
No 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 貸出

1 あ、発見！小さないのち
松園子ども自然観察園
をきれいにする会∥編

松園子ども自然観察園
をきれいにする会

2008.11 K/460.6/ﾏﾂ ○

2 胆沢の野鳥 千葉 正夫∥著 千葉正夫 2001.5 K/748/ﾁﾊﾞ ○

3 一関の自然を訪ねて
一関の自然刊行委
員会∥編

一関の自然刊行委
員会

1994.3 K/460/ｲ4/1 ○

4 イヌワシと少年
遠藤 公男∥著
帆足 次郎∥絵

偕成社 1983.12 K/909.3/ｴ2/3 ○

5 イヌワシの四季 関山 房兵∥著 文一総合出版 2007.9 K/488.7/ｾｷ ○

6 岩泉の自然 岩泉自然調査団∥編 岩泉町教育委員会 2008.3 K/402.9122/ｲﾜ ○

7 岩手の昆虫百科
栗原 守久∥共著
鈴木 幸一∥共著
佐竹 邦彦∥共著

岩手日報社 1989.6 K/482/ｸ2/1 ○

8 岩手の蝶 岩手虫の会∥編 熊谷印刷 1988.11 K/482/ｲ5/1 ○

9 岩手の蝶 岩手県立博物館∥編 岩手県立博物館 1993.7 K/482/ｲ4/2 ○

10 岩手の鳥獣
岩手県環境保健部
自然保護課∥編

岩手県環境保健部
自然保護課

1978.3 K/480/ｲ1/1 ○

11 岩手の鳥獣百科 岩手日報社∥編 岩手日報社 1987.5 K/480/ｲ2/1 ○

12 岩手の動物たち 阿部 禎∥著 岩手日報社 1995.11 K/482/ｱ2/1 ○

13 ガイドブッククマゲラ 藤井 忠志∥著 盛岡タイムス社 1996.11 K/480/ﾌ1/1 ○

14 帰らぬオオワシ 遠藤 公男∥著 偕成社 1977 K/909.3/ｴ2/1 ○

15
釜石・大槌地区に生息する猛
禽類及び植物リスト

釜石地方振興局保健
福祉環境部∥編集

釜石地方振興局保
健福祉環境部

2005.3 K/462.122/ｶﾏ ○

16 北上のチョウ 北上市立博物館∥編集 北上市立博物館 2005.8 K/486.8/ｷﾀ ○

17 北上川沿いに生息する動植物 -
東北地方建設局岩
手工事事務所

2000.3 K/468.2/ｷﾀ/90-99 ○

18 北上高地のクマタカ
齋藤めぐみ∥文
若泉直大∥文

早池峰クマタカ研
究会

2003.10 K/488.7/ｻｲ ○

19 北東北森の博物誌 藤井 忠志∥著 本の森 2007.9 K/462.12/ﾌｼﾞ ○

20 国見山周辺の自然かんさつ - 北上市立博物館 2000.3 K/462/ｸﾆ ○

21 賢治の森の昆虫たち
（『胡四王山の世界』所収）

小池 聡∥写真
西沢 杏子∥詩

花巻市博物館 2008.7 K/175.922/ｺｼ ○

22 四季の野鳥 葛 精一∥著 岩手日報社 1969.5 K/482/ｸ1/1 ○

23 シジュウカラのくらし
松浦 浮男∥原案 文
吉田 早貴子∥絵

岩手町緑の少年団
連絡協議会

2000.3 K/488.99/ﾏﾂ ○

24
知ってるようで知らない
ご近所の虫

沢口 たまみ∥著
瀬野 丘太郎∥ｲﾗｽﾄ

学研 1999.10 K/486/ｻﾜ ○

25 ため池の生きもの - 北上市立博物館 2006.8 K/462.122/ｷﾀ ○

26 遠野の野鳥
時田 克夫∥撮影
遠野市立博物館∥編集

遠野市立博物館 1983.10 K/480/ﾄ1/1 ○

いわての生きものに関する資料
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27 何てったって、虫が好き！ 沢口 たまみ∥著 大日本図書 1995.9 K/482/ｻ1/5 ○

