
区分 № 書　　　　　　名 出　版　者 出版年

1 E あべ タンチョウは悪代官か？ 竹田津　実　作 あべ　弘士　絵 偕成社 2006

2 E あべ どうぶつえんガイド あべ　弘士　さく・え なかの　まさたか　デザイン 福音館書店 1995

3 E いわ おらんうーたんのおうち 岩合　日出子　ぶん 岩合　光昭　しゃしん 福音館書店 2010

4 E きた ゆうたはともだち きたやま　ようこ　作 あかね書房 1988

5 E こん のはらまつり 近藤　薫美子　作 童心社 2002

6 E たか ダレ・ダレ・ダレダ 越野　民雄　文 高畠　純　絵 講談社 2011

7 E てじ はるをはしるえぞしか 手島　圭三郎　絵・文 絵本塾出版 2013

8 E むら ピンクのいる山 村上　康成　作・絵 徳間書店 2000

9 E エツ ペニーさん マリー・ホール・エッツ　作・絵 松岡　享子　訳 徳間書店 1997

10 E カー くもさんおへんじどうしたの エリック＝カール　さく もり　ひさし　やく 偕成社 1985

11 E デユ ペンギンのヘクター ルイーズ・ファティオ　ぶん ロジャー・デュボアザン　え 岡本　浜江　やく 童話館出版 1997

12 E バー シルヴィーどうぶつえんへいく ジョン・バーニンガム　さく たにかわ　しゅんたろう　やく ＢＬ出版 2015

13 E プロ かえでがおか農場のなかまたち アリス･プロベンセン　作・絵 マーティン・プロベンセン　作・絵 乾　侑美子　訳 童話館出版 1998

14 E モー メリーさんのひつじ ウィル・モーゼス　さく こうのす　ゆきこ　やく 福音館書店 2014

15 E ワー おおきくなりすぎたくま リンド・ワード　文・絵 渡辺　茂男　訳 ほるぷ出版 1985

16 EK いま だれだかわかるかい？ 今森　光彦　ぶん・写真 福音館書店 1995

17 EK きた おでかけすいぞくかん 阿部　浩志　ぶん 北村　直子　え 学研教育出版 2015

18 EK くま ファーブル昆虫記の虫たち　１～５ 熊田　千佳慕　絵・文　 小学館 1998～2008

19 EK たか ぼく、だんごむし 得田　之久　ぶん たかはし　きよし　え 福音館書店 2005

20 EK なつ おおきくなりたいこりすのもぐ 征矢　清　ぶん 夏目　義一　え 福音館書店 2009

21 EK ふり どうぶつえんのおいしゃさん 降矢　洋子　さく 福音館書店 1982

22 EK まつ あまがえるとうさんといくはじめての昆虫採集 まつおか　たつひで　作・絵 ポプラ社 2009

23 EK やぶ しっぽのはたらき 川田　健　ぶん 薮内　正幸　え 福音館書店 1969

24 EK やぶ どうぶつのおやこ 薮内　正幸　画 福音館書店 1966

25 EM はつ ききみみずきん 木下　順二　文 初山　滋　絵 岩波書店 1956

26 EM せが さるかに 瀬川　康男　絵 松谷　みよ子　文 フレーベル館 2002

27 EM バス ３びきのくま トルストイ　ぶん バスネツォフ　え おがさわら　とよき　やく 福音館書店 1962
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動物や魚、虫などいきものが出てくる本を集めました。

※請求記号のＥＫは科学絵本、ＥＭは昔話絵本です。
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区分 № 書　　　　　　名 出　版　者 出版年請求記号 著　　　　　　　　　　者

