
タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

ぞわぞわした生きものたち 金子 隆一／著 ソフトバンククリエイティブ 2012 457.8/ｶﾈ/

絶滅した奇妙な動物 川崎 悟司／著 ブックマン社 2009 457.8/ｶﾜ/

アンモナイト ニール・L.ラースン／著 アンモライト研究所 2009 457.8/ﾗｽ/

極限世界のいきものたち 横山 雅司／文 彩図社 2010 460.4/ﾖｺ/

極限生物摩訶ふしぎ図鑑 北村 雄一／絵と文 保育社 2009 460/ｷﾀ/

生きもののヘンな顔 小宮 輝之／監修 幻冬舎 2012 480.4/ｲｷ/

世界の奇妙な生き物図鑑 サー・ピルキントン=スマイズ／著 エクスナレッジ 2014 480.4/ｻﾋﾟ/

へんないきもの 早川 いくを／著 新潮社 2010 B480.4/ﾊﾔ/

せいぞろいへんないきもの 早川 いくを／著 バジリコ 2009 480.4/ﾊﾔ/

ずかんヘンテコ姿の生き物 今泉 忠明／監修 技術評論社 2012 480/ｽﾞｶ/

おかしな生きものミニ・モンスター ポーラ・ハモンド／著 二見書房 2009 480/ﾊﾓ/

深海世界 － パイインターナショナル 2012 481.7/ｼﾝ

忍者生物摩訶ふしぎ図鑑 北村 雄一／絵と文 保育社 2010 481/ｷﾀ/

生きものお宅拝見! 北村 雄一／絵と文 保育社 2011 481/ｷﾀ/

生きものプロポーズ摩訶ふしぎ図鑑 北村 雄一／絵と文 保育社 2011 481/ｷﾀ/

深海魚摩訶ふしぎ図鑑 北村 雄一／絵と文 保育社 2012 481/ｷﾀ/

深海の不思議な生物 藤倉 克則／監修 誠文堂新光社 2010 481/ｼﾝ/

暗闇の生きもの摩訶ふしぎ図鑑 見山 博／絵と文 保育社 2011 481/ﾐﾔ/

ドードーを知っていますか ショーン・ライス／絵 福武書店 1982 481/ﾗｲ/

くらげ 中村 庸夫／著 アスペクト 2009 483.3/ﾅｶ/

ひみつのウミウシ 水谷 知世／写真・文 誠文堂新光社 2011 484.6/ﾐｽﾞ/

ヒトデガイドブック 佐波 征機／著 TBSブリタニカ 2002 484.9/ｻﾊﾞ/

ナマコガイドブック 本川 達雄／著 阪急コミュニケーションズ 2003 484.9/ﾓﾄ/

ダンゴムシの本 奥山 風太郎／著 DU BOOKS 2013 485.3/ｵｸ/

ツノゼミ 丸山 宗利／著 幻冬舎 2011 486.5/ﾏﾙ/

甲虫カタチ観察図鑑 海野 和男／写真と文 草思社 2013 486.6/ｳﾝ/

ニッポンのヘンな虫たち 日本昆虫協会／監修 学研パブリッシング 2011 486/ﾆｯ/

シーラカンスの謎 安部 義孝／共著 誠文堂新光社 2014 487.6/ｱﾍﾞ/

ほか 山梨県立図書館

生物は40億年の歴史の中で環境にあわせて、様々なすがた・かたちに変化してきました。 

今回の展示では、めずらしい生き物やちょっと変わった生き物の特徴やくらし、行動に隠された理由、 

生き物の形のヒミツなどを、写真やイラストで分かりやすく解説された資料を中心に紹介します。 
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タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