28 白鳥物語 千葉 正夫∥著 新風舎 2004.7 K/748/ﾁﾊﾞ ○

29 花巻の豊かな自然
はなまき野生動植物資
料集作成委員会∥編集

県南広域振興局花巻総
合支局保健福祉環境部

2007.3 K/462.122/ﾊﾅ ○

30 ブナの森から 藤井 忠志∥著 本の森 2003.6 K/488.86/ﾌｼﾞ ○

31 ふるさとの自然に学ぶ 根口勉 根口勉 2002.12 K/486.8/ﾈｸﾞ ○

32 前沢の自然
前沢の自然編集委
員会∥編著

前沢町地域教育力
推進委員会

2006.3 K/402.9122/ﾏｴ ○

33 みちのく四季の虫 中谷 充∥著 杜の都社 2004.9 K/486/ﾅｶ ○

34
みつけたよ！自然のたからも
の　第1巻

沢口 たまみ∥文
かみや しん∥絵
吉谷 昭憲∥図版

福音館書店 2002.5 ｴﾎﾝ/ｻ/1 ○

35 みやこの虫たち
宮古市教育委員会
∥編集

宮古市教育委員会 2002.7 K/486/ﾐﾔ ○

36
宮沢賢治童話全集 1
花と鳥の童話集

宮沢 賢治∥著 岩崎書店 1974 J/K/918/ｺｳ4/1 ○

37 宮沢賢治鳥の世界 国松 俊英∥著 小学館 1996.5 ｹﾝ/ｸ18/1 ○

38
民話の里
遠野の動物300態

時田 克夫∥著 岩手日報社 1997.4 K/482/ﾄ1/1 ○

39 虫のつぶやき聞こえたよ 沢口 たまみ∥著 白水社 1989.10 K/482/ｻ1/1 ○

40 盛岡藩御狩り日記 遠藤 公男∥著 講談社 1994.4 K/205/ｴ1/1 ○

41 山田の自然探訪 山田町∥編 山田町 1985.3 K/480/ﾔ1/1 ○

42 雪国動物誌 高橋 喜平∥著 創樹社 1981.12 K/482/ﾀ2/1 ○

43 陸前高田の自然と生物チョウ
陸前高田市立博物
館∥編

陸前高田市立博物館 1981.3 K/482/ﾘ1/1 ○

No 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 貸出

44 アカトンボの一生 佐藤 有恒∥著 あかね書房 2005.4 J/486/ｻﾄ ○

45 アゲハチョウ
本藤 昇∥文
佐藤 有恒∥写真

あかね書房 2005.4 J/486/ﾓﾄ ○

46 アシナガバチ 小川 宏∥著 あかね書房 1978 J/408/ﾁﾕｳ5/43 ○

47 アシナガバチ観察事典
小田 英智∥構成 文
小川 宏∥文 写真

偕成社 2005.7 J/486/ｵｶﾞ ○

48 アリの世界 栗林 慧∥著 あかね書房 2005.4 J/486/ｸﾘ ○

49 アリジゴク観察事典
小田 英智∥構成 文
小川 宏∥文 写真

偕成社 2004.3 J/486/ｵﾀﾞ ○

50
いきものナルホド！Ｑ＆Ａず
かん 2

須田 研司∥監修 学研 2006.3 J/480/ｲｷ/2 ○

51 絵本ファーブル昆虫記
J.H.ファーブル∥原作
熊田 千佳慕∥絵

コーキ出版 1981.1 J/486/ﾁﾕｳ51/1 ○

身近に観察できる昆虫
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52
おおきなしぜんちいさなしぜ
ん《こんちゅう》

