
オーテピア高知図書館 ビジネス支援サービス　 2020.12

展示期間：令和２年12月19日～令和３年１月14日

著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

枻出版社 2019 /480/ﾆﾎ/ 0112016880

アフロ/著 中経出版 2013 /480.4/ｱﾌ/ 1107200808

久留飛 克明／文 山と溪谷社 2018 /480.4/ｸﾙ/ 0111800064

小宮 輝之/著 ぱる出版 2013 /480.4/ｺﾐ/ 0111269865

サー・ピルキントン=ス
マイズ/著

エクスナレッジ 2014 /480.4/ｻﾋ/ 0111344786

ぬまがさ ワタリ／絵・
文

光文社 2017 /480.4/ﾇﾏ/ 0111777348

早川 いくを／[著] エクスナレッジ 2015 /480.4/ﾊﾔ/ 0111502373

松橋 利光／著 大和書房 2019 /480.4/ﾏﾂ/ 0112063683

松原 始／著 宝島社 2020 /480.4/ﾏﾂ/ 0112122701

松橋 利光／著 大和書房 2015 /480.4/ﾏﾂ/ 0111508231

今泉 忠明／監修 宝島社 2020 /480.4/ﾓﾂ/ 0112188567

富田 伊織/作 小学館 2009 /480.73/ﾄﾐ/ 1105827537

8

スズメやクジャク、セミやアリも実は食べられるいきもの。ど
んな味がするのか、どの地域で、なぜ食べられているのかと
いった知識、雑学を、環境的・文化的背景も踏まえながらわ
かりやすく解説する。料理例も掲載。

サイのツノは毛のかたまり? ヘビの鼻は口の中? 生きものの
保護や調査をしている人、ペットショップの店員、獣医師らそ
の道のプロが、生きもののフシギな生態を豊富な写真ととも
に紹介する。

キュートでシビアな生きものワールド! ふわふわ不死身のベ
ニクラゲ、秋を告げる肉食処刑人モズなど、沢山の生きもの
を図解する。「ぬまがさ」名義のツイッターやブログで公表し
た「生きもの図解」シリーズを書籍化。

7

その道のプロに聞く生きもののワォ! 知ってそうで知らない豆知識

9
じつは食べられるいきもの事典 「食べる」とは人間の歴史そのもの

へんな生きもの へんな生きざま 生きるのに必死すぎて、こんなにもへんてこになった生きも
のたち。ヨウカイカマキリ、コモリガエル、リュウグウノツカイ
…。地球の奇妙な隣人たちの、おかしくも切ない113の生き
ざまを写真で紹介する。

図解なんかへんな生きもの

6

1
日本で会える珍動物大全 ちょっと変で、愛おしい。珍動物が集結!

家の中のすごい生きもの図鑑

3

不思議な生態や謎多き姿を持つ、生命の神秘を教えてくれ
る珍動物たち。日本の動物園で会える珍動物たちを写真と
ともに紹介する。動物園別珍動物図鑑、圧倒的こだわりの
ある動物園なども収録。

2
へんななまえのへんないきもの オジサン、ウルトラマンボヤ、インターネットウミウシ…。地球

上に生息するへんな名前のいきもの、名前だけでなく姿か
たちまでへんないきものの生態を、美しくもどこか笑える写
真とともに紹介します。

「ぶっとんでるいきもの展」パネル展示
関連ブックリスト

ちょっと変わった姿の生きものや身近な生きもの。いろいろな生きものの生態をのぞいてみましょう。
個性的な生きものたちとの出会いは、知的好奇心を刺激してくれるはずです。

No．
書名

内容紹介（※）

４０年間の動物園勤めで多くの動物の生死に立ち会った元
上野動物園園長・小宮輝之が、長きにわたり関わった動物
たちの思い出を、時を追いながら実物大の足拓をネタ
につづる。

外壁や軒下にいるニホンヤモリ、ベランダにいるハシブトガ
ラス、庭にいるクマバチ…。最も身近にいながら、意外と知
らない家の中にすむ奇妙な生きものたち全64種が、自らの
暮らしぶりを語る。彼らとの付き合い方もわかる本。

5
世界の奇妙な生き物図鑑 この愉快な惑星には、まるまる1冊の書物にも収まりきれな

いほどたくさんの奇妙な生き物たちが存在している。無脊椎
動物から魚類、両生類、爬虫類、鳥類、哺乳類まで、世界の
奇妙な生き物を網羅した、ユーモアあふれる図鑑。

あしあと動物園 足拓コレクターのフィールド日誌

4

10
生きものの持ちかた その道のプロに聞く さわってみたら、かわいいよ! その道のプロが、カブトムシ、

バッタなど身近な虫たちから、イヌ、ヘビ、トカゲ、ワニまで、
その正しい持ち方を伝授する本。生きものを無駄に傷つけ
ず、持つ人間もケガしない持ち方がわかる。

11
もっとずるいいきもの図鑑 さわってみたら、かわいいよ! その道のプロが、カブトムシ、

バッタなど身近な虫たちから、イヌ、ヘビ、トカゲ、ワニまで、
その正しい持ち方を伝授する本。生きものを無駄に傷つけ
ず、持つ人間もケガしない持ち方がわかる。

12
新世界透明標本 そのたたずまいは、生物でありながらまるでガラス細工のよ

うな美しさ。骨が染められ筋肉が透明になった魚類や甲殻
類などの標本たちが、清涼感、浮遊感とともに迫る写真集。
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著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