※請求記号のＥＫは科学絵本、ＥＭは昔話絵本です。

28 EM ソー にげろ！にげろ？ ジャン・ソーンヒル　再話・絵 青山　南　訳 光村教育図書 2008

29 EM ブラ ダチョウのくびはなぜながい？ ヴァーナ・アーダマ　文 マーシャ・ブラウン　絵 まつおか　きょうこ　訳 冨山房 1996

30 EM フロ ふしぎなボジャビのき ダイアン・ホフマイアー　再話 ピート・フロブラー　絵 さくま　ゆみこ　訳 光村教育図書 2013

31 283 た 生命の樹 ピーター・シス　文・絵 原田　勝　訳 徳間書店 2005

32 480 た 動物のおじいさん、動物のおばあさん 高岡　昌江　文 すがわら　けいこ　絵 学研教育出版 2014

33 480 つ つまき式親子で楽しむ水族館ガイド つまき　著 そうえん社 2015

34 480 な もぐもぐどうぶつえん なかの　ひろみ　文・構成 福田　豊文　写真 ひさかたチャイルド 2015

35 480 に 水族館のひみつ 新野　大　著 ＰＨＰ研究所 2013

36 480 ま にわのかいじゅうファイル 松橋　利光　著 アリス館 2014

37 480 も 動物園のひみつ 森　由民　著 ＰＨＰ研究所 2014

38 481 ち 地球を旅する生き物たち ＰＨＰ研究所 2016

39 481 ま ほんとのおおきさ水族館 松橋　利光　写真・文 柏原　晃夫　絵 高岡　昌江　文　 学研教育出版 2010

40 482 ふ ファーブルの昆虫記　上・下 ファーブル　〔著〕 大岡　信　編訳 岩波書店 2000

41 486 ほ カブトムシｖｓ．クワガタムシ強いのはどっちだ！ 本郷　儀人　著 講談社 2015

42 486 み おちばのしたをのぞいてみたら… 皆越　ようせい　写真と文 ポプラ社 2000

43 486 や 安永一正の昆虫 安永　一正　文・絵 フレーベル館 2008

44 487 し さかなだってねむるんです 伊藤　勝敏　写真 嶋田　泰子　文 ポプラ社 2015

45 489 ほ ほんとのおおきさ動物園 福田　豊文　写真 学研 2008

46 489 は はたらく犬　１～４ 学研　 2004

47 916 た 人に育てられたシロクマ・ピース 高市　敦広　語り 平野　敦子　構成・文 学研パブリッシング 2011

48 913 く 河合雅雄のたまたまうっかり動物園　１～３ 草山　万兎　作 高畠　純　絵 小学館 1995～1996

49 913 さ どうぶつえんのいっしゅうかん 斉藤　洋　さく 高畠　純　え 講談社 1988

50 913 な クワガタクワジ物語 中島　みち　著 偕成社 2002

51 913 は ゴンちゃん 灰谷　健次郎　作 長　新太　絵 文渓堂 1997

52 913 ま 鷹のように帆をあげて まはら　三桃　著 講談社 2012

53 913 や 動物園ものがたり 山田　由香　作 高野　文子　絵 くもん出版 2010

54 933 き ジャングル・ブック Ｒ・キップリング　作 石川　勇　画 木島　始　訳　 福音館書店 1979

55 933 き 子ブタシープピッグ ディック・キング＝スミス　作 メアリー・レイナー　絵 木原　悦子　訳 評論社 1991

56 933 へ ヘリオット先生と動物たちの８つの物語 ジェイムズ・ヘリオット　作 杉田　比呂美　絵 村上　由見子　訳 集英社 2012

57 943 ら フレディ　１～５ ディートロフ・ライヒェ　作 しまだ　しほ　絵 佐々木　　田鶴子　訳 旺文社 2001～2004

58 953 ろ おそうじをおぼえたがらないリスのゲルランゲ ジャンヌ・ロッシュ＝マゾン　作 堀内　誠一　絵 山口　智子　訳 福音館書店 1973

59 989 せ ありのフェルダ オンドジェイ・セコラ　さく　え 関沢　明子　やく 福音館書店 2008

60 990 い イソップのお話 イソップ　著 河野　与一　編訳 岩波書店 2000
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休館日 4/3(月)、4/１0(月)、4/17(月）、4/２4(月)、

5/１（月）、5/2（火）、5/8（月）、5/9（火）、5/15（月）、5/22（月）、5/29（月）、5/31（水）