ｰ フレーベル館 1995.2 J/486/ﾃｲ36/9 ○

53 オオムラサキ
小川 宏∥文 写真
松山 史郎∥文 写真

偕成社 1985.7 J/480/ﾁﾕｳ12/56 ○

54 蛾ってゆかいな昆虫だ！ 谷本 雄治∥文 くもん出版 2003.7 J/486/ﾀﾆ ○

55 カブトムシ 岸田 功∥著 あかね書房 2005.4 J/486/ｷｼ ○

56 カマキリのかんさつ 栗林 慧∥著 あかね書房 2005.4 J/486/ｸﾘ ○

57 カミキリムシ 岸田 功∥著 あかね書房 1979.7 J/408/ﾁﾕｳ5/65 ○

58 カリウドバチの世界 有賀 文章∥文と写真 大日本図書 1984.4 J/408/ﾁﾕｳ9/38 ○

59 川・池をさがせ！ 梶田 叡一∥監修 ひかりのくに 2005.4 J/460/ﾀﾝ ○

60 ギフチョウ 青山 潤三∥著 あかね書房 2005.4 J/486/ｱｵ ○

61
今日からはじめるバード
ウォッチング

日本野鳥の会∥編 日本野鳥の会 1993.4 Y/488.1/ｷﾖ ○

62 クワガタムシ 林 長閑∥構成 文 あかね書房 2005.4 J/486/ﾊﾔ ○

63 公園をさがせ！ 梶田 叡一∥監修 ひかりのくに 2005.4 J/460/ﾀﾝ ○

64 昆虫
小池 啓一ほか∥指
導 執筆

小学館 2002.7 JR/031/ｼﾖ ○

65 昆虫図鑑 長谷川 哲雄∥絵と文 ハッピーオウル社 2004.5 J/486/ﾊｾ ○

66 昆虫ナビずかん 三枝 博幸∥監修 旺文社 2002.5 J/486/ｶﾜ ○

67
昆虫の食草・食樹ハンドブッ
ク

森上 信夫∥著
林 将之∥著

文一総合出版 2007.4 486.1/ﾓﾘ ○

68 昆虫のふしぎ
大谷 剛∥文
栗林 慧∥写真

あかね書房 2005.4 J/486/ｵｵ ○

69
こん虫博士名和秀雄の
自然とこん虫おもしろ話

名和 秀雄∥著 中央法規出版 1997.12 J/486/ﾅﾜ ○

70 昆虫を採る愉しみ
奥本 大三郎∥監修
日本昆虫協会∥編

青春出版社 2002.8 486/ｺﾝ ○

71 里山蝶ガイドブック 新開 孝∥著 ＴＢＳブリタニカ 2003.4 486.8/ｼﾝ ○

72 シジミチョウ観察事典
小田 英智∥構成 文
北添 伸夫∥写真

偕成社 2002.6 J/486/ｵﾀﾞ ○

73 水生昆虫のひみつ 増田 戻樹∥著 あかね書房 2005.4 J/486/ﾏｽ ○

74 水生昆虫ファイル 1～3 刈田 敏∥著 つり人社 2003.5 486.1/ｶﾘ/1～3 ○

75 水生生物ハンドブック 刈田 敏∥写真 文 文一総合出版 2003.2 486.1/ｶﾘ/ ○

76 スズメバチ 松浦 誠∥著 平凡社 1985.10 J/480/ﾁﾕｳ9/29 ○

77 スズメバチの生活 有賀 文章∥著 大日本図書 1990.8 J/486/ｺｳ33 ○

78 セミの一生 佐藤 有恒∥写真 あかね書房 2005.4 J/486/ﾊｼ ○
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79 ダンゴムシ 今森 光彦∥文 写真 アリス館 2002.5 J/485/ｲﾏ ○

80 蝶ウォッチング百選 師尾 信∥著 晩声社 2000.6 486.8/ﾓﾛ ○

81 チョウの羽はなぜ美しい？
読売新聞東京本社
前橋支局∥編

全国農村教育協会 2005.7 486/ﾔｼﾞ ○

82 テントウムシ 今森 光彦∥文 写真 アリス館 2004.3 J/486/ｲﾏ ○

83 テントウムシ 佐藤 有恒∥著 あかね書房 2005.4 J/486/ｻﾄ ○

84
独断と偏見で選んだ
日本の名蝶・希蝶38選

佐伯 元行∥著 ＡＲＴ　ＢＯＭＢ 2007.8 486.8/ｻｴ ○

85 トックリバチ 小川 宏∥文 写真 偕成社 1984.3 J/480/ﾁﾕｳ12/50 ○

86 トノサマバッタ
小田 英智∥文
佐藤 有恒∥写真

あかね書房 2005.4 J/486/ｵﾀﾞ ○

87 飛べオオムラサキ
国蝶オオムラサキ
を守る会∥編

講談社 1981.6 K486.8/ｳﾁ ○

88 どんぐりの穴のひみつ
高柳 芳恵∥文
つだ かつみ∥絵

偕成社 2006.9 J/486/ﾀｶ ○

89 鳴く虫観察事典
小田 英智∥構成 文
松山 史郎∥写真

偕成社 2007.3 J/486/ｵﾀﾞ ○

90 鳴く虫の世界
小田 英智∥文
佐藤 有恒∥写真

あかね書房 2005.4 J/486/ｵﾀﾞ ○

91 なつのよる
七尾 純∥文
久保 秀一∥写真

偕成社 2003.1 J/468/ﾅﾅ ○

92 人気の昆虫図鑑 岩淵 けい子∥監修 日東書院本社 2006.6 J/486/ﾆﾝ ○

93 野山をさがせ！ 梶田 叡一∥監修 ひかりのくに 2005.4 J/460/ﾀﾝ ○

94
働きバチはなぜ女王バチに魅
せられるのか

沢口 たまみ∥著 広済堂出版 2001.11 K/486.04/ｻﾜ ○

95 ハチのかんさつ
小田 英智∥文 解説
小川 宏∥写真

偕成社 1983.9 J/480/ﾁﾕｳ12/49 ○

96 蜂は職人・デザイナー ｰ ＩＮＡＸ出版 1998.3 486.7/ﾊﾁ ○

97 林の虫 藤本 一幸∥著 保育社 2003.10 J/486/ﾌｼﾞ ○

98 はるをさがしに
七尾 純∥文
久保 秀一∥写真

偕成社 2002.4 J/468/ﾅﾅ ○

99 人と虫 栃木県立博物館∥編集 栃木県立博物館 2006.7 486/ﾋﾄ ○

100
ファーブルこんちゅう記
幼年版

J.H.ファーブル∥著 あすなろ書房 1993 J/486/ﾃｲ34/1 ○

101 ファーブル昆虫記の虫たち 熊田 千佳慕∥絵 文 小学館 1998-2008 ｴﾎﾝ/ｸ/1～5 ○

102
ファーブル写真昆虫記
1～12

J.H.ファーブル∥原作 岩崎書店 1986-87 J/486/ｺｳ18/4 ○

103 プロポーズはやめられない 沢口 たまみ∥著 講談社 1994.2 K/482/ｻ1/3 ○

104 フン虫 今森 光彦∥文 写真 アリス館 2006.4 J/486/ｲﾏ ○

105 ぼくらの昆虫記 盛口 満∥著 講談社 1998.6 B/486.04/ﾓﾘ ○
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106 ホタル 栗林 慧∥著 あかね書房 2005.4 J/486/ｸﾘ ○

