
くらしを調べる 

 

◆『ネズミの生活』 

   アラン M.ベルジュロン∥[ほか]文 

金谷 武洋∥訳 旺文社  

（Ｊ489/ﾈｽﾞ 児童室） 

◆『森の写真動物記 1～8』 

宮崎 学∥著 偕成社  

（Ｊ481/ﾐﾔ/1～8 児童室）   

     知恵
ち え

を調べる 

 

◆『動物超・びっくりパワー』 

   今泉 忠明∥監修・著 旺文社 

   （Ｊ489/ｲﾏ 児童室） 

◆『カモフラージュの本』 

ルネ メトレ・ガリマール ジュネス社∥原案・制作  

手塚 千史∥訳 岳陽舎 

（Ｊ481/ｶﾓ 児童室） 

      環境
かんきょう

を調べる 

 

◆『NHK 生きもの地球紀行 1～8』 

増井 光子∥監修 ポプラ社  

（Ｊ482/ｴﾇ/1～8 児童室） 

◆『身近に体験!日本の野生動物 

             1～6』 

熊谷 さとし∥文・絵・写真 偕成社 

（Ｊ482/ｸﾏ/1～6 児童室） 

   大人むけの本も 

      のぞいてみよう。 

 

◆『動物を守りたい君へ』 

高槻 成紀∥著 岩波書店 

（Ｙ480.9/ﾀｶ ユースコーナー） 

◆『野生からの伝言』 

竹田津 実∥著 集英社       

（Y480.9/ﾀｹ ユースコーナー）  

雑誌
ざ っ し

も調べる 
 

（かしだしできない資料です。図書館でよんでね） 

◆『子供の科学』誠文堂新光社 

（S405/ｺ 1 自動化書庫） 

・2013.5 月号 

 特集「なぜ、いろいろな動物がいるのか？」 

   ・2011.11 月号 

特集「動物のコミュニケーション」 
     

インターネットで調べる  

 

（最終確認日 2017.2.26） 

◆東京ズーネット 
  http://www.tokyo-zoo.net/ 

 
◆国際子ども図書館子どもＯＰＡＣ 
 動物についてどんな本があるか、調べることがで

きます。 

  http://iss.ndl.go.jp/children/top# 

 

 

 

     2013.12 作成（2017.2 改訂） 

                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

わからないこと、もっとくわしく

知りたい人は、図書館のスタッフ

に聞いてみてね。 

 

 

 

でんわ：０１９－６０６－１７３０ 

ファックス：０１９－６０６－１７３１ 

http://www.library.pref.iwate.jp/ 

 

 

 

地球のなかま、動物たちはど

んなふうにくらしているのか

な？ さぁ調べてみましょう。 

パスファインダーとは、いろい

ろなことを調べるときに役にた

つ「道しるべ」のことです。 

子どもむけパスファインダー No.14 

どうぶつのせかい 



 

『動物たちのいのちの物語』 

  増井 光子∥日本語版監修 

小学館（J480/ﾄﾞｳ） 

 

（J383/ｵｸ/3） 

『パンダのおやこ』 

キム ミヨン∥文 

ユン ヘジョン∥訳  

岩崎書店（J489/ﾄﾞｳ/1） 

  まずはキーワードを考えよう。 

しらべる手がかりになるカギだよ！ 

 

 

  

 

大まかに知りたいときは、じてんを 

開いてみよう。じてんではキーワー   

ドをみつけることもできるよ。 

 

 ◆『総合百科事典 ポプラディア』 

    ポプラ社 （JR031/ｿｳ） 

 

 ◆『きっずジャポニカ』 

   小学館 （JR031/ｷﾂ） 

 

 説明文のなかから、心にのこったことば

をひろってごらん― それもキーワード。 

  
＼ ほら、キーワードがふえたよ！／ 

 

ほにゅう類 はちゅう類 いのち 
 
動物の名前（ゾウ・トラ）生態 

 
 
   どんな本で調べたらいいか、わから

ないときはこの本を開いてみよう。  

 

◆『どの本で調べるか 小学校版』 

       リブリオ出版 （JR028/ﾄﾞﾉ） 

 

             

 OPAC
オ ー パ ッ ク

でけんさく 

本をさがそう！ 

 

OPAC は図書館の資料を探すコンピュ

ーター。キーワードや本のタイトルを入力

してけんさくしよう。インターネットで調

べるときも、キーワードはかつやくするよ。 

 

