトムシ 江良／達雄∥著 新星出版社  646 /ｴ / 児童

181 920061421 ミドリガメ・ゼニガメの飼い方 こんなにかんたん！ 霍野／晋吉∥監修 成美堂出版 666 / / 書庫

182 920139375 ずら〜りキンギョならべてみると… 高岡／昌江∥ぶん アリス館  666 /ﾀ / 児童

183 920161627 虫のくる宿 森上／信夫∥写真・文 アリス館  486 /ﾓ / 児童 アリス館写真絵本シリーズ

184 920143120 アカメアマガエル ジョイ・カウリー∥文 ほるぷ出版  487 /ｶ / 児童 いきもの写真絵本館

185 920099181 こんちゅうびっくり！ 伊藤／ふくお∥写真 ひかりのくに  486 / / 児童 いきものなるほど図鑑

186 921005773 カブトムシ・クワガタムシ 学研  486 /ｶ / 児童 生きＭＯＮＯ百科

187 920270188 ホタル 中山　れいこ∥著 少年写真新聞社  486 /ﾅ / 児童 いのちのかんさつ

188 920301579 アゲハ 中山　れいこ∥著 少年写真新聞社 S3 486 /ﾅ / 児童 いのちのかんさつ

189 920108081 世界の鳥の巣の本 鈴木／まもる∥著 岩崎書店  488 /ｽ / 児童 絵本図鑑シリーズ

190 920055258 鳥の巣の本 鈴木／まもる∥著 岩崎書店  489 /ｽ / 児童 絵本図鑑シリーズ

191 920065190 水のいきものかいかたそだてかた 浅井／ミノル∥文 岩崎書店  480 /ｱ / 児童 かいかたそだてかたずかん

192 920065208 動物・小鳥のかいかたそだてかた 成島／悦雄∥文 岩崎書店  480 /ﾅ / 児童 かいかたそだてかたずかん
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193 920065265 ザリガニのかいかたそだてかた 小宮／輝之∥文 岩崎書店  485 /ｺ / 書庫 かいかたそだてかたずかん