107 街の虫とりハンドブック
佐々木 洋∥著
八戸 さとこ∥ｲﾗｽﾄ

岳陽舎 2005.8 486/ｻｻ ○

108 ミツバチ 栗林 慧∥写真 アスク 2007.10 J/486/ﾐﾂ ○

109 ミツバチのふしぎ
七尾 純∥文
栗林 慧∥写真

あかね書房 2005.4 J/486/ﾅﾅ ○

110 虫から環境を考える 1～5 海野 和男∥監修 偕成社 2005.3 J/486/ﾑｼ/1～6 ○

111 虫の飼いかたさがしかた
藤丸 篤夫∥著
新開 孝∥著

福音館書店 2002.6 J/486/ﾌｼﾞ ○

112 虫のとり方・飼い方 林 長閑∥文 講談社 1992.8 J/408/ﾁﾕｳ16/21 ○

113 虫はどのように冬を越すのか？ 茅野 春雄∥文 偕成社 1995.4 J/486/ﾁﾕｳ106 ○

114 虫こぶハンドブック 薄葉 重∥著 文一総合出版 2003.6 486.1/ｳｽ ○

115 モンシロチョウ 矢島 稔∥著 あかね書房 2005.4 J/486/ﾔｼﾞ ○

116 モンシロチョウ観察事典
小田 英智∥構成 文
北添 伸夫∥写真

偕成社 1999.6 J/486/ｵﾀﾞ ○

117 ヤママユガ観察事典
小田 英智∥構成
新開 孝∥文 写真

偕成社 1998.3 J/486/ｼﾝ ○

No 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 貸出

118
いきものナルホド！Ｑ＆Ａず
かん

浜尾 章二∥監修 学研 2006.3 J/480/ｲｷ/4 ○

119 イラスト野鳥図誌
山口 正信∥文
薮内 正幸∥絵

有峰書店新社 1986.4 488/ｲ4/1 ○

120 うみのとり 薮内 正幸∥ぶん え 福音館書店 1981 J/488/ﾁｭｳ25 ○

121 絵本 ビアンキ動物記
ｳﾞｨﾀﾘｰ ﾋﾞｱﾝｷ∥作
F.T.ﾔﾙﾌﾞｿﾌ∥ほか絵

理論社 1977 J/482/ﾃｲ2 ○

122 カッコウ 吉野 俊幸∥文 写真 偕成社 1988.5 J/480/ﾁﾕｳ12/68 ○

123 カラスのくらし 菅原 光二∥著 あかね書房 2005.4 J/488/ｽｶﾞ ○

124 かわやぬまのとり 薮内 正幸∥ぶん え 福音館書店 1979.11 J/488/ﾁｭｳ6/3 ○

125 カワセミ 林 大作∥文 写真 偕成社 1987.3 J/480/ﾁﾕｳ12/62 ○

126 北国に舞う 熊谷 勝∥著 文一総合出版 1998.5 K/488.211/ｸﾏ ○

127 キツツキの森 右高 英臣∥著 あかね書房 2005.4 J/488/ﾐｷﾞ ○

128 クマタカの森と空 宮崎 学∥文 写真 大日本図書 1979.8 J/408/ﾁﾕｳ9/22 ○

129 こども野鳥記　1～5 中西 悟堂∥著 偕成社 1985 J/488/ｺｳ1/1～5 ○

130 小鳥のくる水場 平野 伸明∥著 平凡社 1984.4 J/480/ﾁﾕｳ9/13 ○

身近に観察できる鳥
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No 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 貸出

