
ミニ展示「科学館、動物園、植物園、水族館……博物館へ行こう！」資料リスト

○図録資料

タイトル 出版者 出版年月日等 請求記号

理科室からふるさとの自然を見つめて : 知れば知るほど面白い標

本の世界 : 平成30年度岐阜県博物館特別展図録 岐阜県博物館 2018.7 RA66-M1

岡山の野鳥たち : むかし・いま・みらい : 倉敷市立自然史博物館

第27回特別展図録 倉敷市立自然史博物館 2018.7 RA567-L457

隠岐の黒曜石 = The Obsidian from OKI Islands : 島根県立古代

出雲歴史博物館企画展 : 企画展図録

島根県立古代出雲歴史博物

館 2018.3 GC199-L69

地球を「はぎ取る」 : 地層が伝える大地の記憶 : 平成29年度特別

展図録

神奈川県立生命の星・地球

博物館 2017.7 ME551-L5

現代有用植物展 : くらしと植物のステキな関係 : 平成28年度特別

展 : 展示図録 埼玉県立自然の博物館 2016.9 Y121-L10513

化学と宮沢賢治 大阪市立科学館 2016.1 Y121-L13906

つながる川と海と人 : あそぶ・親しむ・守る : 平成28年度企画展

展示図録 千葉県立関宿城博物館 2016.1 NA183-L65

地震・噴火・洪水 : 災害復興の3万年史 : 阪神・淡路大震災二〇

年特別展図録 兵庫県立考古博物館 2015.4 GB76-L8

図録・仙山線交流電化試験

東北福祉大学・鉄道交流ス

テーション 2015.4 NC37-L33

三池炭鉱の歴史と技術 : 大牟田市石炭産業科学館ガイドブック 大牟田市石炭産業科学館 2014.3 (第2刷) DL83-L8

宇宙 (そら) と人の物語 : 小山市立博物館開館30周年記念第62回

企画展 小山市立博物館 2013.1 MB25-L2

開墾の技術史 : 蒲原平野のたんぼとはたけ : 図録 : 平成24年度企

画展 新潟市歴史博物館 2012.7 Y121-L533

近代の交通 : 船・鉄道・車の歴史 : 平成24年度川内歴史資料館特

別展図録 薩摩川内市川内歴史資料館 2012.7 DK7-L8

クラーク博士と札幌の植物 = Dr. W.S. Clark and his plants at

Sapporo : W・S・クラーク博士来札・札幌農学校開校百三十五

年記念 : 北海道大学総合博物館企画展示図録 北海道大学総合博物館 2012.3 RA55-J7

城陽を走った電車の話 : 奈良電から近鉄へ : 平成23年度春季特別

展 城陽市歴史民俗資料館 2012.1 Y121-J6569

病をいやす : くすり・まじない・神だのみ : 岩手県立博物館第62

回企画展展示図録 岩手県文化振興事業団 2010.3 SC28-J23

知の回廊 = UMUT Hall of Inspiration : 東京大学総合研究博物館

常設展示図録 東京大学総合研究博物館 2016.5 UA31-L155

石に描かれた鳥たちジョン・グールドの鳥類図譜 = The birds

were drawn on stones-John Gould's folio bird books 玉川大学教育博物館 2012.11 RA567-L25
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○科学館・博物館関係資料