194 920065240 カブトムシのかいかたそだてかた 三枝／博幸∥文 岩崎書店  486 /ｻ / 書庫 かいかたそだてかたずかん

195 920065182 昆虫のかいかたそだてかた 三枝／博幸∥文 岩崎書店  486 /ｻ / 書庫 かいかたそだてかたずかん

196 920065273 ウサギのかいかたそだてかた 小宮／輝之∥文 岩崎書店  645 /ｺ / 児童 かいかたそだてかたずかん

197 920065257 ハムスターのかいかたそだてかた 成島／悦雄∥文 岩崎書店  645 /ﾅ / 児童 かいかたそだてかたずかん

198 920072857 セキセイインコのかいかたそだてかた 小宮／輝之∥文 岩崎書店  646 /ｺ / 児童 かいかたそだてかたずかん

199 920065281 海のいきものかいかたそだてかた 洗面器でかおう 浅井／ミノル∥文 岩崎書店  666 /ｱ / 児童 かいかたそだてかたずかん

200 920065232 カメのかいかたそだてかた 小宮／輝之∥文 岩崎書店  666 /ｺ / 児童 かいかたそだてかたずかん

201 920103470 メダカのかいかたそだてかた 小宮／輝之∥文 岩崎書店 G 666 /ｺ / 児童 かいかたそだてかたずかん

202 920129582 いそべの生物 川嶋／一成∥著 あかね書房  481 /ｶ / 児童 科学のアルバム

203 920129632 カタツムリ 増田／戻樹∥写真 あかね書房  484 /ﾏ / 児童 科学のアルバム

204 920129756 ヤドカリ 川嶋／一成∥著 あかね書房  485 /ｶ / 児童 科学のアルバム

205 920129194 クモのひみつ 栗林／慧∥著 あかね書房  485 /ｸ / 児童 科学のアルバム

206 920129574 カニのくらし 桜井／淳史∥写真 あかね書房  485 /ｻ / 児童 科学のアルバム

207 920129574 カニのくらし 桜井／淳史∥写真 あかね書房  485 /ｻ / 児童 科学のアルバム

208 920129319 ギフチョウ 青山／潤三∥著 あかね書房  486 /ｱ / 児童 科学のアルバム

209 920129335 夏休み昆虫のかんさつ 小田／英智∥文 あかね書房  486 /ｵ / 児童 科学のアルバム

210 920129301 昆虫のふしぎ 色と形のひみつ 栗林／慧∥写真 あかね書房  486 /ｵ / 児童 科学のアルバム

211 920129202 アシナガバチ 小川／宏∥著 あかね書房  486 /ｵ / 児童 科学のアルバム

212 920129137 カブトムシ 岸田／功∥著 あかね書房  486 /ｷ / 児童 科学のアルバム

213 920129269 カミキリムシ 岸田／功∥著 あかね書房  486 /ｷ / 児童 科学のアルバム

214 920129178 ミツバチのふしぎ 栗林／慧∥写真 あかね書房  486 /ｸ / 児童 科学のアルバム

215 920129129 アリの世界 栗林／慧∥著 あかね書房  486 /ｸ / 児童 科学のアルバム

216 920129210 カマキリのかんさつ 栗林／慧∥著 あかね書房  486 /ｸ / 児童 科学のアルバム

217 920129277 ホタル 光のひみつ 栗林／慧∥著 あかね書房  486 /ｸ / 児童 科学のアルバム

218 920129293 高山チョウのくらし 斎藤／嘉明∥著 あかね書房  486 /ｻ / 児童 科学のアルバム

219 920129228 鳴く虫の世界 佐藤／有恒∥写真 あかね書房  486 /ｻ / 児童 科学のアルバム

220 920129160 アゲハチョウ 佐藤／有恒∥写真 あかね書房  486 /ｻ / 児童 科学のアルバム

221 920129152 セミの一生 佐藤／有恒∥写真 あかね書房  486 /ｻ / 児童 科学のアルバム

222 920129145 アカトンボの一生 佐藤／有恒∥著 あかね書房  486 /ｻ / 児童 科学のアルバム

223 920129244 テントウムシ 佐藤／有恒∥著 あかね書房  486 /ｻ / 児童 科学のアルバム

224 920129186 トノサマバッタ 佐藤／有恒∥写真 あかね書房  486 /ｻ / 児童 科学のアルバム

225 920129251 クワガタムシ 林／長閑∥構成・文 あかね書房  486 /ﾊ / 児童 科学のアルバム

226 920129327 水生昆虫のひみつ 増田／戻樹∥著 あかね書房  486 /ﾏ / 児童 科学のアルバム

227 920129285 オオムラサキ 森／一彦∥著 あかね書房  486 /ﾓ / 児童 科学のアルバム

228 920129111 モンシロチョウ 矢島／稔∥著 あかね書房  486 /ﾔ / 児童 科学のアルバム

229 920129731 メダカのくらし 草野／慎二∥著 あかね書房  487 /ｸ / 児童 科学のアルバム

230 920129707 サケのたんじょう 桜井／淳史∥著 あかね書房  487 /ｻ / 児童 科学のアルバム
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231 920129566 カエルのたんじょう 種村／ひろし∥著 あかね書房  487 /ﾀ / 児童 科学のアルバム