131 四季の野鳥かんさつ
山下 宜信∥文
菅原 光二∥写真

あかね書房 1986.5 J/408/ﾁﾕｳ7/7-4 ○

132 衆禽画譜
香川県歴史博物館
∥編集

香川県歴史博物館友の
会博物図譜刊行会

2005.3 488/ｼﾕ ○

133 スズメの大研究 国松 俊英∥文 ＰＨＰ研究所 2004.3 J/488/ｸﾆ ○

134 図説日本の野鳥 京極 徹∥編 河出書房新社 2000.5 488.21/ｽﾞｾ ○

135 セキレイの歌
小笠原 昭夫∥著
金尾 恵子∥絵

文研出版 1979 J/404/ﾁﾕｳ1 ○

136 雑木林の鳥たち 嶋田 忠∥写真と文 新日本出版社 1980.4 J/488/ﾁﾕｳ24 ○

137 つばさは友だち 篠原 五男∥文と写真 大日本図書 1981.7 J/408/ﾁﾕｳ9/32 ○

138 ツバメのくらし 菅原 光二∥著 あかね書房 2005.4 J/488/ｽｶﾞ ○

139 定本野鳥記　1～16 中西 悟堂∥著 春秋社 1978-1985 488/ﾅ1/3-1～16 ○

140 動植綵絵 伊藤 若冲∥画 宮内庁 2006.3 721.4/ｲﾄ ○

141 鳥
上田 恵介∥監修
柚木 修∥指導 執筆

小学館 2002.11 J/R031/ｼｮ ○

142 とり
浜口 哲一∥文
佐野 裕彦∥絵

文一総合出版 1990.3 Y/488.03/ﾊ1/1 ○

143 鳥の観察図鑑
国松 俊英∥文
藪内 正幸∥絵

岩崎書店 1998.2 J/488/ｸﾆ ○

144
鳥の巣研究ノート
Part1･2

鈴木 まもる∥文と絵 あすなろ書房 2004 J/488/ｽｽﾞ/1～2 ○

145 日本の探鳥地
ＢＩＲＤＥＲ編集部
∥編集

文一総合出版 2004.9 488.21/ﾆﾎ ○

146 庭にきた鳥 佐藤 信治∥著 農山漁村文化協会 1999.10 488/ｻﾄ ○

147 庭にくる鳥
佐伯 敏子∥著
桜井 信夫∥著

小峰書店 1980 J/408/ﾁﾕｳ13/15 ○

148 にわやこうえんにくるとり 薮内 正幸∥ぶん え 福音館書店 1980 J/488/ﾁﾕｳ3 ○

149 ハトの大研究 国松 俊英∥文 ＰＨＰ研究所 2005.4 J/488/ｸﾆ ○

150 フィールドガイド日本の野鳥 高野 伸二∥著 日本野鳥の会 2007.10 488.21/ﾀｶ ○

151 フクロウ 福田 俊司∥著 あかね書房 2005.4 J/488/ﾌｸ ○

152 ふくろう 宮崎 学∥写真と文 福音館書店 1980 J/488/ﾃｲ6 ○

153 ふしぎなカプセル
池内 俊雄∥著
岩崎 保宏∥絵

ポプラ社 2003.12 J/488/ｲｹ ○

154 ぼくの鳥の巣絵日記 鈴木 まもる∥作 絵 偕成社 2005.5 J/488/ｽｽﾞ ○

155 身近な野鳥
高野 伸二∥解説
叶内 拓哉∥写真

東海大学出版会 1984.6 488/ﾀ1/1 ○

156 みる野鳥記　1～10 日本野鳥の会∥編 あすなろ書房 1991-92 J/488/ﾁﾕｳ57/1～10 ○

157 ムクドリ 菅原 光二∥著 岩崎書店 1985.4 J/408/ﾁﾕｳ6/50 ○
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No 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 貸出