新宅 広二／著 メイツ出版 2017 /480.76/ｼﾝ/ 0111727308

松橋 利光／著 大和書房 2016 /480.76/ﾏﾂ/ 0111614155

木村 悦子／執筆 ベレ出版 2017 /481.1/ｷﾑ/ 1108822238

小宮 輝之／文・写真 メディアパル 2018 /481.1/ｺﾐ/ 0111777496

小宮 輝之／文・写真 メディアパル 2018 /481.1/ｺﾐ/ 0111903610

早川 いくを／著 ベストセラーズ 2018 /481.18/ﾊﾔ/ 1109074615

早川 いくを／著 ナツメ社 2017 /481.35/ﾊﾔ/ 0111729980

松橋 利光／著 大和書房 2017 /481.7/ﾏﾂ/ 0111728452

サンシャイン水族館／
著

KADOKAWA 2019 /481.72/ﾓｳ/ 1109421527

海野 和男／写真と文 草思社 2020 /486/ｳﾝ/ 0112101704

丸山 宗利／監修 平凡社 2018 /486/ｺﾝ/ 0111876702

日本昆虫協会/監修
学研パブリッシ
ング

2011 /486/ﾆﾂ/ 0111077605

ぬまがさ ワタリ／著 KADOKAWA 2019 /486/ﾇﾏ/ 0112043275

17
シマウマのしまはサカナのほね

歩く宝石のような甲虫、色鮮やかなチョウ、驚異の跳躍を見
せるバッタ…。生物のなかでもっとも繁栄を極めた昆虫のお
どろくべき生態、高度な技術、美しい姿を一挙紹介する。

22

23

なぜこんな虫がいるのか-。虫を求めて世界を旅する昆虫写
真家が、「強烈な色彩の蝶」から「特別気持ち悪い虫の集
団」まで、人間の想像を超えた230種のおかしな虫たちを紹
介する。

18

ビジュアル系のウニ、目玉焼きクラゲやマッチョ玉虫、古代
紋章を尻に宿したクモやメタリックサナギ…。「なんだこれ?」
と思わず首を傾げる生き物たちの模様をカラー写真で紹介
する。

へんないきものもよう

なぜ、シマウマにはしまがあるのか? オカピとキリンのもよ
う、うり坊と鹿の子もよう、ビッグキャットのしまとヒョウ柄…。
上野動物園元園長が、たくさんの写真で、動物の顔や体に
ある様々なもようの意味や役割を解説します。

昆虫のすごい世界

19
愛のへんないきもの

ちょっと怖いけど、実は面白い毒生物たちの世界にようこそ!
水中&水辺の有毒生物約50種を、生物たちの生態や水族館
ならではのエピソードとともに紹介。サンシャイン水族館の
人気企画展「もうどく展」を書籍化。

メスに尿をひっかけて愛をダイレクトに表現するマダラア
グーチ、密林で愛を求める前衛バレエを踊るカンザシフウ
チョウ、メスのふりをして本物のメスに近づき愛を奪うエリマ
キシギ…。面白すぎるいきものたちの愛を紹介します。

世界でいちばん変な虫 珍虫奇虫図鑑

※内容紹介はTRCマークによる
○オーテピア高知図書館で所蔵している本をご紹介しています。
○貸出しや返却はお近くの市町村立図書館でもできます。お近くの市町村立図書館にお問い合わせください。
○本や雑誌などに関する相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
　（お問い合わせの際は資料№をお伝えいただくとスムーズです。）

20
その道のプロに聞くふつうじゃない生きものの見つけかた 生きものカメラマン、自然公園職員、水族館学芸員、アク

ティブレンジャーなど、生きものに携わるさまざまな立場のプ
ロが、「生きものの見つけ方」を紹介。写真を豊富に使って
わかりやすく説明する。

21
もうどく水族館 水中&水辺の“毒”生物大集合!

15

内容紹介（※）

14
その道のプロに聞くふつうじゃない生きものの飼いかた スーパーで買ったアサリ、宅配便で届いたイセエビ、通販で

買えるクリオネ、道で踏みそうになったダンゴムシ…。さまざ
まな場面で出会う生きものたちの飼いかたを、その道のプロ
が伝授する。ウズラの卵を孵化させる方法も紹介。

べんりなしっぽ!ふしぎなしっぽ!

ハムスターとモルモット、ムササビとモモンガ、アシカとアザ
ラシ…。知ってはいるが、違いのわからない似た者同士の
生き物80種を取り上げ、主に見た目で見分けるポイントを、
イラスト満載のチャートとともに解説する。

13
見つけて育てる生きもの飼い方ブック 実は飼える!30種 クモ、イソギンチャク、アサリ、オケラ、カゲロウ、クラゲ…。

「身近に暮らす生きもの」30種の見つけ方や育て方、観察を
楽しむポイントを紹介する。その生きものの特徴、生息地、
飼育難易度、捕獲方法も解説。

似ている動物「見分け方」事典

No．
書名

しましま、ふさふさ、くるくる、なが～い…。しっぽにはりっぱ
なワケがある! 上野動物園元園長が、動物134種のとってお
き写真を公開しながら、しっぽの役割や機能などを解説しま
す。

16

25
超図解ぬまがさワタリのふしぎな昆虫大研究 3人の登場人物とロボットが、昆虫ワールドにご案内! ミツバ

チやテントウムシなどの身近な昆虫の神秘的な一面から、
チリクワガタ、ツノゼミといった世界の珍しい昆虫の習性ま
で、昆虫たちのふしぎな生態をイラストで図解。

24
ニッポンのヘンな虫たち 日本にはおかしなおかしな昆虫たちが生息している。そんな

なか、とりわけヘンな虫を選び出すと…。「決定!これがニッ
ポンのヘンな虫」「ここで出会える人気の虫」などを紹介。昆
虫採集の楽しみ方、虫好き対談等も収録。

〒780-0842 高知市追手筋2-1-1

TEL：088-823-4946 FAX：088-823-9352
https://otepia.kochi.jp/library