232 920129723 カメのくらし 増田／戻樹∥著 あかね書房  487 /ﾏ / 児童 科学のアルバム

233 920129681 ヘビとトカゲ 増田／戻樹∥著 あかね書房  487 /ﾏ / 児童 科学のアルバム

234 920129640 モリアオガエル 増田／戻樹∥著 あかね書房  487 /ﾏ / 児童 科学のアルバム

235 920129855 モズのくらし 菅原／光二∥著 あかね書房  488 /ｽ / 児童 科学のアルバム

236 920129830 カラスのくらし 菅原／光二∥著 あかね書房  488 /ｽ / 児童 科学のアルバム

237 920129798 ツバメのくらし 菅原／光二∥著 あかね書房  488 /ｽ / 児童 科学のアルバム

238 920129764 シラサギの森 田中／徳太郎∥著 あかね書房  488 /ﾀ / 児童 科学のアルバム

239 920129772 タンチョウの四季 林田／恒夫∥著 あかね書房  488 /ﾊ / 児童 科学のアルバム

240 920129822 フクロウ 福田／俊司∥著 あかね書房  488 /ﾌ / 児童 科学のアルバム

241 920129863 ハヤブサの四季 伊藤／正清∥写真 あかね書房  488 /ﾏ / 児童 科学のアルバム

242 920129848 キツツキの森 右高／英臣∥著 あかね書房  488 /ﾐ / 児童 科学のアルバム

243 920129780 ライチョウの四季 右高／英臣∥著 あかね書房  488 /ﾐ / 児童 科学のアルバム

244 920129871 四季の野鳥かんさつ 菅原／光二∥写真 あかね書房  488 /ﾔ / 児童 科学のアルバム

245 920129749 ヤマネのくらし 西村／豊∥著 あかね書房  489 /ﾆ / 児童 科学のアルバム

246 920129715 コウモリ 増田／戻樹∥著 あかね書房  489 /ﾏ / 児童 科学のアルバム

247 920129590 ニホンカモシカ 宮崎／学∥著 あかね書房  489 /ﾐ / 児童 科学のアルバム

248 920129236 カイコ まゆからまゆまで 岸田／功∥著 あかね書房  633 /ｷ / 児童 科学のアルバム

249 920129673 ネコのくらし 吉野／信∥著 あかね書房  645 /ﾖ / 児童 科学のアルバム

250 920284338 ミジンコ 水の中の小さな生き物 森　文俊∥著 あかね書房  485 /ﾓ / 児童 科学のアルバム・かがやくいのち

251 920046638 どこいくの？ 高田／勝∥文 福音館書店 G 488 /ﾀ / 児童 かがくのほん

252 920056553 小さな動物の飼い方 動物は大切な友だち！ 富田／京一∥監修 成美堂出版  645 /ﾁ / 書庫 学習自然観察

253 920073129
カメ・カエルなど両生類・は虫類の飼い
方

ヘビもトカゲもカエルもみんな友だち 富田／京一∥監修 成美堂出版  666 / / 書庫 学習自然観察

254 920075033 海の生き物の飼い方
カニやヤドカリだけじゃない海にはいろんな
生き物がいっぱい

富田／京一∥監修 成美堂出版  666 / / 書庫 学習自然観察

255 920173705 ザリガニ くらしと飼い方 武田／正倫∥監修 学研  485 /ｻﾞ / 児童 学研わくわく観察図鑑

256 920173705 カブトムシ・クワガタムシ くらしと飼い方 岡島／秀治∥監修 学研  485 /ｻﾞ / 児童 学研わくわく観察図鑑

257 920173721 メダカ くらしと飼い方 岩松／鷹司∥監修 学研  487 /ﾒ / 児童 学研わくわく観察図鑑

258 920173747 いぬ 犬のひみつと生態 今泉／忠明∥監修 学研  645 /ｲ / 児童 学研わくわく観察図鑑

259 920035250 爬虫類クラブ 爬虫類＆両生類の飼い方 長坂／拓也∥著 誠文堂新光社  487 /ﾅ / 書庫 カラー・ガイド・ブック

260 920035243 海水魚クラブ 安倍／肯治∥著 誠文堂新光社  666 /ｱ / 児童 カラー・ガイド・ブック

261 920035318 熱帯魚レイアウト 小林／道信∥著 誠文堂新光社  666 /ｺ / 児童 カラー・ガイド・ブック

262 920035235 熱帯魚クラブ 小林／道信∥著 誠文堂新光社  666 /ｺ / 児童 カラー・ガイド・ブック

263 920018512 アリマキ 小さいむしたちのくらし 七尾／純∥構成 偕成社  486 /ﾅ / 書庫 カラー自然シリーズ

264 920208162 ハクチョウ 竹田津／実∥文｜写真 アリス館  488 /ﾀ / 児童 北国からの動物記

265 920301959 シマリス 竹田津　実∥文｜写真 アリス館 S4 489 /ﾀ / 児童 北国からの動物記

266 920298627 のやまのとり キツツキ・オウム・ハチドリほか 村田　浩一∥監修 金の星社  488 /ﾉ / 児童 くちばしのずかん

267 920097656 色形 栗林／慧∥著 フレーベル館  486 /ｸ / 児童 栗林さんの虫めがね
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268 920097649 瞬間 栗林／慧∥著 フレーベル館  486 /ｸ / 児童 栗林さんの虫めがね

269 920301561 発見 栗林　慧∥著 フレーベル館 S3 486 /ｸ / 児童 栗林さんの虫めがね

270 920110293 クワガタ採集・飼い方大百科
虫とりアミを片手にクワガタを探しに行こ
う！

勁文社  486 / / 児童 ケイブンシャの大百科

271 920108826 カブト・クワガタ大百科 海野／和男∥監修 勁文社  486 / / 児童 ケイブンシャの大百科

272 920110608 これがカモ！ カモなんでも図鑑 大畑／孝二∥文と写真 大日本図書  488 /ｵ / 児童 子ども科学図書館

273 920043361 オタマジャクシの尾はどこへきえた 山本／かずとし∥ぶん 大日本図書  487 /ﾔ / 書庫 子どもたのしいかがく

274 920185824 昆虫と植物の不思議な関係
食べる、棲む、化ける…
自然界を生き抜く知恵

石井／誠∥著 誠文堂新光社  486 /ｲ / 児童 子供の科学★サイエンスブックス

275 920209087 昆虫たちの擬態
昆虫の驚くべき戦略、威嚇から
カムフラージュまで

海野／和男∥著 誠文堂新光社  486 /ｳ / 児童 子供の科学★サイエンスブックス

276 920270097 鳴く虫の科学
なぜ鳴くのか、どこから音を出すのか、
そのメカニズムを探る

高嶋　清明∥写真　文 誠文堂新光社  486 /ﾀ / 児童 子供の科学★サイエンスブックス

277 920185832 水生昆虫大集合 水辺に生きる昆虫たち 築地／琢郎∥著 誠文堂新光社  486 /ﾂ / 児童 子供の科学★サイエンスブックス

278 920254513 身近で観察するコウモリの世界 町を飛ぶ不思議な野生動物 大沢／夕志∥著 誠文堂新光社  489 /ｵ / 児童 子供の科学★サイエンスブックス

