
知立市図書館 テーマ別 おすすめ本  

テーマ：いきもの 

 

低学年 

あさがお 荒井 真紀／文・絵 47 ア 金の星社 2011 

せみとりめいじん かみや しん／作 奥本 大三郎／監修 E カ 福音館書店 2001 

ぼく、だんごむし 得田 之久／文 たかはし きよし／絵 E タ 福音館書店 2005 

セミとわたしはおないどし 高岡 昌江／文 さげさか のりこ／絵 48 サ 福音館書店 2012 

やぶかのはなし 栗原 毅／文 長 新太／絵 E チ 福音館書店 1994 

ミミズのふしぎ 皆越 ようせい／写真・文 48 ミ ポプラ社 2004 

ぼくのわたしのこんちゅうえん 小林 俊樹／文 津田 櫓冬／絵 48 ｺ 福音館書店 2000 

むしとりにいこうよ! はた こうしろう／作 E ハ ほるぷ出版 2013 

アサギマダラの手紙 横田 明子／作 井川 ゆり子／絵 91 ヨ 国土社 2019 

さとやまさん 工藤 直子／文 今森 光彦／写真 E イ アリス館 2018 

ブルちゃんは二十五ばんめの友だち 最上 一平／作 青山 友美／絵 91 モ 新日本出版社 2017 

カモノハシくんはどこ? ジェラール・ステア/作 ウィリー・グラサウア/絵 河野万里子/訳 E グ 福音館書店 2002 

サイモンは、ねこである。 ガリア・バーンスタイン／作 なかがわ ちひろ／訳 E バ あすなろ書房 2017 

ろくべえまってろよ 灰谷 健次郎／作 長 新太／絵 E チ 文研出版 1975 

がんばれ、アンズ! 鈴木 博房／作 宮尾 和孝／絵 31 ス 岩崎書店 2018 

パンダの手には、かくされたひみつがあった! 山本 省三／文 喜多村 武／絵 48 ヤ くもん出版 2007 

ジンベエザメのはこびかた 松橋 利光／写真 高岡 昌江／文 宮野 耕治／絵 48 マ ほるぷ出版 2015 

いろいろいっぱい ニコラ・デイビス／文 エミリー・サットン／絵 越智 典子／訳 E サ ゴブリン書房 2017 

 

中学年 

カブトムシのなつ いしい つとむ／作 E イ 文研出版 2015 

オニヤンマ空へ 最上 一平／作 市居 みか／絵 E イ 岩崎書店 2002 

いのちはめぐる 嶋田 泰子／文 佐藤 真紀子／絵 E サ 童心社 2017 

どうなってるの?どうぶつの歯 鈴木 勝／作 鈴木 貴博／作 吉田 葉子／絵 E ヨ はる書房 2019 

せかいでいちばん手がかかるゾウ 井の頭自然文化園／文 北村 直子／絵 E キ 教育評論社 2014 

牙なしゾウのレマ 滝田 明日香／文 小林 絵里子／絵 E コ NHK 出版 2015 

いのちかがやけ!タイガとココア あんず ゆき／文 48 ア 文溪堂 2009 

チリメンモンスターをさがせ! きしわだ自然資料館／監修 66 チ 偕成社 2009 

あったかいな くすのき しげのり／作 片山 健／絵 E カ 廣済堂あかつき 2016 



高学年 

赤いカブトムシ 那須 正幹／作 見山 博／絵 91 ナ 日本標準 2007 

コアラ病院へようこそ スージー・エスターハス／文と写真 海都 洋子／訳 48 エ 六耀社 2016 

ザトウクジラ ヨハンナ・ジョンストン／作 レナード・ワイスガード／絵 E ワ 好学社 2018 

うなぎのうーちゃんだいぼうけん くろき まり／文 すがい ひでかず／絵 E ス 福音館書店 2014 

絵ときゾウの時間とネズミの時間 本川 達雄／文 あべ 弘士／絵 48 モ 福音館書店 1994 

ダーウィンのミミズの研究 新妻 昭夫／文 杉田 比呂美／絵 48 ニ 福音館書店 2000 

生きものビックリ食事のじかん ジェンキンズ、ペイジ/作 佐藤 見果夢/訳 E ジ 評論社 2015 

ゴミにすむ魚たち 大塚 幸彦／文・写真 48 オ 講談社 2011 

マヤの一生 椋 鳩十／著 小泉 澄夫／画 91 ム 理論社 2014 

素数ゼミの謎 吉村 仁／著 石森 愛彦／絵 48 ヨ 文藝春秋 2005 

森の診療所ものがたり 竹田 津実／作 岡本 順／絵 91 タ 偕成社 2019 

ぼくはアホウドリの親になる 南 俊夫／文・写真 山階鳥類研究所／監修 48 ミ 偕成社 2015 

迷いクジラの子守歌 安東 みきえ／著 91 ア PHP 研究所 2016 

しだれ桜のゴロスケ 熊谷 千世子／作 竹熊 ゴオル／絵 91 ク 文研出版 2018 

動物のおじいさん、動物のおばあさん 高岡 昌江／文 すがわら けいこ／絵 48 タ 学研教育出版 2014 

シャイローがきた夏 フィリス・レイノルズ・ネイラー/著  

さくま ゆみこ/訳 岡本 順/画 

93 ネ あすなろ書房 2014 

人の心に木を植える 畠山 重篤／著 スギヤマ カナヨ／絵 51 ハ 講談社 2018 
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