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                    資料展示リスト（2014 年７月 1 日～8 月 17 日） 
 

   

 

 

 

  
                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

きょうりゅうってなぁに？ （かがくのほん） 

書     名 著者名 出版社 出版年 分類 

恐竜（ポプラディア大図鑑ＷＯＮＤＡ）  真鍋真監修 ポプラ社  2013.6 457 

こども大図鑑恐竜 
ﾀﾞｸﾞﾗｽ･ﾊﾟｰﾏｰ著 池田比佐子訳  

小畠郁生日本語版監修   
河出書房新社  2013.10 457 

スーパービジュアル恐竜図鑑   
〔ｼﾞｮﾝ･ｳｯﾄﾞﾜｰﾄﾞ〕〔著〕 

〔ﾋﾟｰﾀｰ｡ﾐﾆｽﾀｰ〕〔ｲﾗｽﾄ〕 
講談社 2012.3 457 

実物大恐竜図鑑   
デヴィッド・ベルゲン著 

藤田千枝訳 
小峰書店 2006.5 457 

これがほんとの大きさ！ 続  
スティーブ・ジェンキンズ作 

佐藤見果夢訳 
評論社 2008.7 E 

恐竜時代 １ 起源から巨大化へ(岩波ジュニア新書) 小林快次著  岩波書店 2012.6 457 

新・恐竜論 地球の忘れものを理解する本 ヒサクニヒコ著 ＰＨＰ研究所  2004.3 457 

恐竜研究室 １～３ ヒサクニヒコ文・画  あかね書房 2012.7 457 

これならわかる！クイズ式たのしい恐竜学   福井県立恐竜博物館編・著  今人舎 2013.7 457 

恐竜博物館（しぜんのほん） ヒサクニヒコ絵・文  ﾊｯﾋﾟｰｵｳﾙ社 2004.11 457 

恐竜のけんきゅう（ようこそ恐竜はくぶつかんへ １） アリキ文絵 神鳥統夫訳 リブリオ出版 1999.9 457 

恐竜のなぞ（ようこそ恐竜はくぶつかんへ ２） アリキ文絵 神鳥統夫訳 リブリオ出版 1999.9 457 

埼玉県立久喜図書館 子ども図書室 

久喜市下早見 85－5 Tel：0480-21-2659 

 ２億 5100 万年前に誕生して、6550 万年前に絶滅

した恐竜。どんなすがたでどんなくらしをしていた

の？ 久喜図書館子ども図書室で所蔵するこどもの本

から、かがくの本、絵本、SF、ファンタジー、工作本

などなど、ユニークな恐竜本を紹介する展示です。 

県立自然の博物館からアンモナイトも出張中です。 
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書     名 著者名 出版社 出版年 分類 