279 920277340 どんぐりむし 藤丸　篤夫∥しゃしん そうえん社  486 /ﾌ / 児童 しぜんといっしょ

280 921029096 へんしん！たんぼレンジャー 松橋／利光∥しゃしんとぶん そうえん社  487 /ﾏ / 児童 しぜんといっしょ

281 920300803 てのひらかいじゅう 松橋　利光∥しゃしんとぶん そうえん社 S2 487 /ﾏ / 児童 しぜんといっしょ

282 920227113 はちみつができるまで ひさかたチャイルド  646 /ﾊ / 児童 しぜんにタッチ！

283 920147444 カブトムシクワガタムシのひみつ 今森／光彦∥写真・文 ひかりのくに  486 /ｲ / 児童 しぜんひみつ図鑑

284 920371226 ぜんぶわかる！アリ 島田　拓∥著 ポプラ社  486 /ｼ / 児童 しぜんのひみつ写真館

285 920336906 ぜんぶわかる！アゲハ 新開　孝∥著 ポプラ社  486 /ｼ / 児童 しぜんのひみつ写真館

286 920194545
人気のカブトムシ　クワガタの飼い方＆
図鑑

日本と世界のカブトムシ・クワガタ１００種
類を大紹介！

岩淵／けい子∥監修 主婦の友社  486 /ﾆ / 児童 主婦の友ベストＢＯＯＫＳ

287 920212925 昆虫館 原寸大 小池／啓一∥監修 小学館 RG 486 /ｺ / 児童 小学館の図鑑ＮＥＯ 本物の大きさ絵本

288 920254141 セミたちの夏 筒井／学∥写真と文 小学館  486 /ﾂ / 児童 小学館の図鑑ＮＥＯの科学絵本

289 920282993 ヤンバルクイナ 世界中で沖縄にしかいない飛べない鳥 江口　欣照∥写真と文 小学館  488 /ｴ / 児童 小学館の図鑑ＮＥＯの科学絵本

290 920308277 ウナギのなぞを追って 塚本　勝巳∥監修 金の星社 G 487 /ｳ / 児童 調べてみよう！生きもののふしぎ

291 921005856 ざりがにちょっきん 七尾  純∥文 偕成社  485 /ﾅ / 児童 新・自然きらきら

292 921005872 かまきりにょっき 七尾  純∥文 偕成社  486 /ﾅ / 児童 新・自然きらきら

293 921005880 いただきます 七尾  純∥文 偕成社  486 /ﾅ / 児童 新・自然きらきら

294 921005898 はたらきありさん 七尾  純∥文 偕成社  486 /ﾅ / 児童 新・自然きらきら

295 921005849 あおむしくん 七尾  純∥文 偕成社  486 /ﾅ / 児童 新・自然きらきら

296 921005831 にらめっこ 七尾  純∥文 偕成社  486 /ﾅ / 児童 新・自然きらきら

297 920329984 びっくり！マグロ大百科
葛西臨海水族園
クロマグロ飼育チーム∥著

講談社  487 /ﾋﾞ / 児童 世の中への扉/生物

298 920216827 コイ・フナの絵本 かみざわ／けさお∥へん 農山漁村文化協会  666 /ｺ / 児童 そだててあそぼう

299 920218658 ウサギの絵本 たけだ／るりこ∥へん 農山漁村文化協会  645 /ｳ / 児童 そだててあそぼう

300 920285913 ミツバチの絵本 よしだ　ただはる∥へん 農山漁村文化協会  646 /ﾐ / 児童 そだててあそぼう
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301
921003752
920238482