世界をやりなおしても生命は生まれるか? 長沼 毅／著 朝日出版社 2011 460/ﾅｶﾞ/

生命には意味がある 長沼 毅／著 メディアファクトリー 2012 460/ﾅｶﾞ/

死なないやつら 長沼 毅／著 講談社 2013 460.4/ﾅｶﾞ/

世界は分けてもわからない 福岡 伸一／著 講談社 2009 460.4/ﾌｸ/

生物と無生物のあいだ 福岡 伸一／著 講談社 2007 460.4/ﾌｸ/

極限環境の生き物たち 大島 泰郎／著 技術評論社 2012 465/ｵｵ/

進化論の世界 ジェラード・チェシャー／著 創元社 2011 467.5/ﾁｪ/

動物トリビア図鑑 佐藤 栄記／著 東京書籍 2011 480.4/ｻﾄ/

犬とぼくの微妙な関係 日高 敏隆／著 青土社 2013 480.4/ﾋﾀﾞ/

動物は何を見ているか 日高 敏隆／著 青土社 2013 480.4/ﾋﾀﾞ/

動物たちはぼくの先生 日高 敏隆／著 青土社 2013 480.4/ﾋﾀﾞ/

動物たちのウンコロジー 今泉 忠明／著 明治書院 2011 481.3/ｲﾏ/

先生、カエルが脱皮してその皮を食べています! 小林 朋道／著 築地書館 2010 481.7/ｺﾊﾞ/

絵でわかる動物の行動と心理 小林 朋道／著 講談社 2013 481.7/ｺﾊﾞ/

サボり上手な動物たち 佐藤 克文／著 岩波書店 2013 481.7/ｻﾄ/

動物たちは何を考えている? 藤田 和生／編著 技術評論社 2015 481.7/ﾌｼﾞ/

動物たちの奇行には理由がある１ V.B.マイヤーロホ／著　江口英輔／訳 
 技術評論社 2009 481.7/ﾏｲ/1

絵ときゾウの時間とネズミの時間 本川 達雄／文 福音館書店 1994 481/ﾓﾄ/

プラナリアって何だろう? 宮崎 武史／著 幻冬舎ルネッサンス 2012 483.4/ﾐﾔ/

ほか

タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

シンメトリー デーヴィッド・ウェード／著 創元社 2010 404/ｳｪ/

右?左?のふしぎ Henri Brunner／[著] 丸善出版 2013 404/ﾌﾞﾙ/

黄金比 スコット・オルセン／著 創元社 2009 414/ｵﾙ/

幾何学の不思議 ミランダ・ランディ／著 創元社 2011 414/ﾗﾝ/

標本の本 村松 美賀子／企画・構成・文 青幻舎 2013 460.7/ﾋｮ/

ナノ・スケール生物の世界 リチャード・ジョーンズ／著 河出書房新社 2010 460.8/ｼﾞｮ/

生物の驚異的な形 エルンスト・ヘッケル／著 河出書房新社 2009 460.8/ﾍｯ/

探検!発見!ミクロのふしぎ 近藤 俊三／著 少年写真新聞社 2013 460/ｺﾝ/

絵とき生きものは円柱形 本川 達雄／文 福音館書店 2011 460/ﾓﾄ/

電子顕微鏡でみる超ミクロの世界 矢口 行雄／著 誠文堂新光社 2010 460/ﾔｸﾞ/

生き物たちのエレガントな数学 上村 文隆／著 技術評論社 2007 463.7/ｶﾐ/

波紋と螺旋とフィボナッチ 近藤 滋／著 学研メディカル秀潤社 2013 463.7/ｺﾝ/

微生物の世界を探検しよう 阿達 直樹／著 誠文堂新光社 2009 465/ｱﾀﾞ/

美しいプランクトンの世界 クリスティアン・サルデ／著 河出書房新社 2014 468.6/ｻﾙ/

新世界透明標本 冨田 伊織／作 小学館 2009 480.7/ﾄﾐ/

REAL BONES 湯沢 英治／写真 早川書房 2013 481.1/ﾕｻﾞ/

写真で見る小さな生きものの不思議 皆越 ようせい／著 平凡社 2013 481.7/ﾐﾅ/

動物の骨 ロブ・コルソン／文 辰巳出版 2015 481/ｺﾙ/

小さなモンスターたち 西永奨／著 洋泉社 2012 486/ﾆｼ/

素数ゼミの謎 吉村 仁／著 文藝春秋 2005 486/ﾖｼ/

自然に学ぶものづくり図鑑 赤池 学／監修 PHP研究所 2011 500/ｼｾﾞ/

世界の美しい透明な生き物 － エクスナレッジ 2013 748/ｾｶ/

フィボナッチ ジョセフ・ダグニーズ 文
ジョン・オブライエン 絵
渋谷弘子 訳 さ・え・ら書房 2010 E/ﾌｨ/
ほか 山梨県立図書館

〈おもしろい〉生き物の世界