恐竜研究所へようこそ   林原自然科学博物館著  童心社 2007.5 457 

どうしてわかるきょうりゅうのすがた 工藤晃司ぶん・え  大日本図書 2001.2 457 

どれがほんとう？恐竜のすがた（調べるっておもしろい！） 七尾純著  アリス館 2003.1 457 

恐竜のタマゴ   ヒサクニヒコ文・絵  講談社 1996.7 45 

きょうりゅう   
スズキサトルえ 

まつしたさゆりさく 
えほんの杜 2013.7 E 

恐竜時代（エンサイクロペディア太古の世界） 
ロバート・サブダさく 

マシュー・ラインハートさく 
大日本絵画 2005.10 E 

生きている！？ 恐竜の世界（１ティラノサウルスと巨大

肉食恐竜、２ヴェロキラプトルと小型肉食恐竜、３トリケラト

プスと角竜のなかま、４ブラキオサウルスと雷竜のなかま、５

ブラキオサウルス・ステゴサウルスのなかま、６パラサウロロ

フス・イグアナドンのなかま） ★ 

デイヴィッド・ウェスト絵 

ロニー・ランドール文 

池田比佐子訳 

小畠郁生日本語版監修 

岩崎書店 2012 457 

恐竜王国（１ティラノサウルス、２ブラキオサウルス、３ト

リケラトプス、４ステゴサウルス、５エドモントサウルス、６

デイノニクス、カウディプテリクス、スキピオニクス）★ 

ﾌｧﾋﾞｵ ﾏﾙｺ ﾀﾞﾗ･ｳﾞｪｯｷｱ文  ﾚｵﾈ

ｯﾛ･ｶﾙｳﾞｪｯﾃｨ、ﾙｶ･ﾏｯｼｰﾆｲﾗｽﾄ  

真鍋真日本語版監修   

ポプラ社 2004 457 

アパトサウルス かみなり竜のくらし 小田隆著 平山廉監修 ポプラ社 2007.6 457 

ヴェロキラプトル はねのある小さな肉食恐竜 小田隆絵 平山廉文・監修  ポプラ社 2008.7 457 

ティラノサウルス 小田隆作絵 真鍋真監修 金の星社 2005.3 457 

つばさをもった恐竜族（たくさんのふしぎ傑作集） 重井陸夫文 夏目義一絵 福音館書店 1992.10 457 

とりになったきょうりゅうのはなし（かがくのとも絵本） 大島英太郎さく  福音館書店 2010.6 E 

日本の恐竜（しぜんのほん） ヒサクニヒコ絵・文  ﾊｯﾋﾟｰｵｳﾙ社 2005.8 457 

日本全国恐竜に会いに行こう！世界の恐竜大図鑑 〔東洋一〕〔監修〕  昭文社 2007 457 

恐竜と遊ぼう 博物館で恐竜を１００倍楽しむ方法 北村雄一著  誠文堂新光社 2002.7 457 

恐竜博物館   川嶋隆義撮影 真鍋真監修 ポプラ社 2011.7 457 

 

 

発掘・はっくつ  

日本恐竜探検隊 （岩波ジュニア新書） 真鍋真編著 小林快次編著 岩波書店 2004.11 457 

恐竜と歩こう！ 足跡化石の発掘と研究 石垣忍著 友永たろ絵 童心社 2008.6 457 

バーナムの骨 ティラノサウルスを発見した化石ハン

ターの物語 

トレイシー・Ｅ．ファーン文 

ボリス・クリコフ絵 
光村教育図書 2013.2 E 

恐竜をほりだす（ようこそ恐竜はくぶつかんへ ３） アリキ文絵 神鳥統夫訳 リブリオ出版 1999.9 457 

足跡からわかる恐竜の生活 肉食・草食、移動・定住、

単独・群れ、年齢などを探る 
松川正樹著  誠文堂新光社 2007.3 457 

掘り出された恐竜大化石（よみがえる化石恐竜たち）★ たかしよいち作 打道宗廣絵 絵本塾出版 2013.11 457 

恐竜の足あとを追え 大地の研究 松川正樹著 小畠郁生著 あかね書房 1991.12 45 

くびながりゅうをさがせ（とおい昔の謎をとく ２） たかしよいち文 石津博典え 理論社 1986.7 45 

恐竜はっくつ記（たくさんのふしぎ傑作集） 長谷川善和文 夏目義一絵 福音館書店 1998.4 457 
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化石・カセキをさがそう 

書     名 著者名 出版社 出版年 分類 

さあ化石をさがしにいこう！ 全国化石観察ガイド 自然環境研究オフィス著  遊タイム出版 2007.7 457 

アンモナイトと三葉虫 大むかしのヘンな生き物のヒミツ 子供の科学編集部編  誠文堂新光社 2012.7 457 

よみがえる太古の生きもの 化石は語る 増田孝一郎著  評論社 2000.3 457 

化石はおしえてくれる（ようこそ恐竜はくぶつかんへ５） アリキ文・絵 神鳥統夫訳 リブリオ出版 1999.9 457 

進化ってなんだろう（ようこそ恐竜はくぶつかんへ６） ｼﾞｮｱﾝﾅ･ｺｰﾙ文 アリキ絵 リブリオ出版 1999.9 457 

石の中のうずまきアンモナイト（たくさんのふしぎ傑作集） 三輪一雄文・絵 松岡芳英写真 福音館書店 2010.2 457 

化石をみつけた少女 メアリー・アニング物語 
キャサリン・ブライトンさく 

せなあいこやく 
評論社 2001.1 E 

のんびりオウムガイとせっかちアンモナイト   三輪一雄作絵  偕成社 2006.11 E 

海辺の宝もの   ヘレン・ブッシュ著 鳥見真生訳 あすなろ書房 2012.4 933 

 