ヤギの絵本 まんだ／まさはる∥へん 農山漁村文化協会
 645 /ﾔ /
 645 /ﾔ /

児童 そだててあそぼう(一冊書庫）

302
921003703
920238490

ニワトリの絵本 やまがみ／よしひさ∥へん 農山漁村文化協会
 646 /ﾆ /
 646 /ﾆ /

児童 そだててあそぼう(一冊書庫）

303 920061603 カブトムシ 久保／秀一∥写真 フレーベル館  646 / / 児童 そだてるずかん

304 920061611 ザリガニ 大塚／高雄∥写真 フレーベル館  666 / / 児童 そだてるずかん

305 920149291 ザリガニ 中谷／勇∥監修 集英社  485 / / 児童 育てて、しらべる日本の生きものずかん

306 921001327 ダンゴムシ 布村／昇∥監修 集英社  485 /ﾀﾞ / 児童 育てて、しらべる日本の生きものずかん

307 920154788 カマキリ 山脇／兆史∥監修 集英社  486 / / 児童 育てて、しらべる日本の生きものずかん

308 920149333 イモムシ 中／秀司∥監修 集英社  486 / / 児童 育てて、しらべる日本の生きものずかん

309 920149317 カブトムシ 野村／周平∥監修 集英社  486 / / 児童 育てて、しらべる日本の生きものずかん

310 920149275 クワガタムシ 高家／博成∥監修 集英社  486 / / 児童 育てて、しらべる日本の生きものずかん

311 920149283 カエル 福山／欣司∥監修 集英社  487 / / 児童 育てて、しらべる日本の生きものずかん

312 920149341 メダカ 岩松／鷹司∥監修 集英社  487 / / 児童 育てて、しらべる日本の生きものずかん

313 920149325 カメ 矢部／隆∥監修 集英社  487 / / 児童 育てて、しらべる日本の生きものずかん

314 920154796 ウサギ 小宮／輝之∥監修 集英社  489 / / 児童 育てて、しらべる日本の生きものずかん

315 920154804 金魚 岡本／信明∥監修 集英社  666 / / 児童 育てて、しらべる日本の生きものずかん

316 920061611 ザリガニ 大塚／高雄∥写真 フレーベル館  666 / / 児童 そだてるずかん

317 920061603 カブトムシ 久保／秀一∥写真 フレーベル館  646 / / 児童 そだてるずかん

318 920214285 森の小さなアーティスト 今森／光彦∥文・写真 福音館書店  486 /ｲ / 児童 たくさんのふしぎ傑作集

319 920052743 ノイバラと虫たち 藤丸／篤夫∥文・写真 福音館書店  486 /ﾌ / 書庫 たくさんのふしぎ傑作集

320 920356755 昆虫の体重測定 吉谷　昭憲∥文　絵 福音館書店  486 /ﾖ / 児童 たくさんのふしぎ傑作集

321 920318144 ツバメ観察記 孝森　まさひで∥文　写真 福音館書店  488 /ｺ / 児童 たくさんのふしぎ傑作集

322 920284981 水中さつえい大作戦 中川　雄三∥文　写真　絵 福音館書店  488 /ﾅ / 児童 たくさんのふしぎ傑作集

323 920367539 スズメのくらし 平野　伸明∥文　写真 福音館書店  488 /ﾋ / 児童 たくさんのふしぎ傑作集

324 920285004 大草原のノネコ母さん 伊澤　雅子∥文 福音館書店  489 /ｲ / 児童 たくさんのふしぎ傑作集

325 920191558 ノラネコの研究 伊沢／雅子∥文 福音館書店 S4 489 /ｲ / 児童 たくさんのふしぎ傑作集

326 920326865 ハチのくらし大研究 知恵いっぱいの子育て術 松田　喬∥著 ＰＨＰ研究所  486 /ﾏ / 児童 楽しい調べ学習シリーズ

327 920373297 ニワトリの大研究 歴史・生態から人とのかかわりまで 森　誠∥監修 ＰＨＰ研究所  488 /ﾆ / 児童 楽しい調べ学習シリーズ

328 920228616 タニシ 増田／修∥文・写真 農山漁村文化協会  484 /ﾏ / 児童 田んぼの生きものたち

329 920289360 クモ 新海　栄一∥文　写真 農山漁村文化協会  485 /ｼ / 児童 田んぼの生きものたち

330 920198199 赤とんぼ 新井／裕∥文・写真 農山漁村文化協会  486 /ｱ / 児童 田んぼの生きものたち

331 920225067 タガメ 市川／憲平∥文・写真 農山漁村文化協会  486 /ｲ / 児童 田んぼの生きものたち

332 921027322 ゲンゴロウ 市川／憲平∥文・写真 農山漁村文化協会  486 /ｲ / 児童 田んぼの生きものたち

333 920219862 ホタル 大場／信義∥文・写真 農山漁村文化協会  486 /ｵ / 児童 田んぼの生きものたち

334 920261815 メダカ・フナ・ドジョウ 市川／憲平∥文・写真 農山漁村文化協会  487 /ｲ / 児童 田んぼの生きものたち

335 920240702 カエル 福山／欣司∥文 農山漁村文化協会  487 /ﾌ / 児童 田んぼの生きものたち

336 920286069 ナマズ 前畑　政善∥文　写真 農山漁村文化協会  487 /ﾏ / 児童 田んぼの生きものたち
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337 920245248 ツバメ 神山／和夫∥文 農山漁村文化協会  488 /ﾂ / 児童 田んぼの生きものたち