 こんな本、見つけた！ 

          

 

 

 

どうぶつのおやこシリー

ズの一冊です。パンダの森

のくらしやあかちゃんパ 

ンダの育ち方、からだのつくりなどが、 

たくさんの写真で紹介されています。 

 

 

 

 

 

地球にはたくさんの動物 

 がいます。それぞれ相手 

をどうやって見つけ、親 

になるのか、こどもはどんなふうに育っ

ていくのか、イラストで教えてくれます。 

 

 

 

 

 

動物たちの子育て、親子の 

ふれあい、いのちの大切さ、仲間どうし

のきずななど、知ることができます。豆

ちしきもついて、わかりやすい図鑑です。 

 

 

 

 

 

 

 

どうぶつの手を紹介しています。つめが長

い手。三ぼん指の手。どうぶつはいろんな

手をもっています。手をかんさつしながら、

どうぶつの生態を知ることができます。 
 

 

   

 

 
 
      ぜつめつという言葉を知って

いますか？ 同じ種類の動物 

が全部死んでしまうことです。ぜつめつし 

たら、もう会うことができません。もった 

いないばあさんと、問題を考える本です。 

      

『生きものがきえる』 

真珠 まりこ∥作・絵  

講談社（J480/ｼﾝ） 

『みんなで実験 

楽しく科学あそび 6』 

山下 恵子∥文 関戸 勇∥写真 

偕成社（J407/ﾐﾝ/6） 

 

学研（J460/ｲﾉ） 

 

『おどろきと感動の 

動物の子育て図鑑 1～6』 

今泉 忠明・梅澤 実∥監修 

学研（Ｊ481/ｵﾄﾞ/1～6）  
オーパック 



 

『動物たちのいのちの物語』 

  増井 光子∥日本語版監修 

小学館（J480/ﾄﾞｳ） 

 

（J383/ｵｸ/3） 

『パンダのおやこ』 

キム ミヨン∥文 

ユン ヘジョン∥訳  

岩崎書店（J489/ﾄﾞｳ/1） 

  まずはキーワードを考えよう。 

しらべる手がかりになるカギだよ！ 

 

 

  

 

大まかに知りたいときは、じてんを 

開いてみよう。じてんではキーワー   

ドをみつけることもできるよ。 

 

 ◆『総合百科事典 ポプラディア』 

    ポプラ社 （JR031/ｿｳ） 

 

 ◆『きっずジャポニカ』 

   小学館 （JR031/ｷﾂ） 

 

 説明文のなかから、心にのこったことば

をひろってごらん― それもキーワード。 

  
＼ ほら、キーワードがふえたよ！／ 

 

ほにゅう類 はちゅう類 いのち 
 
動物の名前（ゾウ・トラ）生態 

 
 
   どんな本で調べたらいいか、わから

ないときはこの本を開いてみよう。  

 

◆『どの本で調べるか 小学校版』 

       リブリオ出版 （JR028/ﾄﾞﾉ） 

 

             

 OPAC
オ ー パ ッ ク

でけんさく 

本をさがそう！ 

 

OPAC は図書館の資料を探すコンピュ

ーター。キーワードや本のタイトルを入力

してけんさくしよう。インターネットで調

べるときも、キーワードはかつやくするよ。 

 

 こんな本、見つけた！ 

          

 

 

 

どうぶつのおやこシリー

ズの一冊です。パンダの森

のくらしやあかちゃんパ 

ンダの育ち方、からだのつくりなどが、 

たくさんの写真で紹介されています。 

 

 

 

 

 

地球にはたくさんの動物 

 がいます。それぞれ相手 

をどうやって見つけ、親 

になるのか、こどもはどんなふうに育っ

ていくのか、イラストで教えてくれます。 

 

 

 

 

 

動物たちの子育て、親子の 

ふれあい、いのちの大切さ、仲間どうし

のきずななど、知ることができます。豆

ちしきもついて、わかりやすい図鑑です。 

 

 

 

 

 

 

 

どうぶつの手を紹介しています。つめが長

い手。三ぼん指の手。どうぶつはいろんな

手をもっています。手をかんさつしながら、

どうぶつの生態を知ることができます。 
 

 

   

 

 
 
      ぜつめつという言葉を知って

いますか？ 同じ種類の動物 

が全部死んでしまうことです。ぜつめつし 

たら、もう会うことができません。もった 

いないばあさんと、問題を考える本です。 

      

