
資料番号 タイトル 人名 出版社 保管場所

0117314658 あかパン パイインターナショナル／編著 東京：パイインターナショナル 自然科学  

0117301515 アナグマはクマではありません 福田　幸広／写真・文 東京：東京書店 自然科学  

0116086489 アルパカ 東京書籍出版編集部／編 東京：東京書籍 芸術      

0116921198 あるぱかファン 東京：辰巳出版 農業園芸 

0116680836 イタリアの猫 岩合　光昭／写真・文 東京：新潮社 農業園芸 

0117123307 犬川柳　柴犬バカ一代 東京：辰巳出版 農業園芸 

0117279406 犬川柳　柴犬プラス 東京：辰巳出版 農業園芸 

0117673129 今、いちばんアツい鳥ハシビロコウが好きだ! 南幅　俊輔／著 東京：洋泉社 自然科学  

0117614487 癒しの虫たち 川邊　透／著 志木：repicbook 自然科学  

0116929720 インコの時間 青木　愛弓／文 東京：誠文堂新光社 農業園芸 

0117015321 うさぎ島 福田　幸広／写真 東京：日経ナショナルジオグラフィック社 芸術      

0116769068 美しいくらげ 中村　庸夫／著 東京：アスペクト 自然科学  

0114879505 エゾシマリス 富士元　寿彦／著 札幌：北海道新聞社 自然科学  

0117317420 エゾリーナ 久保　ヒデキ／写真 東京：扶桑社 自然科学  

0117263756 カエルLIFE 東京：エクスナレッジ 自然科学  

0117071431 顔がわかるさかな図鑑 知来　要／著 東京：宝島社 自然科学  

0117404178 かぴばら 岩合　光昭／著 東京：クレヴィス 自然科学  

0116228172 かわいいウミウシ 今本　淳／写真・文 東京：二見書房 自然科学  

0117289645 かわいいスズメたち 小宮　輝之／監修 東京：二見書房 自然科学  

0117299412 かわいい鳥の赤ちゃん ポンプラボ／編集 東京：徳間書店 自然科学  

0117328617 かわいいふくろう 鳥くん／監修 東京：エムディエヌコーポレーション 自然科学  

0117142091 クオッカ 山と溪谷社／編 東京：山と溪谷社 芸術      

0117456418 小鳥草子 中村　文／著 東京：山と溪谷社 自然科学  

0117607820 こねこ 岩合　光昭／著 東京：クレヴィス 農業園芸 

0116910167 365日のまるたろう @hedgehogdays／著 東京：扶桑社 農業園芸 

0117308783 幸せの青い鳥 真木　広造／撮影・監修 東京：メイツ出版 自然科学  

特集名：長野５～６月一般向けテーマ本「癒しの動物たち」
特集期間：２０２０／５／１６～２０２０／６／２５



0117314096 柴犬 福田　豊文／写真 東京：河出書房新社 農業園芸 

0117631721 しまえながのきもち 山本　光一／著 札幌：北海道新聞社 自然科学  

0117577049 自由ネコ 岩合　光昭／著 東京：辰巳出版 農業園芸 

0115614646 捨て犬サンの人生案内 広田　千悦子／文 東京：メディアファクトリー 農業園芸 

0117175364 世界の美しい犬101 レイチェル・ヘイル・マッケナ／写真 東京：パイインターナショナル 農業園芸 

0116987546 世界の美しい馬 リズ・ライト／文 東京：グラフィック社 農業園芸 

0117242867 世界の美しいウミウシ パイインターナショナル／編著 東京：パイインターナショナル 自然科学  

0117279307 世界の美しいトカゲ パイインターナショナル／編著 東京：パイインターナショナル 自然科学  

0117027805 世界の美しい猫101 レイチェル・ヘイル・マッケナ／写真 東京：パイインターナショナル 農業園芸 

0117090464 世界のキレイでかわいいカエル PIE BOOKS／編著 東京：パイインターナショナル 自然科学  

0117140855 世界のひつじめぐり 本出　ますみ／監修 東京：グラフィック社 農業園芸 

0117361758 絶景・秘境に息づく世界で一番美しいクジラ&イルカ図鑑 水口　博也／編著 東京：誠文堂新光社 自然科学  

0117483172 立ち猫 山本　正義／著 東京：ナツメ社 農業園芸 

0117609412 旅にゃんこ日本の四季をゆく だいきち&ふくちゃん 長澤　大輔／著 東京：イカロス出版 農業園芸 

0117396036 ちいさなかわいいハーベストマウス MdN編集部／編 東京：エムディエヌコーポレーション 自然科学  

0115761108 動物チラリズム やきそばかおる／撮影・文 東京：ソニー・マガジンズ 芸術      

0117153064 ときめくインコ図鑑 おぴ〜とうもと／写真・監修 東京：山と溪谷社 農業園芸 

0117259796 ときめく金魚図鑑 尾園　暁／写真・文 東京：山と溪谷社 産業      

0116813627 ときめく小鳥図鑑 中村　文／文 東京：山と溪谷社 自然科学  

0116813619 ときめくチョウ図鑑 今森　光彦／写真・文 東京：山と溪谷社 自然科学  

