
No. 資料名 著者名 出版者 請求記号

1 原寸どうぶつ図鑑 宝島社

2 多摩動物公園∥著 築地書館

3 動物の赤ちゃん大図鑑 小宮 輝之∥監修 日東書院本社

4 誰かに話したくなる摩訶不思議な生きものたち 岡部 聡∥著 文藝春秋

5 子どもには聞かせられない動物のひみつ ルーシー　クック∥著 青土社

6 動物トリビア図鑑 佐藤 栄記∥著 東京書籍

7 松橋 利光∥著 大和書房

8 旭山動物園∥監修 メイツ出版

9 新しくなった旭山動物園ガイドブック 北海道新聞社∥編 北海道新聞社

10 魔法のどうぶつえん 岩合 光昭∥写真　文 阪急コミュニケーションズ

11 岩合光昭と動物園・水族館を歩く 岩合 光昭∥著 朝日新聞出版

12 旭山動物園くらぶ∥編著 北海道新聞社

13 世界の動物園 奥宮 誠次∥文　写真 ランダムハウス講談社

14 今、世界中で動物園がおもしろいワケ 講談社

15 戦う動物園 小菅 正夫∥著 中央公論新社

16 動物園ではたらく イースト・プレス

17 世界の美しい動物園と水族館 パイインターナショナル∥編著 パイインターナショナル

18 動物園飼育員・水族館飼育員になるには 高岡 昌江∥著 ぺりかん社

19 動物園めぐり 　 G.B.