『生きものがきえる』 

真珠 まりこ∥作・絵  

講談社（J480/ｼﾝ） 

『みんなで実験 

楽しく科学あそび 6』 

山下 恵子∥文 関戸 勇∥写真 

偕成社（J407/ﾐﾝ/6） 

 

学研（J460/ｲﾉ） 

 

『おどろきと感動の 

動物の子育て図鑑 1～6』 

今泉 忠明・梅澤 実∥監修 

学研（Ｊ481/ｵﾄﾞ/1～6）  
オーパック 



 

『動物たちのいのちの物語』 

  増井 光子∥日本語版監修 

小学館（J480/ﾄﾞｳ） 

 

（J383/ｵｸ/3） 

『パンダのおやこ』 

キム ミヨン∥文 

ユン ヘジョン∥訳  

岩崎書店（J489/ﾄﾞｳ/1） 

  まずはキーワードを考えよう。 

しらべる手がかりになるカギだよ！ 

 

 

  

 

大まかに知りたいときは、じてんを 

開いてみよう。じてんではキーワー   

ドをみつけることもできるよ。 

 

 ◆『総合百科事典 ポプラディア』 

    ポプラ社 （JR031/ｿｳ） 

 

 ◆『きっずジャポニカ』 

   小学館 （JR031/ｷﾂ） 

 

 説明文のなかから、心にのこったことば

をひろってごらん― それもキーワード。 

  
＼ ほら、キーワードがふえたよ！／ 

 

ほにゅう類 はちゅう類 いのち 
 
動物の名前（ゾウ・トラ）生態 

 
 
   どんな本で調べたらいいか、わから

ないときはこの本を開いてみよう。  

 

◆『どの本で調べるか 小学校版』 

       リブリオ出版 （JR028/ﾄﾞﾉ） 

 

             

 OPAC
オ ー パ ッ ク

でけんさく 

本をさがそう！ 

 

OPAC は図書館の資料を探すコンピュ

ーター。キーワードや本のタイトルを入力

してけんさくしよう。インターネットで調

べるときも、キーワードはかつやくするよ。 

 

 こんな本、見つけた！ 

          

 

 

 

どうぶつのおやこシリー

ズの一冊です。パンダの森

のくらしやあかちゃんパ 

ンダの育ち方、からだのつくりなどが、 

たくさんの写真で紹介されています。 

 

 

 

 

 

地球にはたくさんの動物 

 がいます。それぞれ相手 

をどうやって見つけ、親 

になるのか、こどもはどんなふうに育っ

ていくのか、イラストで教えてくれます。 

 

 

 

 

 

動物たちの子育て、親子の 

ふれあい、いのちの大切さ、仲間どうし

のきずななど、知ることができます。豆

ちしきもついて、わかりやすい図鑑です。 

 

 

 

 

 

 

 

どうぶつの手を紹介しています。つめが長

い手。三ぼん指の手。どうぶつはいろんな

手をもっています。手をかんさつしながら、

どうぶつの生態を知ることができます。 
 

 

   

 

 
 
      ぜつめつという言葉を知って

いますか？ 同じ種類の動物 

が全部死んでしまうことです。ぜつめつし 

たら、もう会うことができません。もった 

いないばあさんと、問題を考える本です。 

      

『生きものがきえる』 

真珠 まりこ∥作・絵  

講談社（J480/ｼﾝ） 

『みんなで実験 

楽しく科学あそび 6』 

山下 恵子∥文 関戸 勇∥写真 

偕成社（J407/ﾐﾝ/6） 

 

学研（J460/ｲﾉ） 

 

『おどろきと感動の 

動物の子育て図鑑 1～6』 

今泉 忠明・梅澤 実∥監修 

学研（Ｊ481/ｵﾄﾞ/1～6）  
オーパック 



くらしを調べる 

 

◆『ネズミの生活』 

   アラン M.ベルジュロン∥[ほか]文 

金谷 武洋∥訳 旺文社  

（Ｊ489/ﾈｽﾞ 児童室） 

◆『森の写真動物記 1～8』 

宮崎 学∥著 偕成社  

（Ｊ481/ﾐﾔ/1～8 児童室）   

     知恵
ち え

を調べる 

 

◆『動物超・びっくりパワー』 

   今泉 忠明∥監修・著 旺文社 

   （Ｊ489/ｲﾏ 児童室） 

◆『カモフラージュの本』 

ルネ メトレ・ガリマール ジュネス社∥原案・制作  

手塚 千史∥訳 岳陽舎 

（Ｊ481/ｶﾓ 児童室） 

      環境
かんきょう

を調べる 

 