0117133504 どすぬき猫川柳 東京：辰巳出版 農業園芸 

0116946393 飛び猫 五十嵐　健太／著 東京：KADOKAWA 農業園芸 

0117649707 ナマケモノでいいんだよ ルーシー・クック／著 東京：光文社 自然科学  

0117207480 にっぽんスズメしぐさ 中野　さとる／写真 東京：カンゼン 自然科学  

0117568485 にっぽん文鳥絵巻 ポンプラボ／編 東京：カンゼン 農業園芸 

0117250100 日本最北端の水族館で会えるフウセンウオ ノシャップ寒流水族館／監修 東京：二見書房 自然科学  

0117237222 日本のかわいい小鳥 鳥くん／監修 東京：エムディエヌコーポレーション 自然科学  

0117565341 日本のかわいい鳥と花 真木　広造／写真 東京：パイインターナショナル 自然科学  

0116886045 日本一寝顔が酷い絶世の美猫セツちゃん mino／著 東京：祥伝社 農業園芸 

0118365519 ねこ輝く 岩合　光昭／著 東京：辰巳出版 農業園芸 

0117307595 ねこといぬ 岩合　光昭／著 東京：クレヴィス 農業園芸 

0117216259 ネコとずっと 岩合　光昭／著 東京：辰巳出版 農業園芸 



0117316174 ネコの裏側 芳澤　ルミ子／著 東京：辰巳出版 農業園芸 

0117384214 ねこのおくち パイインターナショナル／編著 東京：パイインターナショナル 農業園芸 

0117185454 ねこのおてて パイインターナショナル／編著 東京：パイインターナショナル 農業園芸 

0117304675 ねこのおみあし パイインターナショナル／編著 東京：パイインターナショナル 農業園芸 

0116698127 ネコライオン 岩合　光昭／著 東京：クレヴィス 自然科学  

0117231431 ねこ科 岩合　光昭／著 東京：クレヴィス 自然科学  

0117702373 ねこチラ パイインターナショナル／編著 東京：パイインターナショナル 農業園芸 

0117617563 ネコもよう図鑑 浅羽　宏／著 京都：化学同人 自然科学  

0117287367 のら猫拳キッズ 久方　広之／写真 東京：エムディエヌコーポレーション 農業園芸 

0117587766 ハシビロコウのすべて 今泉　忠明／監修 東京：廣済堂出版 自然科学  

0117019901 ハリネズミまるたろうのハリケツ! @hedgehogdays／著 東京：一迅社 農業園芸 

0116816802 ハリネズミまるたろうの毎日 @hedgehogdays／著 東京：宝島社 農業園芸 

0117470898 ハルタとマイロ すずき　けんいち／著 東京：辰巳出版 芸術      

0116490319 ぱんだ 岩合　光昭／著 東京：クレヴィス 自然科学  

0115756934 パンダ 岩合　光昭／写真・文 東京：新潮社 自然科学  

0115901530 ひつじがすき 佐々倉　裕美／文 東京：山と溪谷社 農業園芸 

0117449132 ひなエナガちゃん 小原　玲／著 東京：講談社ビーシー 自然科学  

0116084252 ふたごのクマクマ 岡林　ちひろ／文 東京：長崎出版 自然科学  

0117643163 ふたばPHOTOBOOK 南幅　俊輔／撮影 東京：廣済堂出版 自然科学  

0117021121 ぶるわん カルリ・ダビッドソン／著 東京：日経ナショナルジオグラフィック社 農業園芸 

0115777807 プレーリードッグのき・も・ち 宮嶋　恵一／著 東京：どうぶつ出版 農業園芸 

0117684498 へそ天にゃんこ すむぞう／編著 東京：三笠書房 農業園芸 

0116747437 ヘビ、トカゲ、ヤモリ 松橋　利光／写真・文 東京：グラフィック社 自然科学  

0116714882 ペンギン空を飛ぶ 東京：エクスナレッジ 自然科学  

0117123786 ペンギンの楽園 水口　博也／著 東京：山と溪谷社 自然科学  

0117046375 ほんわかクラゲの楽しみ方 平山　ヒロフミ／著 東京：誠文堂新光社 自然科学  

0116433558 豆柴センパイと捨て猫コウハイ 石黒　由紀子／著 東京：幻冬舎 農業園芸 

0117135079 マルといつもいっしょ かんみ／著 東京：洋泉社 農業園芸 

0116437831 みさおとふくまる 伊原　美代子／写真・文 東京：リトルモア 芸術      

0116730102 みさおとふくまる 伊原　美代子／写真・構成・文 東京：リトルモア 芸術      

0117098095 メダカ生活はじめませんか? 馬場　浩司／監修 東京：ナツメ社 産業      

0117575373 もうどく水族館 サンシャイン水族館／著 東京：KADOKAWA 自然科学  



0117469882 もっとねこのおてて パイインターナショナル／編著 東京：パイインターナショナル 農業園芸 

0117422311 野生ネコの教科書 ルーク・ハンター／著 東京：エクスナレッジ 自然科学  

0116402421 ヤマネにあえた日 西村　豊／写真・文 京都：光村推古書院 自然科学  

0116076605 わさお 主婦の友社／編 東京：主婦の友社 農業園芸 