20 　

21 どうぶつたちの給食時間 並木 美砂子∥著 旅するミシン店

22 坂東 元∥文 二見書房

23 夢の動物園 坂東 元∥著 角川学芸出版

24 旭山動物園物語 古舘 謙二∥文 樹立社

25 那須どうぶつ王国∥著 幻冬舎

26 るるぶにっぽんの動物園 　

27 野生動物問題への挑戦 羽山 伸一∥著 東京大学出版会

28 くらべる骨格動物図鑑 川崎 悟司∥著 新星出版社

29 シマウマのしまはサカナのほね 小宮 輝之∥文　写真 メディアパル

令和４年４月２９日(金)～６月２９日(水)　一般展示コーナー図書リスト

パンダ来日から50年！～動物園や野生で暮らす動物たち～

小宮輝之&飼育係の皆さん∥著 480/ｺ

飼育係が見た動物のヒミツ51 480/ｼ

480.3/ﾄﾞ

480.4/ｵ

480.4/ｸ

480.4/ｻ

その道のプロに聞く生きもののワォ! 480.4/ﾏ

あの動物たちに逢いたい!旭山動物園まるわかり徹底ガイド 480.7/ｱ

480.7/ｱ

480.7/ｲ

480.7/ｲ

いますぐ行きたい!あさひやま動物園ガイドブック 480.7/ｲ

480.7/ｵ

久米 由美∥[著] 480.7/ｸ

480.7/ｺ

小宮 輝之∥[著] 480.7/ｺ

480.7/ｾ

480.7/ﾀ

480.7/ﾄﾞ

#動物園に行こう JTBパブリッシング 480.7/ﾄﾞ

480.7/ﾅ

旭山動物園へようこそ! 480.7/ﾊﾞ

480.7/ﾊﾞ

480.7/ﾌ

もっふもふ! 480.7/ﾓ

JTBパブリッシング 480.7/ﾙ

480.9/ﾊ

481.1/ｶ

481.1/ｺ



No. 資料名 著者名 出版者 請求記号

30 ゾウの鼻ウサギの耳 小宮 輝之∥文　写真 メディアパル

31 つのじまんつのくらべ 小宮 輝之∥文　写真 メディアパル

32 ザ・ワイルドライフ・フォト ロザムンド　キッドマン　コックス∥著　編 日経ナショナルジオグラフィック社

33 夜行性動物写真集 トレア　スコット∥著 スペースシャワーネットワーク

34 素顔の動物たち 関 利枝子∥訳 日経ナショナルジオグラフィック社

35 動物の心 　 日経ナショナルジオグラフィック社

36 藤田 和生∥編著 技術評論社

37 ワイルドライフ 　 日経ナショナルジオグラフィック社

38 ワイルドライフ　２ 岩合 光昭∥監修 日経ナショナルジオグラフィック社

39 消えゆく動物 ジョエル　サートレイ∥写真　著 日経ナショナルジオグラフィック社

40 野生動物王国 ジェームズ　パリー∥著 ネコ・パブリッシング

41 日本列島いきものたちの物語 角川書店

42 森の動物図鑑 本山 賢司∥絵　文 東京書籍

43 セレンゲティ大接近 アヌップ　シャー∥著 日経ナショナルジオグラフィック社

44 ペンギン　スタイル∥著 ソフトバンククリエイティブ

45 パンダ 岩合 光昭∥写真　文 新潮社

46 大田垣 晴子∥著 文藝春秋

47 パンダ通 黒柳 徹子∥著 朝日新聞出版

48 パンダとわたし 黒柳徹子と仲間たち∥著 朝日新聞出版

49 パンダ 倉持 浩∥著 岩波書店

50 誰も知らない野生のパンダ 小林 達彦∥著 経済界

51 ずっとだいすきシャンシャン 日本パンダ保護協会∥編 朝日新聞出版

52 パンダワールド 中川 美帆∥著 大和書房

53 パンダが来た道 ヘンリー　ニコルズ∥著 白水社

54 パンけつ 主婦の友社∥編 主婦の友社

55 読むパンダ 黒柳 徹子∥選 白水社

56 リーリーとシンシン 中国パンダ保護研究センター∥編著 二見書房

57 キリン解剖記 郡司 芽久∥著 ナツメ社

58 ゴリラは戦わない 山極 壽一∥著 中央公論新社

59 動物写真家という仕事 前川 貴行∥写真　文 新日本出版社

481.1/ｺ

481.1/ｺ

481.7/ｻﾞ

481.7/ｽ

481.7/ｽ

481.7/ﾄﾞ

動物たちは何を考えている? 481.7/ﾌ

481.7/ﾜ

481.7/ﾜ/2

482/ｻ

482/ﾊﾟ

岩合 光昭∥[ほか]写真 482.1/ﾆ

482.1/ﾓ

482.4/ｼ

ペンギンに会いに行こう!! 488.6/ﾍﾟ

489.5/ｲ

ぱんだだ! 489.5/ｵ

489.5/ｸ

489.5/ｸ

489.5/ｸ

489.5/ｺ

489.5/ｽﾞ

489.5/ﾅ

489.5/ﾆ

489.5/ﾊﾟ

489.5/ﾖ

489.5/ﾘ

489.8/ｸﾞ

489.9/ﾔ

740.2/ﾏ
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60 岩合 光昭∥著 小学館

61 どうぶつ家族 岩合 光昭∥著 クレヴィス

62 動物おすまし写真館 ナショナルジオグラフィック∥編著 日経ナショナルジオグラフィック社

63 動物日誌 　福田 幸広∥著　写真 　青菁社

64 奇跡のパンダファミリー 小学館

65 パンダもの知り大図鑑 倉持 浩∥著 誠文堂新光社

66 パンダ エレファント　トーク∥監修 CCRE

67 出版文化社

68 奇跡のパンダファミリー 　 　

69 パイインターナショナル∥編著 パイインターナショナル

70 動物にかかわる仕事　２ 　 ほるぷ出版

71 動物の生態図鑑 　 学研教育出版

72 気がつけば動物学者三代 今泉 忠明∥著 講談社

73 森の物語 アーネスト　トンプソン　シートン∥作 理論社

74 へんな生きもの へんな生きざま エクスナレッジ

75 うんこがへんないきもの 早川 いくを∥著 KADOKAWA

76 せつない動物図鑑 ブルック　バーカー∥著 ダイヤモンド社

77 生まれたときからせつない動物図鑑 ブルック　バーカー∥著 ダイヤモンド社

78 カラス先生のはじめてのいきもの観察 松原 始∥著 太田出版

79 あべ 弘士∥著 河出書房新社

80 マンガで学ぶ動物倫理 伊勢田 哲治∥著 化学同人

81 動物翻訳家 片野 ゆか∥著 集英社

82 小菅 正夫∥著 新星出版社

83 似ている動物「見分け方」事典 木村 悦子∥執筆 ベレ出版

84 小林 朋道∥著 築地書館

85 小林 朋道∥著 築地書館

86 小林 朋道∥著 築地書館

87 外来どうぶつミニ図鑑 鈴木 欣司∥著 全国農村教育協会

88 夜のイチジクの木の上で 中林 雅∥著 京都大学学術出版会

89 キリンの保育園 齋藤 美保∥著 京都大学学術出版会

岩合光昭の大自然100 748/ｲ

748/ｲ

748/ﾄﾞ

748/ﾌ

NHKスペシャル取材班∥著 489.5/ｷ（児童）

489.5/ｸ（児童）

489.5/ﾊﾟ（児童）

わんぱくパンダふしぎ発見!
TBSテレビ
『世界ふしぎ発見!』
制作スタッフ∥編

489.5/ﾜ（児童）

D48/ｷ（DVD）

世界のかわいいけもの! Ｙ/480/ｾ

Ｙ/480/ﾄﾞ/2

Ｙ/480.3/ﾄﾞ

Ｙ/480.4/ｲ

Ｙ/480.4/ｼ

早川 いくを∥[著] Ｙ/480.4/ﾊ

Ｙ/480.4/ﾊ

Ｙ/480.4/ﾊﾞ

Ｙ/480.4/ﾊﾞ

Ｙ/480.4/ﾏ

動物の死は、かなしい? Ｙ/480.7/ｱ

Ｙ/480.7/ｲ

Ｙ/480.7/ｶ

もしもあの動物と暮らしたら!? Ｙ/480.7/ｺ

Ｙ/481.1/ｷ

先生、頭突き中のヤギが尻尾で笑っています! Ｙ/481.7/ｺ

先生、大蛇が図書館をうろついています! Ｙ/481.7/ｺ

先生、アオダイショウがモモンガ家族に迫っています! Ｙ/481.7/ｺ

Ｙ/481.7/ｽ

Ｙ/489.5/ﾅ

Ｙ/489.8/ｻ
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90 隣のボノボ 坂巻 哲也∥著 京都大学学術出版会

91 スマイル☆アルパカ 那須アルパカ牧場∥著 那須ビッグファーム

Ｙ/489.9/ｻ

Ｙ/645.4/ﾅ


	リスト