158 モズのくらし 菅原 光二∥著 あかね書房 1984.5 J/408/ﾁﾕｳ7/6-83 ○

159 森と鳥 中村 登流∥編 小学館 1977 J/488/ﾃｲ5 ○

160
森の野鳥を楽しむ101のヒン
ト

日本林業技術協会∥編 東京書籍 2004.3 488.1/ﾓﾘ ○

161 野鳥 ｰ 河出書房新社 1980.5 488/ﾔ5 ○

162 野鳥のくらし
和田 剛一∥文 写真
映像

偕成社 2004.9 J/488/ﾜﾀﾞ ○

163 野鳥の子育て 谷口 秀子∥著 今井出版 2006.3 J/488/ﾀﾆ ○

164 野鳥の四季 小林 清之介∥著 小峰書店 1976 J/488/ｺｳ2 ○

165 野鳥の羽ハンドブック 高田 勝∥著 文一総合出版 2008.11 488.1/ﾀｶ ○

166 野鳥博士入門
唐沢 孝一∥著
平野 伸明∥写真

全国農村教育協会 2002.8 488.1/ｶﾗ ○

167 野鳥はともだち
国松 俊英∥著
薮内 正幸∥画

童心社 1987.12 J/488/ﾁﾕｳ54 ○

168 ヤマセミ 高橋 力∥著 平凡社 1999.10 K/488.93/ﾀｶ ○

169 やまのとり　1･2 薮内 正幸∥ぶん え 福音館書店 1979 J/488/ﾁﾕｳ6/1～2 ○

170 ワシタカ類飛翔ハンドブック 山形 則男∥著 文一総合出版 2003.5 488.7/ﾔﾏ ○

171 わたしのカラス研究 柴田 佳秀∥著 さ・え・ら書房 2006.3 J/488/ｼﾊﾞ ○

172 わたり鳥のひみつ 行田 哲夫∥著 あかね書房 1979 J/408/ﾁﾕｳ7/6-29 ○

No 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 貸出

173 アリになったカメラマン 栗林 慧∥写真 文 講談社 2002.2 J/743/ｸﾘ ○

174 カブトムシの百科 海野 和男∥著 データハウス 2000.7 486.6/ｳﾝ ○

175 北の森の十二か月　上･下
ﾆｺﾗｲ ｽﾗﾄｺﾌ∥作
ﾆｷｰﾀ ﾁｬﾙｰｼﾝ∥画

福音館書店 2005.3 J/480/ｽﾗ/1～2 ○

176 栗林慧全仕事 栗林 慧∥著 学研 2001.4 486/ｸﾘ ○

177 昆虫の擬態 海野 和男∥著 平凡社 2003.6 486.1/ｳﾝ ○

178 世界のクワガタムシ
今森 光彦∥著
馬場 勝∥監修

アリス館 2000.7 486.6/ｲﾏ ○

179 絶滅危惧の昆虫事典 川上 洋一∥著 東京堂出版 2006.12 486/ｶﾜ ○

180 絶滅危惧の野鳥事典 川上 洋一∥著 東京堂出版 2008.1 488.21/ｶﾜ ○

181 雑木林のコレクション 今森 光彦∥著 フレーベル館 2002.7 J/407/ｲﾏ ○

182 大昆虫記 海野 和男∥著 データハウス 1999.6 486/ｳﾝ ○

その他の関連資料
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No 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 貸出

183 夏鳥たちの歌は、今 遠藤 公男∥編 三省堂 1993.9 K/482/ｴ1/2 ○

184 身近な自然かんさつ 泉 健司∥著 主婦の友社 2006.7 J/407/ｲｽﾞ ○

185 道ばたの四季
高橋 清∥え
岡部 牧夫∥ぶん

福音館書店 1984.5 J/400/ﾃｲ1 ○

186 虫に出会えてよかった 矢島 稔∥著 フレーベル館 2004.3 J/289/ﾔｼﾞ ○

187 虫のすがお 鷹取 健∥文 大日本図書 1990.8 J/486/ﾁﾕｳ104 ○

188 レッドデータアニマルズ ｰ ＪＩＣＣ出版局 1992.4 482.1/ﾚ1 ○
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No 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 貸出