想像するチカラ 恐竜のえほんとものがたり 

きょうりゅうきょうりゅう   
バイロン・バートンさく 

中川千尋やく 
福武書店 1991.5 E 

きょうりゅうくんとさんぽ   シド・ホフ作 乾侑美子訳 ペンギン社 1980.5 E 

きょうりゅうたち  
ペギー・パリッシュ文 

アーノルド・ローベル絵 
文化出版局 1983.4 45 

きょうりゅうのかいかた 
くさのだいすけぶん 

やぶうちまさゆきえ 
岩波書店 1983.11 E 

だくちるだくちる はじめてのうた 阪田寛夫文 長新太絵 福音館書店 1993.11 E 

ねぇママ、どうしてきょうりゅうはがっこうへいかないの？   
カンタン・グレバン作 

スギヤマカナヨ訳 
セーラー出版 2009.12 E 

ぼくがきょうりゅうだったとき まつおかたつひで作・絵  ポプラ社 2011.7 E 

ほね、ほね、きょうりゅうのほね   
バイロン・バートン作 

かけがわやすこ訳 
佑学社 1992.11 E 

恐竜さがし（フリズル先生のマジック・スクールバス） 
ジョアンナ・コール文 

ブルース・ディーギン絵 
岩波書店 1995.9 E 

「恐竜の大陸」シリーズ ★ 黒川みつひろ作絵  小峰書店 1992～98 E 

「たたかう恐竜」シリーズ ★ 黒川みつひろ作絵  小峰書店 2000～12 E 

「恐竜だいぼうけん」シリーズ ★ 黒川みつひろ作絵  小峰書店 2012～ E 

恐竜の谷 小さな恐竜親子の物語 黒川みつひろ著  こぐま社 2012.8 E 

新・恐竜たち（絵巻えほん） 黒川みつひろ著  こぐま社 2008.4 E 

ぼくのロボット恐竜探検（福音館のかがくのほん） 松岡達英さく  福音館書店 1994.10 45 

ミムスのぼうけん 恐竜物語 松岡達英作  小学館 1991.4 45 

ブロンのぼうけん 恐竜物語  松岡達英作  小学館 1990.1 45 

雨の恐竜（ミステリーｙａ！） 山田正紀作  理論社 2007.3 913.6 

きょうりゅう一ぴきください   竹下文子文 高畠純絵 偕成社 1994.7 913.6 
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書     名 著者名 出版社 出版年 分類 

おふろのなかからモンスター 
ディック・キング＝スミス作 

金原瑞人訳 
講談社 2000.9 933 

きょうりゅうが図書館にやってきた ★ ｱﾝ･ﾌｫｰｻｲｽ作 熊谷鉱司訳 金の星社 1991.12 93 

きょうりゅう大すき！   
アンジェラ・マカリスター作 

多賀京子訳 
徳間書店 1998.11 933 

ダイノトピア 恐竜国漂流記 ★ 
ジェームス・ガーニー作 

沢近十九一訳 
フレーベル館 1992.11 93 

恐竜の世界（ＳＦこども図書館 １３） コナン・ドイル作 久米穣訳 岩崎書店 1981.3 93 

謎の足跡事件（恐竜探偵フェントン １）★ 
Ｂ．Ｂ．カルホーン作 

千葉茂樹訳 
小峰書店 1997.12 933 

恐竜の谷（ノーチラス号の冒険 ４） 
ヴォルフガンク・ホールバイン

著 平井吉夫訳 
創元社 2006.10 943 

ＳＦセレクション １ 時空の旅 赤木かん子編  ポプラ社 2005.2 908 

冒険ファンタジー名作選 １ ロストワールド   岩崎書店 2003.10 908 

冒険ファンタジー名作選 ２０ 恐竜１億年   岩崎書店 2004.10 908 

     

おもしろ恐竜本（きょうりゅうぼん） 

ウォーターハウス・ホーキンズの恐竜   
バーバラ・ケアリー文 

ブライアン・セルズニック絵 
光村教育図書 2003.2 E 

ぼくは恐竜造形家  夢を仕事に 荒木一成著  岩崎書店 2010.2 507 

恐竜学ノート 恐竜造形家・荒木一成のこうすればかっ

こうよく作れる恐竜模型 
荒木一成著 こどもくらぶ編 今人舎 2008.5 507 

恐竜のつくりかた   
竹内しんぜん著 

高瀬ゆうじ写真 
グラフィック社 2013.7 751 

寺越慶司の恐竜 
寺越慶司文・絵 

〔小畠郁生〕〔監修〕 
フレーベル館 2007.8 

J457.

87 

Let’s enjoy ORIGAMI 恐竜折り紙をたのしもう！

（大人と子どものあそびの教科書） 

こどもくらぶ編 

高井弘明折り紙監修 
今人舎 2011.8 754 

木の実の恐竜たち マツボックリやドングリで作る不

思議なおもしろクラフト 
中山圭子著  トンボ出版 2004.10 754 

★ シリーズのある本 

 

 

博物館との連携展示です 

 埼玉県立自然の博物館 
Tel：0494-66-0404（代表） 
 

特別展（6/11～10/26） 

「恐竜時代-海と陸の支配者たち」 

 

 

 

特別展（6/11～10/26） 

「恐竜時代-海と陸の支配者たち」 

 

 大人向け資料展 

「恐竜時代」は 

２階閲覧室で 

開催中（～7.31） 

夏休みこども講座「教えて！学芸員さん」 

平成 26 年 7 月 24 日（木）14:00～15:30 

「埼玉の恐竜時代」北川博道さん 

（県立自然の博物館 学芸員） 

会場：１階視聴覚ホール 入場無料・申込不要 