◆『NHK 生きもの地球紀行 1～8』 

増井 光子∥監修 ポプラ社  

（Ｊ482/ｴﾇ/1～8 児童室） 

◆『身近に体験!日本の野生動物 

             1～6』 

熊谷 さとし∥文・絵・写真 偕成社 

（Ｊ482/ｸﾏ/1～6 児童室） 

   大人むけの本も 

      のぞいてみよう。 

 

◆『動物を守りたい君へ』 

高槻 成紀∥著 岩波書店 

（Ｙ480.9/ﾀｶ ユースコーナー） 

◆『野生からの伝言』 

竹田津 実∥著 集英社       

（Y480.9/ﾀｹ ユースコーナー）  

雑誌
ざ っ し

も調べる 
 

（かしだしできない資料です。図書館でよんでね） 

◆『子供の科学』誠文堂新光社 

（S405/ｺ 1 自動化書庫） 

・2013.5 月号 

 特集「なぜ、いろいろな動物がいるのか？」 

   ・2011.11 月号 

特集「動物のコミュニケーション」 
     

インターネットで調べる  

 

（最終確認日 2017.2.26） 

◆東京ズーネット 
  http://www.tokyo-zoo.net/ 

 
◆国際子ども図書館子どもＯＰＡＣ 
 動物についてどんな本があるか、調べることがで

きます。 

  http://iss.ndl.go.jp/children/top# 
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わからないこと、もっとくわしく

知りたい人は、図書館のスタッフ

に聞いてみてね。 

 

 

 

でんわ：０１９－６０６－１７３０ 

ファックス：０１９－６０６－１７３１ 

http://www.library.pref.iwate.jp/ 

 

 

 

地球のなかま、動物たちはど

んなふうにくらしているのか

な？ さぁ調べてみましょう。 

パスファインダーとは、いろい

ろなことを調べるときに役にた

つ「道しるべ」のことです。 

子どもむけパスファインダー No.14 

どうぶつのせかい 



くらしを調べる 

 

◆『ネズミの生活』 

   アラン M.ベルジュロン∥[ほか]文 

金谷 武洋∥訳 旺文社  

（Ｊ489/ﾈｽﾞ 児童室） 

◆『森の写真動物記 1～8』 

宮崎 学∥著 偕成社  

（Ｊ481/ﾐﾔ/1～8 児童室）   

     知恵
ち え

を調べる 

 

◆『動物超・びっくりパワー』 

   今泉 忠明∥監修・著 旺文社 

   （Ｊ489/ｲﾏ 児童室） 

◆『カモフラージュの本』 

ルネ メトレ・ガリマール ジュネス社∥原案・制作  

手塚 千史∥訳 岳陽舎 

（Ｊ481/ｶﾓ 児童室） 

      環境
かんきょう

を調べる 

 

◆『NHK 生きもの地球紀行 1～8』 

増井 光子∥監修 ポプラ社  

（Ｊ482/ｴﾇ/1～8 児童室） 

◆『身近に体験!日本の野生動物 

             1～6』 

熊谷 さとし∥文・絵・写真 偕成社 

（Ｊ482/ｸﾏ/1～6 児童室） 

   大人むけの本も 

      のぞいてみよう。 

 

◆『動物を守りたい君へ』 

高槻 成紀∥著 岩波書店 

（Ｙ480.9/ﾀｶ ユースコーナー） 

◆『野生からの伝言』 

竹田津 実∥著 集英社       

（Y480.9/ﾀｹ ユースコーナー）  

雑誌
ざ っ し

も調べる 
 

（かしだしできない資料です。図書館でよんでね） 

◆『子供の科学』誠文堂新光社 

（S405/ｺ 1 自動化書庫） 

・2013.5 月号 

 特集「なぜ、いろいろな動物がいるのか？」 

   ・2011.11 月号 

特集「動物のコミュニケーション」 
     

インターネットで調べる  

 

（最終確認日 2017.2.26） 

◆東京ズーネット 
  http://www.tokyo-zoo.net/ 

 
◆国際子ども図書館子どもＯＰＡＣ 
 動物についてどんな本があるか、調べることがで

きます。 

  http://iss.ndl.go.jp/children/top# 
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わからないこと、もっとくわしく
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ろなことを調べるときに役にた
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