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No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

1 生物多様性を考える 池田 清彦/著 中央公論新社 2012.3 /468/ｲｹ/ 1106699687

2
私たちにたいせつな生物多様性の
はなし

枝広 淳子/著 かんき出版 2011.7 /468/ｴﾀ/ 1106492059

3
生物多様性子どもたちにどう伝える
か

阿部 健一/編 昭和堂 2012.1 /468/ｾｲ/ 1107109983

4 生物多様性の多様性 森 章／著 共立出版 2018.1 /468/ﾓﾘ/ 1108948033

5
学生や市民のための生物多様性
読本

上赤 博文/著 南方新社 2013.7 /468/ｶﾐ/ 0111287170

6 はじめて学ぶ生物文化多様性 敷田 麻実／編著 他 講談社 2020.2 /519.8/ﾊｼ/ 0112109098

7 絵でわかる生態系のしくみ　新版
鷲谷 いづみ／著
後藤 章／絵

講談社 2018.12 /468/ﾜｼ/ 1109263101

8
サステイニング・ライフ
人類の健康はいかに生物多様性
に頼っているか

エリック・チヴィアン／編
著　他

東海大学出版部 2017.10 /468/ｻｽ/ 1108837681

9
オオカミがいないと、なぜウサギが
滅びるのか

山田 健/著
集英社インターナ
ショナル

2015.6 /468/ﾔﾏ/ 1108014679

10
絶滅危惧の生きもの観察ガイド
西日本編

川上 洋一/著 東京堂出版 2010.2 /482.1/ｶﾜ/ 1105952020

11
ニホンカワウソ
絶滅に学ぶ保全生物学

安藤 元一/著 東京大学出版会 2008.11 /489.58/ｱﾝ/ 1105510844

12
消えゆく動物　絶滅から動物を守る
撮影プロジェクト

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

2020.9 /482/ｻﾄ/ 0112188826

13
これが見納め　絶滅危惧の生きも
のたち、最後の光景

ダグラス・アダムス/〔著〕
他

みすず書房 2011.7 /480.4/ｱﾀ/ 0111094321

14
知っておきたい日本の絶滅危惧植
物図鑑

長澤 淳一／著
瀬戸口 浩彰／著

創元社 2020.4 /472.1/ﾅｶ/ 0112134785

15
終わりなき侵略者との闘い
増え続ける外来生物

五箇 公一／著
THE PAGE編集部／編

小学館クリエイティ
ブ

2017.7 /468/ｺｶ/ 0111726174

16
池の水ぜんぶ“は”抜くな!
外来種はみんなワルモノなのか

池田 清彦／監修
月刊つり人編集部／編

つり人社 2019.6 /468/ｲｹ/ 0112014259

17
外来生物のきもち
外来種って何でしょう

大島 健夫／著
メイツユニバーサル
コンテンツ

2020.6 /468/ｵｵ/ 0112155154

まもろう高知家自然のなかまたちパネル展（大人向けブックリスト）

　人類の社会活動や外来種の影響などにより、私たちを取り巻く自然環境は大きく変化しています。このブックリストでは、希少
な野生動植物を絶滅の危機から守り、今一度、生物の多様性の大切さを考えるきっかけとなる本をご紹介します。

【生物多様性と生態系】

【希少野生動植物の保護】

希少な野生動植物について本から学ぶ
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18
いのちの中にある地球　最終講義
持続可能な未来のために

デヴィッド・スズキ/著
辻 信一/訳

日本放送出版協会 2010.9 /468/ｽｽ/ 0111043778

19
人類は今やその行動力で自滅に向
かっている　地球生態系よりの考察

大嶋 泰治/著 晃洋書房 2013.7 /468/ｵｵ/ 1108328749

20 正義で地球は救えない
池田 清彦/著
養老 孟司/著

新潮社 2008.10 /519/ｲｹ/ 0110928962

21
ぼくの村がゾウに襲われるわけ。
野生動物と共存するってどんなこ
と?

岩井 雪乃／著 合同出版 2017.7 /480.9/ｲﾜ/ 1108708957

22
「関さんの森」の奇跡
市民が育む里山が地球を救う

関 啓子／著 新評論 2020.1 /519.81/ｾｷ/ 1109792356

23 川を歩いて、森へ 天野 礼子／著 中央公論新社 2017.2 /519.8/ｱﾏ/ 0111679281

24
ハチドリのひとしずく
いま、私にできること

辻 信一/監修 光文社 2005.11 /519.8/ﾊﾁ/ 0110850750

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

25
高知県レッドデータブック　高知県
注目種ガイド　2018　動物編

高知県レッドデータブック
（動物編）改訂委員会/編

高知県林業振興・
環境部　環境共生
課

2018.10 K/460/ｺｳ/ 1109208767

26
私が出会った絶滅危惧種の花たち
国実博写真集

国実 博/著 高知新聞総合印刷 2015.3 K/472/ｸﾆ/ 1108029263

27
ここまでわかったアユの本
変化する川と鮎、天然アユはどこに
いる?

高橋 勇夫/著，
東 健作/著

築地書館 2006.2 K/487/ﾀｶ/ 1104127004

28
四国のツキノワグマを守れ！
―50年後に100頭プロジェクト―
報告書

日本クマネットワーク/編
日本クマネットワー
ク

2020.3 K/489/ｼｺ/ 1109833408

29 生物の世界と土佐の自然 町田 吉彦/編著 高知新聞社 2001.12 K/404/ﾏﾁ/ 1104321466

30 土佐の鳥 渡邉 俊平／著 飛鳥 2020.2 K/488/ﾜﾀ/ 1109851913

31 土佐の植物暦 小林 史郎／著 高知新聞総合印刷 2020.9 K/470/ｺﾊ 0103372806

32 四万十川の魚図鑑 大塚 高雄/写真　他 ミナミヤンマ・クラブ 2010.7 K/487/ﾉﾑ/ 1106033226

○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。）
〇「請求記号」とは、本の背に貼っているラベルに書いている記号のことで、本はこの「請求記号」にしたがって並べられています。

【自然との共生】

【高知の自然と生きもの】

〒780-0842 高知市追手筋2-1-1

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