1 イヌワシの四季 関山 房兵∥著 文一総合出版 2007.9 K/488.7/ｾｷ ○

2 絵本 ビアンキ動物記
ビアンキ∥著
樹下 節ほか∥訳

理論社 1981.11 J/482/ﾃｲ2 ○

3 おうち
ビアンキ∥原作
網野 菊∥文
川上 四郎∥絵

フレーベル館 1978 ｴﾎﾝ/ﾃｲ1076 ○

4 オーデュボンの自然誌 J.J.ｵｰﾃﾞｭﾎﾞﾝ∥著 宝島社 1994.1 450.953/ｱ1/1-4 ○

5 カブトムシの百科 海野 和男∥著 データハウス 1993.7 486.6/ｳ2/2 ○

6 くちばし
ビアンキ∥ぶん
田中 友子∥やく
藪内 正幸∥え

福音館書店 2006.3 ｴﾎﾝ/ﾋﾞ ○

7 賢治の森の昆虫たち
（『胡四王山の世界』所収）

小池 聡∥写真
西沢 杏子∥詩

花巻市博物館 2008.7 K/175.922/ｺｼ ○

8
こうちゅう
カブトムシとそのなかまたち

栗林 慧∥写真
福音館書店編集部∥編 福音館書店 1988.6 J/486/ﾃｲ32 ○

9
ジョン･グールド鳥類図譜総
覧

紀宮清子∥編 玉川大学出版部 2005.11 488/ｼﾞﾖ ○

10 たかしとくろおおあり
栗林 慧∥しゃしん
たかはし けん∥ぶん ポプラ社 1978 J/486/ﾃｲ16 ○

11 ちちの科学随想 小山 真一郎∥著 三英社 1973.11 K/090/ｵ17/1 ○

12 ツキノワグマ物語 高橋 喜平∥著 筑摩書房 1977 K/480/ﾀ1/1 ○

13 ツグミたちの荒野 遠藤 公男∥著 講談社 1983.1 J/915/ｺｳ50 ○

14 ハヤブサ 熊谷 勝∥文 写真 偕成社 1987.5 J/480/ﾁﾕｳ12/66 ○

15 ブナの森から 藤井 忠志∥著 本の森 2003.6 K/488.86/ﾌｼﾞ ○

16 みちのく四季の虫 中谷 充∥著 杜の都社 2004.9 K/486/ﾅｶ ○

17 みつけたよ！自然のたからもの
沢口 たまみ∥文
かみや しん∥絵

福音館書店 2002.5 JK/ｴﾎﾝ/ｻ/1 ○

18 みつばちマーヤの冒険
熊田 千佳慕∥絵
ﾜﾙﾃﾞﾏﾙ ﾎﾞﾝｾﾞﾙｽ∥原作 小学館 1996.5 ｴﾎﾝ/ﾃｲ3197 ○

19
ライフネーチュアライブラ
リー

ライフ編集部∥編集
山階 芳麿∥訳

時事通信社 1964 408/ﾗ1/2-5 ○

20 わたしの庭 今森 光彦∥写真 文 クレヨンハウス 2005.8 J/748/ｲﾏ ○

21 遠野の野鳥
遠野市立博物館∥編集
時田 克夫∥撮影 遠野市立博物館 1983.10 K/480/ﾄ1/1 ○

22 科学物語
J.H.ﾌｧｰﾌﾞﾙ∥著
前田 晁∥訳

木鶏社 2005.3 J/404/ﾌｱ ○

23 絵本 ファーブル昆虫記
熊田 千佳慕∥絵
J.H.ﾌｧｰﾌﾞﾙ∥原作

コーキ出版 1981.1 J/486/ﾁﾕｳ51/1 ○

24 岩手博物界の太陽
鳥羽源蔵先生の胸像
を建てる会∥編

鳥羽源蔵先生の胸像
を建てる会

1994.7 K/289/ﾄ16/1 ○

25 郷土の動物　第1冊 小山 真一郎ほか∥著 小山真一郎 1932.5 K/482/ｵ1/1

26 原生林のコウモリ 遠藤 公男∥著 学研 1977 J/489/ｺｳ4 ○

27 昆虫翁　名和靖
（少年少女科学名著全集 27）

木村 小舟∥著 国土社 1981.3 J/408/ｺｳ1/27 ○

展示ケース内で紹介した本
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No 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 貸出

28 昆虫記 1
J.H.ﾌｧｰﾌﾞﾙ∥著
大杉 栄∥訳

叢文閣 1922 486/ﾉﾑ1/1

29 昆虫写真マニュアル 海野 和男∥著 東海大学出版会 1989.4 743.6/ｳ1/1 ○

30 昆虫読本 中西 悟堂∥著 日新書院 1941 486/ﾅ1/1

31 四季の野鳥 葛 精一∥著 岩手日報社 1969.5 K/482/ｸ1/1 ○

32 小さな知恵者たち 矢島 稔∥著 朝日ソノラマ 1975 486/ﾔ2/1 ○

33 雪国動物誌 高橋 喜平∥著 創樹社 1981.12 K/482/ﾀ2/1 ○

34
大杉栄訳ファーブル昆虫記
（復刻版）

J.H.ﾌｧｰﾌﾞﾙ∥著
大杉 栄∥訳

明石書店 2005.12 486/ﾌｱ ○

35 大日本害虫図説 松村 松年∥著 明治図書 1932 486/ﾏ1/1

36 地球岬に翔ぶ 熊谷 勝∥著 講談社 1999.9 K/488.7/ｸﾏ ○

37 虫たちの冬ごし 矢島 稔∥著 さ・え・ら書房 1985.12 J/486/ﾁﾕｳ97 ○

38 虫のつぶやき聞こえたよ 沢口 たまみ∥著 白水社 1989.10 K/482/ｻ1/1 ○

39 鳥類原色大図説　1～3 黒田 長礼∥著 講談社 1980 R/488/ｸ2/1-1～3

40
鳥類写生図譜
（第1期 第1･2,輯4～12輯）

土岡 泉∥共著
小泉 勝爾∥共著

鳥類写生図譜刊行会 1927-28 488/ｺ2/1-1､2,4～12

41 伝記・オーデュボン
ｸﾛｰﾄﾞ ｼｭﾍﾞﾙ∥著
幸田 礼雅∥訳

ＴＢＳブリタニカ 1990.9 289.3/ｵ5/1 ○

42 日本の鳥類と其の生態　1･2 山階 芳麿∥著 出版科学総合研究所 1980.1 488/ﾔ1/2-1～2 ○

43 日本千虫図解　巻之1～4 松村 松年∥著 警醒社書店 1904 486/ﾏ1/4-1～4

44 日本鳥類の生態と保護
山階 芳麿∥編
葛 精一ほか∥著

共立出版 1951 488/ﾔ1/1

45 民話の里遠野の動物３００態 時田 克夫∥著 岩手日報社 1997.4 K/482/ﾄ1/1 ○

46 野鳥と生きて 中西 悟堂∥著 ダヴィッド社 1956 486/ﾅ1/2 ○

47 野鳥の歌 中西 悟堂∥著 ビクター出版 1963 486/ﾅ1/4 ○

48 里山
今森 光彦∥写真
滋賀県立琵琶湖博物
館∥編集

滋賀県立琵琶湖博
物館

1996.10 748/ｲﾏ ○

49
林業と野生鳥獣との共存に向
けて

由井正敏∥著
石井信夫∥著

日本林業調査会 1994.11 654.8/ﾕ1/1 ○
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No 書名 著者名 発行者 発売日 請求記号 貸出

