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1
プラネットアース
イラストで学ぶ生態系のしくみ

レイチェル・イグノトフス
キー／著

創元社 2019.12 T/468/ｲｸ/ 1109685766

2
生物多様性の大研究
なぜいろいろな生き物がいるの?
地球でともにくらす知恵をさぐろう!

小泉 武栄/監修 PHP研究所 2011.6 /468/ｾｲ/ 0210543167

3
わたしたちの地球をすくおう
地球全体がわかる本　改訂・新
データ版

桐生 広人/著ほか 童心社 2010.3 /519/ｷﾘ/ 0210508965

4 いのちはめぐる 嶋田 泰子／文ほか 童心社 2017.9 /486/ｼﾏ/ 0210803932

5
消えゆく野生動物たち
そのくらしと絶滅の理由がわか
る絶滅危惧種図鑑

子供の科学編集部/編 誠文堂新光社 2014.7 /480/ｷｴ/ 1201656475

6 ライオン1頭
ケイティ・コットン／文
ほか

BL出版 2016.2 /480/ｺﾂ/ 0210770449

7
生きものがきえる
もったいないばあさんと考えよう
世界のこと

真珠 まりこ/作・絵 講談社 2010.5 /480.9/ｼﾝ/ 0210513349

8
ニホンカワウソはつくづく運がわる
かった?!　ひらめき動物保全学

熊谷 さとし／著 偕成社 2015.10 /482/ｸﾏ/ 0210763337

9 めぐみの森
藤原 幸一／しゃしん・
ぶん

新日本出版社 2019.4 /652.2/ﾌｼ/ 0210842369

10
すぐそこに、カヤネズミ
身近にくらす野生動物を守る方
法

畠 佐代子／著 くもん出版 2015.9 /489.47/ﾊﾀ/ 1201627112

11
おさわがせいきもの事典
外来生物大集合!

加藤 英明／監修，岡
田 卓也／絵

高橋書店 2019.5 /468/ｵｻ/ 0210843659

12
侵略!外来いきもの図鑑
もてあそばれた者たちの逆襲

ウラケン・ボルボックス
／絵と文，五箇 公一／
監修

パルコエンタテイ
ンメント事業部

2019.3 /481.7/ｳﾗ/ 0210835982

13
つれてこられただけなのに
外来生物の言い分をきく，生き
物たちの心のさけび!

小宮輝之／監修ほか 偕成社 2020.7 /468/ﾂﾚ/ 0210865989

14
ずかん海外を侵略する日本&世
界の生き物
見ながら学習調べてなっとく

今泉 忠明／監修 技術評論社 2017.8 /468/ｽｶ/ 0210802316

15 加藤英明、カミツキガメを追う! 加藤 英明／著 学研プラス 2019.11 /487.95/ｶﾄ/ 0210853808

16
セイヨウオオマルハナバチを追
え　外来生物とはなにか

鷲谷 いづみ/著，河野
修宏/絵

童心社 2011.1 /468/ﾜｼ/ 1201359054

かけがえのない動物や植物について学ぼう
　このブックリストでは、生態系や絶滅危惧種、外来生物について学べる本や、身近な自然についてについて知るための本など
を紹介しています。野生の動物や植物を守るために私たちができることや、自然の大切さを、本から考えてみませんか。

【生態系って何だろう？】

【外来の生き物たち】

【消えゆく野生の動物や植物】



オーテピア高知図書館 こどもコーナー　 2021.3

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

17
くらべてみよう!学校のまわりの
外国から来た植物　1　校庭

亀田 龍吉／写真・文 汐文社 2020.8 /471.71/ｸﾗ/1 0210867337

18
探検!里山いきもの図鑑
身近な自然を楽しもう!

一日一種／絵と文，五
箇 公一／監修

パルコエンタテイ
ンメント事業部

2020.3 /482.1/ｲﾁ/ 0210667303

19
さぐろう生物多様性
身近な生きものはなぜ消えた?

岡崎 務／著，小泉 武
栄／監修

PHP研究所 2020.9 /468/ｵｶ/ 0210867353

20 タンポポのずかん 小川 潔/監修 金の星社 2015.1 /479.99/ﾀﾝ/ 0210748133

21
海辺の生きもの大探検!
生物多様性から環境問題まで

川嶋 一成／著 PHP研究所 2019.8 /481.72/ｶﾜ/ 0210849290

22
ヤイロチョウ
深い森でくらす妖精

中村 滝男/著，上田
恵介/監修，森上 義孝
/絵

ポプラ社 2001.11 /488.99/ﾅｶ/ 1200750956

23
固有種が教えてくれること
北海道・本州・四国・九州にすむ
固有種

今泉 忠明／監修 金の星社 2020.2 /482.1/ｺﾕ/2 1202091557

24 四万十川　魚の国の物語 上村　登/著 文芸社 2019.6 /913.6/ｶﾐﾑ/ 0210820071

25 キノコ
大場 裕一/著，宮武
健仁/写真

くもん出版 2015.2 /474.85/ｵｵ/ 0210749601

26
「おさかなポスト」が教えてくれる
こと　多摩川の生態系を守る山
崎充哲

たけたに ちほみ/文 佼成出版社 2014.5 /519.8/ﾀｹ/ 0210633565

27 万葉と令和をつなぐアキアカネ 山口 進／写真・文 岩崎書店 2020.9 /486.39/ﾔﾏ/ 1202086193

28 きせきの海をうめたてないで!
キム ファン/著，大田黒
摩利/イラスト，たかおか
ゆみこ/イラスト

童心社 2014.8 /519.8/ｷﾑ/ 0210638583

29
鳥のいる地球はすばらしい
人と生き物の自然を守る

国松 俊英／著，関口
シュン／絵

文渓堂 2016.11 /488.1/ｸﾆ/ 0210787864

30 みんなで見守る世界遺産白神山地 斎藤 宗勝/著 アリス館 2011.9 /402.9/ｻｲ/ 0210550147

31
消えたレッサーパンダを追え!
警視庁「生きもの係」事件簿

たけたに ちほみ／文，
西脇 せいご／絵

学研プラス 2020.10 /317.7/ﾀｹ 0210868910

○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。
○「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。
○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。）
○高知県内の全ての市町村で本の返却、取り寄せができます。お近くの市町村立図書館等にお問い合わせください。

【身の回りの動植物に目を向けてみよう】

【野生の動物や植物を守る人々や取り組み】

【高知の自然を知ろう】

〒780-0842 高知市追手筋2-1-1

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