タイトル 著者 出版者 出版年月日等 請求記号

ものづくり記念館博物館事典

日外アソシエーツ株式会社

編集 日外アソシエーツ 2018.12 D3-M11

大英自然史博物館の《至宝(トレジャーズ)》250

大英自然史博物館 編 , 国立

科学博物館 日本語版監修 ,

武井摩利 訳 創元社 2017.3 K16-L1060

科学・自然史博物館事典

日外アソシエーツ編集部

編 日外アソシエーツ 2003.7 M2-H28

科学博物館事典

日外アソシエーツ編集部

編集 日外アソシエーツ 2015.6 M2-L28

自然史博物館事典 : 動物園・水族館・植物園も収録

日外アソシエーツ編集部

編 日外アソシエーツ 2015.1 M2-L43

国立科学博物館のひみつ 成毛眞, 折原守 著 ブックマン社 2015.7 M61-L10

国立科学博物館のひみつ 地球館探検編

成毛眞 著 , 国立科学博物館

監修 ブックマン社 2017.3 M61-L14

生物毒の科学

ロナルド・ジェンナー, イ

ヴィンド・ウンドハイム 著

, 船山信次 監修 , 瀧下哉代

訳 エクスナレッジ 2018.9 RA411-L81

動物が見ている世界と進化

スティーヴ・パーカー 著 ,

蟻川謙太郎 監修 , 的場知之

訳 エクスナレッジ 2018.9 RA421-L22

蠅たちの隠された生活

エリカ・マカリスター 著 ,

桝永一宏 監修 , 鴨志田恵

訳 エクスナレッジ 2018.6 RA531-L349

サピエンス物語

ルイーズ・ハンフリー, ク

リス・ストリンガー 著 , 篠

田謙一, 藤田祐樹 監修 , 山

本大樹 訳 エクスナレッジ 2018.7 SA41-M3

見る目が変わる博物館の楽しみ方 : 地球・生物・人類を知る 矢野興一 編著 ベレ出版 2016.1 UA31-L167

挑戦する博物館 : 今、博物館がオモシロイ!! 小川義和, 五月女賢司 編著 ジダイ社 2018.6 UA31-L219

世界の美しい博物館 = BEAUTIFUL MUSEUM AROUND THE

WORLD

パイインターナショナル 編

著 パイインターナショナル 2018.7 UA31-L221

展示のデザインアルバム = THE EXHIBITION DESIGN ALBUM 洪恒夫 著 東京大学総合研究博物館 2019.4 xxx

科学館へようこそ : 関西～京都・大阪・神戸…の科学館ガイド 化学同人編集部 編 化学同人 2006.5 Y77-J5824

全国宇宙科学館ガイド

Space i 監修, 恒星社厚生閣

編集部 編 恒星社厚生閣 2016.7 Y77-L6323

るるぶにっぽんの博物館 JTBパブリッシング 2018.8 Y94-L46257

Milsil : 自然と科学の情報誌 12(3)=69:2019.5 国立科学博物館 Z74-F705

Milsil : 自然と科学の情報誌 12(2)=68:2019.3 国立科学博物館 Z74-F705
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○動物園・植物園・水族館関係資料

タイトル 著者 出版者 出版年月日等 請求記号

日本の植物園 岩槻邦男 著 東京大学出版会 2004.6 RA12-H20

打って出る京都府立植物園 : 幾多の困難を乗り越えて 松谷茂 著 淡交社 2011.1 RA12-J48

水族館の歴史 : 海が室内にやってきた

ベアント・ブルンナー 著 ,

山川純子 訳 白水社 2013.9 RA12-L10

動物園マネジメント = Zoo Management : 動物園から見えてくる

経営学

児玉敏一, 佐々木利廣, 東俊

之, 山口良雄 著 学文社 2013.9 RA12-L11

動物園学入門 = An Introduction to Zoo Science

村田浩一, 成島悦雄, 原久美

子 編 朝倉書店 2014.7 RA12-L14

日本の水族館

内田詮三, 荒井一利, 西田清

徳 著 東京大学出版会 2014.8 RA12-L16

都市・森・人をつなぐ : 森の植物園からの提言 植松千代美 編 京都大学学術出版会 2014.12 RA12-L23

日本の植物園 : 日本植物園協会50周年記念誌 日本植物園協会 編 八坂書房 2015.6 RA12-L28

世界一うつくしい植物園 = BEAUTIFUL BOTANICAL GARDEN In

The WORLD

木谷美咲 文 , 森田高尚 監

修 エクスナレッジ 2016.3 RA12-L35

日本動物園水族館協会75年史 : 1939年-2014年 日本動物園水族館協会 2016.3 RA12-L36

世界に一つだけの深海水族館 石垣幸二 監修 成山堂書店 2016.6 RA12-L37

動物園のつくり方 : 入門動物園学

PAUL A.REES 著 , 武田庄

平, 鈴木馨, 上野吉一, 竹村

勇司 訳 農林統計出版 2016.8 RA12-L38

竹島水族館の本 蒲郡市竹島水族館 著 風媒社 2016.12 RA12-L41

トレーニングという仕事 : 水族館トレーナーの知恵と技 志村博 著 東海大学出版部 2017.6 RA12-L42

いただきますの水族館 : 北の大地の水族館で学ぶ「いのち」のつ

ながり 中村元, 山内創 著 瀬戸内人 2017.7 RA12-L45

世界でたったひとつの動物園 : 渋川動物公園ができるまで : ノン

フィクション!! 宮本純男 著 [宮本純男] 2017.3 RA12-L48

生まれ変わる動物園 : その新しい役割と楽しみ方 田中正之 著 化学同人 2013.4 RA12-L5

無脊椎水族館 宮田珠己 著 本の雑誌社 2018.6 RA12-L54

水族館の文化史 : ひと・動物・モノがおりなす魔術的世界 溝井裕一 著 勉誠出版 2018.6 RA12-L55

動物園の社会心理学 : 動物園が果たす役割と地方動物園が抱える

問題 諸井克英, 古性摩里乃 著 晃洋書房 2018.9 RA12-L58
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動物園巡礼 木下直之 東京大学出版会 2018.11 RA12-L62

動物園から未来を変える : ニューヨーク・ブロンクス動物園の展

示デザイン 川端裕人, 本田公夫 著 亜紀書房 2019.3 RA12-M4

天王寺動物園100年の足あと : 100周年記念誌 大阪市天王寺動物園 2016.3 Y121-L17142

中村元の全国水族館ガイド112 中村元 写真・著 長崎出版 2010.7 Y77-J6272

るるぶにっぽんの水族館 JTBパブリッシング 2017.8 Y94-L39094

るるぶにっぽんの動物園 JTBパブリッシング 2018.2 Y94-L42356

関西FamilyWalker 2018-19秋冬号 KADOKAWA 2018.1 Y94-L47973
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※本ミニ展示期間の終了後、科学館・博物館関係資料および動物園・植物園・水族館関係資料については、原則として棚11bに配置します。

図録資料については、原則として書庫に配置します。本展示に使用したもの以外にも多くの図録資料を所蔵しており、NDL ONLINEを使って検索することが

できます。多くの場合、タイトルに展示会の名前、出版者に博物館等の名前を入れて検索すると資料がヒットします。