1 いきものとあそぼう！(1)
モンシロチョウ・アゲハほか

海野 和男∥監修 ＴＤＫコア 〔199-〕 D/480/ｲｷ/1 ○

2 いきものとあそぼう！(2)
ザリガニ・カメ・カエルほか

海野 和男∥監修 ＴＤＫコア 〔199-〕 D/480/ｲｷ/2 ○

3 いきものとあそぼう！(3)
アリ･テントウムシ･ダンゴムシほか

海野 和男∥監修 ＴＤＫコア 〔199-〕 D/480/ｲｷ/3 ○

4 いきものとあそぼう！(4)
スズムシ・カマキリ・バッタほか

海野 和男∥監修 ＴＤＫコア 〔199-〕 D/480/ｲｷ/4 ○

5 いきものとあそぼう！(5)
カブトムシ

海野 和男∥監修 ＴＤＫコア 〔199-〕 D/480/ｲｷ/5 ○

6 いきものとあそぼう！(6)
クワガタムシ・セミ・ハチほか

海野 和男∥監修 ＴＤＫコア 〔199-〕 D/480/ｲｷ/6 ○

7 オオタカの住む町 平野 伸明∥撮影 小学館 〔2005.6〕 D/488.1/ｵｵ ○

8
学問と情熱　第18巻
名和靖

小西正泰∥監修 紀伊国屋書店 〔2000.7〕 V/281.0/ｶﾞｸ/18 ○

9 カブト・クワガタ大博覧会 今森 光彦∥撮影 小学館 〔2005.6〕 D/486.6/ｶﾌﾞ ○

10 擬態する昆虫 今森 光彦∥撮影 小学館 〔2005.6〕 D/486.1/ｷﾞﾀ ○

11 クマタカ舞う空の下で
早池峰クマタカ研
究会∥企画 著

早池峰クマタカ研究会 〔2001〕 VK/488.7/ｸﾏ ○

12 効果音大全集　3
獣／鳥／セミ／虫／カエル

ｰ King Record 1999.3 C/G06/ｺｳ/30-3 ○

13 効果音大全集　5
鳥／熱帯地方の鳥／怪鳥

ｰ King Record 1999.3 C/G06/ｺｳ/30-4 ○

14 昆虫館 ｰ 日本ライブラリー 〔----〕 V/486/ｺﾝ ○

15 こん虫たちのすみかと暮らし
中央法規出版∥企
画 発行

ＮＨＫ中部ブレーンズ 〔1999〕 V/486.1/ｺﾝ ○

16 鳥類館 ｰ 日本ライブラリー 〔----〕 V/488/ﾁﾖ ○

17 鳥の目で見た豊沢川 望月 達也∥撮影
豊沢川活性化・清流
化事業推進協議会

〔200-〕 DK/291.2/ﾄﾘ ○

18 日本の昆虫 ｰ シンフォレスト 2003 D/486.1/ﾆﾎ

19 バーチャルいきものたんけん ｰ キングレコード 〔2004.8〕 D/486/ﾊﾞﾁ

20 はばたけオオタカ
岩手県環境保健部
∥企画

アクト．ディヴァ
イス

〔1995〕 VK/488.7/ﾊﾊﾞ ○

21 繁殖期の本州産クマゲラ グッドワン∥編集
本州産クマゲラ研
究会

〔----〕 VK/488.8/ﾊﾝ

22 本州のクマゲラ
本州産クマゲラ研
究会∥編集

ユニバーサル
ミュージック

〔200-〕 VK/488.8/ﾎﾝ

23 野鳥観察図鑑　1
イヌワシ/オオワシ/オジロワシ

ｰ ＪＩＣＣ出版局 〔----〕 V/488.0/ﾔﾁ/1 ○

24
野鳥観察図鑑　2
キツツキ／フクロウ／カッコウ

ｰ ＪＩＣＣ出版局 〔----〕 V/488.0/ﾔﾁ/2 ○

25 野鳥観察図鑑　3
ヤマセミ／カワセミ／カワガラス

ｰ ＪＩＣＣ出版局 〔----〕 V/488.0/ﾔﾁ/3 ○

26
野鳥観察図鑑　4
ツル／ハクチョウ／ガン

ｰ ＪＩＣＣ出版局 〔----〕 V/488.0/ﾔﾁ/4 ○

見る・聞く　鳥や虫
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27 野鳥観察図鑑　5
オシドリ／オナガガモ／カイツブリ

ｰ ＪＩＣＣ出版局 〔----〕 V/488.0/ﾔﾁ/5 ○

28
野鳥観察図鑑　6
タカ／ハヤブサ／トビ

ｰ ＪＩＣＣ出版局 〔----〕 V/488.0/ﾔﾁ/6 ○

29
野鳥観察図鑑　7
カラス／オナガ／モズ

ｰ ＪＩＣＣ出版局 〔----〕 V/488.0/ﾔﾁ/7 ○

30
野鳥観察図鑑　8
ツバメ／ヒバリ／スズメ

ｰ ＪＩＣＣ出版局 〔----〕 V/488.0/ﾔﾁ/8 ○

31
野鳥観察図鑑　9
ウミウ／アビ／ウミガラス

ｰ ＪＩＣＣ出版局 〔----〕 V/488.0/ﾔﾁ/9 ○

32 野鳥観察図鑑　10
アホウドリ/カツオドリ/ウミツバメ

ｰ ＪＩＣＣ出版局 〔----〕 V/488.0/ﾔﾁ/10 ○

33
野鳥観察図鑑　11
干潟の鳥ウォッチング編

ｰ ＪＩＣＣ出版局 〔----〕 V/488.0/ﾔﾁ/11 ○

34
野鳥観察図鑑　12
珍しい鳥ウォッチング編

ｰ ＪＩＣＣ出版局 〔----〕 V/488.0/ﾔﾁ/12 ○
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