338 920157179 ゆりかごは口の中 子育てをする魚たち 桜井／淳史∥著 ポプラ社 S5 487 /ｻ / 児童 地球ふしぎはっけんシリーズ

339 921001996 土をつくる生きものたち 雑木林の絵本 谷本／雄治∥文 岩崎書店  481 /ﾀ / 児童 ちしきのぽけっと

340 920221165 海べのふしぎな生きものたち よしざき／かずみ∥写真 岩崎書店  481 /ﾖ / 児童 ちしきのぽけっと

341 920190014 うみのダンゴムシ・やまのダンゴムシ 皆越／ようせい∥写真・文 岩崎書店  485 /ﾐ / 児童 ちしきのぽけっと

342 920325321 くらべた・しらべたひみつのゴキブリ図鑑 盛口　満∥絵　文 岩崎書店  486 /ﾓ / 児童 ちしきのぽけっと

343 920174836 巨大昆虫探険図鑑 実物大 山口／進∥写真・文 岩崎書店  486 /ﾔ / 児童 ちしきのぽけっと

344 920221140 クマノミとサンゴの海の魚たち 大方／洋二∥写真・文 岩崎書店  487 /ｵ / 児童 ちしきのぽけっと

345 920221157 鳥のくちばし図鑑 たべる・はこぶ・つくる 国松／俊英∥文 岩崎書店  488 /ｸ / 児童 ちしきのぽけっと

346 920284999 ニワシドリのひみつ 庭師鳥は芸術家 鈴木　まもる∥文　絵 岩崎書店  488 /ｽ / 児童 ちしきのぽけっと

347 920178969 森を育てる生きものたち 雑木林の絵本 谷本／雄治∥文 岩崎書店 S4 653 /ﾀ / 児童 ちしきのぽけっと

348 920109550 こんちゅうげんすんかくだい図鑑 大きさそのまま 須田／孫七∥監修 チャイルド本社  486 / / 児童 チャイルドブックこども百科

349 920123783 こんちゅう 海野／和男∥監修 ポプラ社  486 / / 児童 超はっけん大図鑑

350 920051315 知ってるようで知らないご近所の虫 子ども昆虫記 沢口／たまみ∥著 学研  486 /ｻ / 書庫 知りたい見たい・科学読み物シリーズ

351 920191426 とろーりあまい！はちみつ 小野／正人∥監修 ひさかたチャイルド  646 /ﾄ / 児童 どうやってできるの？/ものづくり絵本シリーズ

352 920139961 渡りをするチョウ アサギマダラのふしぎ 佐藤／英治∥写真／文 新日本出版社  486 /ｻ / 児童 ドキュメント地球のなかまたち

353 920164977 カカトアルキのなぞ 世紀の発見８８年ぶりの新昆虫 東城／幸治∥写真／文 新日本出版社  486 /ﾄ / 児童 ドキュメント地球のなかまたち

