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No. 図書のタイトル 巻
次 著者名 出版者

1 こども生物図鑑 デイヴィッド　バーニー著　
スミソニアン協会監修 河出書房新社

2 世界の危険生物
ニューワイド学検の図鑑 25 学研教育出版

3 日本帰化植物写真図鑑
Plant invader 500 種 全国農村教育協会

4 植物図鑑 有川浩著 角川書店

5 日本帰化植物写真図鑑
Plant invader 600 種　改訂 清水矩宏編著　森田弘彦編著 全国農村教育協会

6 花と昆虫　環境とくらし　小学館の学習
百科図鑑　12 中山 周平共編　矢島 稔共編 小学館

7 都会の草花図鑑 秋山久美子著 八坂書房

8 植物イラスト図鑑 近藤浩文共著　土居内和夫共著 保育社

9 現職植物検索図鑑　復刻版 矢野佐著　石戸忠画 北隆館

10 日本の帰化植物 清水建美編 平凡社

11 危険・有害生物　学研の大図鑑 学研

12 植物　小学館の図鑑 NEO　2 門田裕一監修
畑中喜秋指導　執筆 小学館

13 日本帰化植物写真図鑑
Plant invader 600 種 清水矩宏編著　森田弘彦編著 全国農村教育協会

14 花の色別道ばたの草花図鑑　春～夏編 1 杉村昇写真と文 偕成社

15 花の色別道ばたの草花図鑑　夏～秋・冬編 2 杉村昇写真と文 偕成社

16 カラー植物百科　新訂増補 平凡社

17 原色牧野植物大図鑑
離弁花・単子葉植物編 牧野富太郎著 北隆館

18 葉によるシダの検索図鑑 阿部正敏著 誠文堂新光社

19 原色牧野植物大図鑑　改訂版
合弁花・離弁花編 牧野富太郎著 北隆館

20 都会の生物
小学館のフィールド・ガイドシリーズ　17 藤本和典解説　亀田竜吉写真 小学館

21 日本水草図鑑 角野康郎著 文一総合出版

22 葉による野生生物の検索図鑑 阿部正敏著 誠文堂新光社

23 危険・有毒生物
フィールドベスト図鑑　No.17 篠永哲監修　野口玉雄監修 学研教育出版

24 動物　ポプラディア大図鑑　2 川田伸一郎監修 ポプラ社

25 森の動物図鑑 本山賢司絵　文 東京書籍

26 こども大図鑑動物 リチャードウォーカー著
キム　ブライアン監修 河出書房新社

“ 図鑑 ” 関連の蔵書リスト
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27 絶滅危機動物図鑑　消えゆく野生生物たち ジョージマクガヴァン著
林　良博監修

ランダムハウス講談
社

28 動物のくらし　ほ乳類・鳥類・両棲爬虫
類　ニューワイド学研の図鑑 学研教育出版

29 日本の水生動物
フィ―ルドベスト図鑑　No.16 武田正倫監修 学研

30
フィールド動物観察
足あと、食べあと、ふん　
学研の図鑑 9 ポケット版

学研

31 動物　小学館の図鑑　NEO 1 三浦慎悟ほか指導　執筆 小学館

32 水の生きもの　ポプラディア大図鑑
WONDA8 武田正倫監修 ポプラ社

33 生き物のくらし
昆虫・水の生き物・魚　ニューワイド学研の図鑑 学研

34 田んぼの生きものおもしろ図鑑 湊秋作編著 農山漁村文化協会

35 さかなとみずのいきもの
フレーベル館の図鑑ナチュラ 6 無藤隆総監修　武田正倫監修 フレーベル館

36 魚　ポプラディア大図鑑 WONDA　6 瀬能宏監修 ポプラ社

37 わたしの魚類図鑑
子ども詩のポケットえくすとら　1 畑島喜久生著 てらいんく

38 魚　小学館の図鑑 NEO 4 井田斉監修　執筆
松浦啓一監修　執筆 小学館

39 日本の魚
小学館のフィールド・ガイドシリーズ 3 田口哲著 小学館

40 昆虫　ポプラディア大図鑑 WONDA　1 寺山守監修 ポプラ社

41 昆虫館　原寸大　小学館の図鑑 NEO 小池啓一監修
横塚真己人写真 小学館

42
人気の昆虫図鑑ベスト 257　日
本で見られる虫たちを大紹介！
主婦の友ベスト BOOKS

岩淵けい子監修
主婦の友社編 主婦の友社

43
原色昆虫図鑑
トンボ目・カワゲラ目・バッタ目・
カメムシ目・ハエ目・ハチ目他　新訂

北隆館

44 原色昆虫図鑑　甲虫扁　新訂 北隆館

45 原色昆虫図鑑　蝶・蛾扁　新訂 北隆館

46 昆虫　ニューワイド学研の図鑑　増補改訂 学研

47 こんちゅう　フレーベル館の図鑑ナチュラ 1 無藤隆総監修　矢島稔監修 フレーベル館

48 昆虫図鑑　ニューワイド学研の図鑑 長谷川哲雄絵と文 ハッピーオウル社

49 世界の昆虫　ニューワイド学研の図鑑 学研

50 原色川虫図鑑 丸山博紀著　高井幹夫著 全国農村教育協会

51 昆虫の写真図鑑　完璧版
地球自然ハンドブック

ジョージ Ｃ．マクガヴァン著
野村　周平 日本語版監修 日本ヴォーグ社
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52 原色昆虫図鑑 
甲虫他　コンパクト版　16 北隆館

53 原色昆虫図鑑
蝶・蛾他　コンパクト版　15 北隆館

54 日本の昆虫
小学館のフィールド・ガイドシリーズ　11 三木卓著 小学館

55 原色昆虫図鑑　Wide color
小学館の学習百科図鑑　2 新訂版 中山周平編 小学館

56 岩石・鉱物・化石　小学館の図鑑 NEO 18 萩谷宏指導　監修　執筆
堀　秀道指導　監修　執筆 小学館

57 岩石と鉱物の写真図鑑　完璧版　地球自
然ハンドブック

クリスペラント著
ハリータイラー写真 日本ヴォーグ社

58 検索入門鉱物・岩石 豊遥秋共著　青木正博共著 保育社

59 こども鉱物図鑑 八川シズエ著 中央アート出版社

60 岩石・鉱物図鑑　｢知｣ のビジュアル百科 1 Ｒ．Ｆ．シムス著
舟木嘉浩日本語版監修 日本ヴォーグ社

61 楽しい鉱物図鑑　新装版 堀秀道著 草思社

62 地球　ポプラディア大図鑑 WONDA 15 斎藤靖二監修 ポプラ社

63 こども大図鑑　地球　 ジョンウッドワード著
キム　ブライアン監修 河出書房新社

64 地球　小学館の図鑑 NEO　10 丸山茂徳ほか監修　指導 小学館

65 地球・気象　ニューワイド学研の図鑑 学研


