
 

                                                    

 

 

  
    

今回は、いつもとちょっとちがう「ほんまち」です。 
このたび、公益財団法人日本自然保護協会様から推薦をいただき、三菱ガス化学株式会社様・ 

経団連自然保護協議会様より「生物多様性の本箱～みんなが生きものとつながる 100 冊～」の 
寄贈をいただきました。 
全 103 冊、幼児～中学生向けの絵本・図鑑を中心にした図書で、本棚もいただきました。 

  今号は寄贈本リストをご案内します。環境学習や総合学習よみきかせ等に、ぜひご利用ください。 
＊紙面の都合上、副書名・シリーズ名等、省略させていただいた図書があります。詳しくはカウンター職員におたずねください。 

 

～本の広場で待ってるぜ。VOL.17 (特別号)～ うらにつづく！！ 

 書名 出版者   書名 出版者 

1 カモのきょうだいクリとゴマ アリス館  26 干潟のくちばしじまん 星の環会 

2 地面の下のいきもの 福音館書店  27 多摩川のおさかなポスト 星の環会 

3 たねいっぱいわらったね アリス館  28 いこう！絶滅どうぶつ園 星の環会 

4 欠   29 どんぐりちゃん 星の環会 

5 ツーティのうんちはどこいった？ 偕成社  30 たねのはなし ほるぷ出版 

6 のにっき―野日記 アリス館  31 絵ときゾウの時間とネズミの時間 福音館書店 

7 みんなおなじでもみんなちがう 福音館書店  32 切っても切ってもプラナリア 岩波書店 

8 まあるい いのち 小学館  33 生物の消えた島 福音館書店 

9 生きものいっぱいゆたかなちきゅう そうえん社  34 蝶の目と草はらの秘密 冨山房 

10 いのちのいれもの サンマーク出版  35 およげなかったカバ「モモ」 新日本出版社 

11 いのちのつながり 福音館書店  36 葉っぱをまく虫 新日本出版社 

12 エゾオオカミ物語 講談社  37 「ハナ」は日本一のお母さん 新日本出版社 

13 かあさんふくろう 偕成社  38 お父さんゴリラは遊園地 新日本出版社 

14 ゴミにすむ魚たち 講談社  39 幻のカエル 新日本出版社 

15 欠   40 川の王さま オオサンショウウオ 新日本出版社 

16 たまごのはなし  ほるぷ出版  41 キノコを育てるアリ 新日本出版社 

17 田んぼの昆虫たんけん隊 星の環会  42 空の王者 イヌワシ 新日本出版社 

18 熱帯雨林のコレクション フレーベル館  43 カカトアルキのなぞ 新日本出版社 

19 ぼくのドングリ図鑑 岩崎書店  44 花になったカマキリ 新日本出版社 

20 ぼくとりなんだ  日本野鳥の会  45 助けあう生き物の話 学研プラス 

21 マザーツリー 小学館  46 別の生き物を利用する話  学研プラス 

22 もうひとつのどうぶつえん ひさかたチャイルド  47 寄生する生き物の話 学研プラス 

23 山に木を植えました 講談社  48 ともに進化する動物と植物の話 学研プラス 

24 野生の動物を守りたい 大日本絵画  49 だましあう生き物の話 学研プラス 

25 

 

もったいないばあさんと考えよう 

世界のこと 生きものがきえる 

講談社  50 池上彰のニュースに登場する 

世界の環境問題 動物の多様性 

さ・え・ら書房 
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つづきます！！ 
 

 
～本の広場で待ってるぜ。VOL.17 (特別号)～ 

 書名 出版者   書名 出版者 

51 琵琶湖のカルテ  文研出版  86 花と人間のかかわり 農山漁村文化協会 

52 こどものずかん Mio むし ひかりのくに  87 花に魅せられた人々 農山漁村文化協会 

53 Wonder Move大自然のふしぎ 講談社  88 花を生ける 農山漁村文化協会 

54 Wonder Move人体のふしぎ 講談社  89 日本の庭・世界の庭 農山漁村文化協会 

55 鳥 講談社  90 環境をつくる花 農山漁村文化協会 

56 魚 新訂版 講談社  91 どっこい生きてる、ゴミの中 保育社 

57 昆虫 新訂版 講談社  92 目で見る生命  さ・え・ら書房 

58 動物 新訂版 講談社  93 アリの目日記 平凡社 

59 宇宙 新訂版 講談社  94 海中記 福音館書店 

60 恐竜 新訂版 講談社  95 森・川・海 つながるいのち 童心社 

61 は虫類・両生類 講談社  96 セイヨウオオマルハナバチを追え 童心社 

62 DVD付 新版 昆虫 小学館  97 いのち にぎわう ふゆみずたんぼ 童心社 

63 微生物が地球をつくった 農山漁村文化協会  98 おかえり コウノトリ 童心社 

64 微生物が森を育てる 農山漁村文化協会  99 よみがえれ ゲンゴロウの里 童心社 

65 からだのなかの微生物 農山漁村文化協会  100 生きものをはぐくむ棚田の米づくり 童心社 

66 微生物が食べ物をつくる 農山漁村文化協会  101 日本にすみつくアライグマ 金の星社 

67 微生物から食べ物を守る 農山漁村文化協会  102 植物を食べつくすシカ 金の星社 

68 微生物は安全な工場 農山漁村文化協会  103 畑をあらすイノシシやサル 金の星社 

69 未来に広がる微生物利用 農山漁村文化協会  104 生ごみをあさるカラス 金の星社 

70 畑をつくる微生物 農山漁村文化協会  105 人里に現れるクマ 金の星社 

71 水田をつくる微生物 農山漁村文化協会     

72 地球環境を守る微生物 農山漁村文化協会     

73 昆虫たちの超能力 農山漁村文化協会     

74 暮らしの中の昆虫たち 農山漁村文化協会     

75 虫で虫を退治する 農山漁村文化協会     

76 昆虫のにおいの信号 農山漁村文化協会     

77 昆虫が身を守るふしぎな力 農山漁村文化協会     

78 昆虫のバイオテクノロジー 農山漁村文化協会     

79 昆虫ロボットの夢 農山漁村文化協会     

80 都市の昆虫・田畑の昆虫 農山漁村文化協会     

81 暮らしのなかの花 農山漁村文化協会     

82 植物はなぜ花を咲かすのか 農山漁村文化協会     

83 四季に花を咲かせる 農山漁村文化協会     

84 花をつくる、花をとどける 農山漁村文化協会     

85 花と人間の新しい関係を求めて 農山漁村文化協会     

図書の寄贈にご尽力いただいた皆々様、 

本当にありがとうございました。 

＊寄贈本は「調べ学習」「こどものほん」コーナー 

に配置されます。 

 