354 920268240 チョウ ダーリーン　ムロウスキー∥著 ほるぷ出版  486 /ﾑ / 児童 ナショナルジオグラフィック動物大せっきん

355 920171659 ザリガニ さがす！飼う！育てる！ 武田／正倫∥監修 フレーベル館  666 /ｻﾞ / 児童 ナチュラナビ

356 920171642 カブトムシ　クワガタムシ さがす！飼う！育てる！ 山口／茂∥写真・監修 フレーベル館  646 /ｶ / 児童 ナチュラナビ

357 920205580 林の虫 藤本／一幸∥著 保育社  486 /ﾌ / 児童 名まえしらべ

358 921006052 野原や広場の虫 藤本／一幸∥著 保育社  486 /ﾌ / 児童 名まえしらべ

359 920205572 川や池の魚 河合／典彦∥共著 保育社  487 /ｶ / 児童 名まえしらべ

360 920141439 むしのふしぎ 今森／光彦∥写真・監修 小学館  486 / / 児童 ２１世紀幼稚園百科

361 920050069 昆虫採集ＫＩＤＳ この虫をゲット！ 石井／誠∥著 小学館  486 /ｲ / 書庫 ２１世紀こども遊び塾

362 910962877 虫のしわざ探偵団 新開　孝∥写真　文 少年写真新聞社  486 /ｼ / 児童 日本のこころ

363 920187192 シジュウカラ 庭にくる小鳥 嶋田／忠∥文・写真 新日本出版社  488 /ｼ / 児童 日本の野鳥

364 920185840 モズ 不思議なわすれもの 嶋田／忠∥文・写真 新日本出版社  488 /ｼ / 児童 日本の野鳥

365 920270436 うみのとり 薮内　正幸∥ぶん　え 福音館書店  488 /ﾔ / 児童 日本の野鳥

366 920270428 かわやぬまのとり 薮内　正幸∥ぶん　え 福音館書店  488 /ﾔ / 児童 日本の野鳥

367 920270402 やまのとり １ 薮内　正幸∥ぶん　え 福音館書店  488 /ﾔ /1 児童 日本の野鳥

368 920270410 やまのとり ２ 薮内　正幸∥ぶん　え 福音館書店  488 /ﾔ /2 児童 日本の野鳥

369 920270394 そうげんのとり 薮内　正幸∥ぶん　え 福音館書店  488 /ﾔ / 児童 日本の野鳥

370 920270386 にわやこうえんにくるとり 薮内　正幸∥ぶん　え 福音館書店  488 /ﾔ / 児童 日本の野鳥

371 920140951 もってみよう 松橋／利光∥写真と文 小学館  480 /ﾏ / 児童 ＮＥＯのえほん

372 920075140 飼育と観察 学研  480 / / 児童 ニューワイド学研の図鑑

373 920133402 爬虫類・両生類 学研 R 487 / / 児童 ニューワイド学研の図鑑

374 920072972 魚 学研 R 487 / / 児童 ニューワイド学研の図鑑
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375 920159571 カブトムシ・クワガタムシのとり方・飼い方 学研  486 / / 児童 ニューワイド学研の図鑑観察ブック

376 920363710 キタリス・ウーと森のお医者さん 竹田津　実∥文　写真 ＰＨＰ研究所  489 /ﾀ / 児童 ＰＨＰ心のノンフィクション

377
920233194
920191699

ミミズのふしぎ 皆越／ようせい∥写真・文 ポプラ社  483 /ﾐ / 児童 ふしぎいっぱい写真絵本

378 920286911 ここにいるよ！ナメクジ 皆越　ようせい∥写真　文 ポプラ社  484 /ﾐ / 児童 ふしぎいっぱい写真絵本

379
920233210
920216355

クモのいと 新開／孝∥写真・文 ポプラ社
 485 /ｼ /
 485 /ｼ /

児童 ふしぎいっぱい写真絵本

380 920191673 ダンゴムシみつけたよ 皆越／ようせい∥写真・文 ポプラ社  485 /ﾐ / 児童 ふしぎいっぱい写真絵本

381 920301199 アリとくらすむし 島田　たく∥写真　文 ポプラ社  486 /ｼ / 児童 ふしぎいっぱい写真絵本

382 920269644 イモムシ 新開　孝∥写真　文 ポプラ社  486 /ｼ / 児童 ふしぎいっぱい写真絵本

383 920253358 じゅえきレストラン 新開／孝∥写真・文 ポプラ社  486 /ｼ / 児童 ふしぎいっぱい写真絵本

384 920191731 どこにいるの？シャクトリムシ 新開／孝∥写真・文 ポプラ社  486 /ｼ / 児童 ふしぎいっぱい写真絵本

385
920233228
920216819

むしのかお 新開／孝∥写真・文 ポプラ社
 486 /ｼ /
 486 /ｼ /

児童 ふしぎいっぱい写真絵本

386
920233202
920191715

うんちレストラン 新開／孝∥写真 ポプラ社
 486 /ｼ /
 486 /ｼ /

児童 ふしぎいっぱい写真絵本

387 920191756 ハサミムシのおやこ 皆越／ようせい∥写真・文 ポプラ社  486 /ﾐ / 児童 ふしぎいっぱい写真絵本

388 920194065 ヘビのひみつ 内山／りゅう∥写真・文 ポプラ社  487 /ｳ / 児童 ふしぎいっぱい写真絵本

389 920191772 たんぼのカエルのだいへんしん 内山／りゅう∥写真・文 ポプラ社  487 /ｳ / 児童 ふしぎいっぱい写真絵本

390 920156718 めだかのぼうけん 渡辺／昌和∥写真 ポプラ社  488 /ﾜ / 児童 ふしぎいっぱい写真絵本

391 920191723 まちのコウモリ 中川／雄三∥写真・文 ポプラ社  489 /ﾅ / 児童 ふしぎいっぱい写真絵本

392 920171857 いのちのカプセルまゆ 新開／孝∥写真・文 ポプラ社 S1 486 /ｼ / 児童 ふしぎいっぱい写真絵本

393 920056710 クロクサアリのひみつ 行列するのはなぜ？ 山口／進∥写真・文 アリス館  486 /ﾔ / 書庫 ふしぎ発見シリーズ

394 920233517 むし 学研教育出版 G 486 /ﾑ / 児童 ふしぎ・びっくり！？こども図鑑

395 920233533 とり 学研教育出版 G 488 /ﾄ / 児童 ふしぎ・びっくり！？こども図鑑

396 920233566 さかな 学研教育出版 G 487 /ｻ / 児童 ふしぎ・びっくり！？こども図鑑

397 920277241 いきもののしいく 小宮　輝之∥監修 フレーベル館 G 480 /ｲ / 児童
フレーベル館の図鑑ナチュラ
/ふしぎをためす図鑑

398 921003935 カブトガニからのメッセージ 生きている化石 惣路  紀通∥著 文研出版  485 /ｿ / 児童 文研科学の読み物

399 920168671 ザリガニの親子 チョキくんのひとりだち 武田／晋一∥写真 旺文社  485 /ﾀ / 児童 ぼくたち親子だよ

400 920356771 サナギのひみつ 三輪　一雄∥著 ポプラ社  486 /ﾐ / 児童 ポプラサイエンスランド

401 920356763 かがやく昆虫のひみつ 中瀬　悠太∥著　写真 ポプラ社  486 /ﾅ / 児童 ポプラサイエンスランド

402 920319050 ウナギのいる川いない川 内山　りゅう∥著 ポプラ社  487 /ｳ / 児童 ポプラサイエンスランド

403 920201571 昆虫のふしぎ 寺山／守∥監修 ポプラ社  486 / / 児童 ポプラディア情報館

404 920357944
カブトムシ＆クワガタムシ飼い方のポイン
ト

幼虫・成虫の見つけ方から育て方まで 小林　俊樹∥監修 メイツ出版  646 /ｶ / 児童 まなぶっく

405 920174943
カブトムシ・クワガタムシのじょうずな飼い
方

こうすればうまくいく！ 小林／俊樹∥監修 メイツ出版  646 /ｶ / 児童 まなぶっく

406 920373305
小学生でも安心！はじめての金魚＆メ
ダカ正しい飼い方・育て方

徳永　久志∥監修 メイツ出版  666 /ｼ / 児童 まなぶっく
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407 921004792 糸でいきる虫たち 松山／史郎∥文と写真 大日本図書  486 /ﾏ / 児童 みつけた！しぜんのなかで

408 920340627 鳥のふしぎ 川上　和人∥監修 ポプラ社  488 /ﾄ / 児童 ポプラディア情報館

409 920048196 水辺の虫の飼いかた ゲンゴロウ・タガメ・ヤゴほか 海野／和男∥文・写真 偕成社  486 /ﾐ / 書庫 虫の飼いかた・観察のしかた

410 920286937 もしもカブトムシと相撲をとったら！？ 川島　逸郎∥監修 実業之日本社  486 /ﾓ / 児童 「もしも？」の図鑑

411 920337698 セミの羽化 どこがちがうか、わかる？ 赤木　かん子∥作 新樹社 G 486 /ｱ / 児童 もっと知りたい

412 920123213 ダンゴムシ 今森／光彦∥文・写真 アリス館  485 /ｲ / 児童 やあ！出会えたね

413 920097755 テントウムシ 今森／光彦∥文・写真 アリス館  486 /ｲ / 児童 やあ！出会えたね

414 920137940 クモ 今森／光彦∥文・写真 アリス館  485 /ｲ / 児童 やあ！出会えたね

415 920218500 赤トンボ 今森／光彦∥文・写真 アリス館  486 /ｲ / 児童 やあ！出会えたね

416 920198785 土の中の動物を調べよう 渡辺／弘之∥著 さ・え・ら書房  481 /ﾜ / 児童 やさしい科学

417 920198819 ヤドカリの殻交換 今福／道夫∥著 さ・え・ら書房  485 /ｲ / 児童 やさしい科学

418 920198827 カブトエビの飼育と観察 ふしぎな生き物“トリオプス” 谷本／雄治∥著 さ・え・ら書房  485 /ﾀ / 児童 やさしい科学

419 920198793 砂はまのカニたち 武田／正倫∥著 さ・え・ら書房  485 /ﾀ / 児童 やさしい科学

420 920198868 ゴキブリを調べる 古出／俊子∥著 さ・え・ら書房  486 /ｺ / 児童 やさしい科学

421 920198801 蚊も時計を持っている 千葉／喜彦∥著 さ・え・ら書房  486 /ﾁ / 児童 やさしい科学

422 920198769 トンボの引っこし 廣瀬／誠∥著 さ・え・ら書房  486 /ﾋ / 児童 やさしい科学

423 920198843 わたしのスズメ研究 佐野／昌男∥著 さ・え・ら書房  488 /ｻ / 児童 やさしい科学

424 920198835 わたしのイルカ研究 篠原／正典∥著 さ・え・ら書房  489 /ｼ / 児童 やさしい科学

425 920198850 わたしのカラス研究 柴田／佳秀∥著 さ・え・ら書房 S5 488 /ｼ / 児童 やさしい科学

426 920301322 樹液をめぐる昆虫たち 矢島　稔∥著 偕成社 S6 486 /ﾔ / 児童 わたしの昆虫記

427 920147238 イシガメの里 松久保／晃作∥文・写真 小峰書店  487 /ﾏ / 児童 わたしのワンダー/みぢかな生きもの
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