
タイトル 著者 出版者 出版年
きれいですごい鳥　 赤木かん子／文 パイインターナショナル 2014.1 488 ｱｶｷ 児童
ゆかいな聞き耳ずきん　 石塚徹／文 福音館書店 2015.9 488 ｲｼｽ 児童
鳥のくらし図鑑　 おおたぐろ　まり／絵・文 偕成社 2016.11 488 ｵｵﾀ 児童
この羽だれの羽？　 おおたぐろまり／作・絵 偕成社 2013.4 488 ｵｵﾀ 児童
３６５日出会う大自然野鳥　 叶内拓哉／著 誠文堂新光社 2012.9 488 ｶﾉｳ 児童
きみの町にコウノトリがやってくる　 キム・ファン／著 くもん出版 2012.2 488 ｷﾑ 児童
鳥のくちばし図鑑　 国松俊英／文 岩崎書店 2007.3 488 ｸﾆﾏ 児童
ツバメ観察記　 孝森まさひで／文・写真 福音館書店 2016.4 488 ｺｳﾓ 児童
ムクドリの子育て日記　 河本祥子／作 福音館書店 199704 488 ｺｳﾓ 児童
日本の野鳥　 小宮輝之／著 学習研究社 200005 488 ｺﾐﾔ 児童
シジュウカラ　 嶋田忠／文・写真 新日本出版社 2009.2 488 ｼﾏﾀ 児童
モズ　 嶋田忠／文・写真 新日本出版社 2009.1 488 ｼﾏﾀ 児童
アカゲラ　 嶋田忠／文・写真 新日本出版社 2008.12 488 ｼﾏﾀ 児童
アカショウビン　 嶋田忠／文・写真 新日本出版社 2008.11 488 ｼﾏﾀ 児童
鳥の巣ものがたり　 鈴木まもる／文・絵 偕成社 2007.1 488 ｽｽｷ 児童
ふしぎな鳥の巣　 鈴木まもる／文・絵 偕成社 2007.1 488 ｽｽｷ 児童
日本の鳥の巣図鑑全２５９　 鈴木まもる／作・絵 偕成社 2011.5 488 ｽｽｷ 児童
鳥の巣いろいろ　 鈴木まもる／作　絵 偕成社 2006.4 488 ｽｽｷ 児童
ぼくの鳥の巣絵日記　 鈴木まもる／作・絵 偕成社 2005.5 488 ｽｽｷ 児童
ぼくの鳥の巣コレクション　 鈴木まもる／絵と文 岩崎書店 2000.9 488 ｽｽｷ 児童
すずめ　 唐沢孝一／指導 フレーベル館 2008.9 488 ｽｽﾒ 児童
いつ寝るの？　 高田勝／文 福音館書店 199706 488 ﾀｶﾀ 児童
落としたのはだれ？　 高田勝／文 福音館書店 199411 488 ﾀｶﾀ 児童
どこいくの？　 高田勝／文 福音館書店 199903 488 ﾀｶﾀ 児童
シジュウカラととりたち　 得田之久／ぶん 福音館書店 199904 488 ﾄｸﾀ 児童
鳥　 〔小宮輝之〕／〔監修・指導〕 学研教育出版 2010.9 488 ﾄﾘ 児童
鳥のふしぎ　１ 平野　敏明／監修 理論社 2019.9 488 ﾄﾘﾉ-1 児童
鳥のふしぎ　２ 平野　敏明／監修 理論社 2019.9 488 ﾄﾘﾉ-2 児童
鳥のふしぎ　３ 平野　敏明／監修 理論社 2019.9 488 ﾄﾘﾉ-3 児童
水中さつえい大作戦　 中川雄三／文・写真・絵 福音館書店 2014.4 488 ﾅｶｶ 児童
カモのきょうだいクリとゴマ　 なかがわちひろ／作・絵 アリス館 2011.9 488 ﾅｶｶ 児童
フクロウ物語　 モーリー・バケット／作 福音館書店 2004.4 488 ﾊｹﾂ 児童
野鳥の観察　 実業之日本社 199407 488 ﾔﾁﾖ 児童
鳥の観察図鑑　 薮内正幸／絵 岩崎書店 199802 488 ﾔﾌｳ 児童
日本の野鳥　１ 薮内正幸／文絵 福音館書店 198504 488 ﾔﾌｳ-1 児童
日本の野鳥　２ 薮内正幸／文絵 福音館書店 198407 488 ﾔﾌｳ-2 児童
日本の野鳥　３ 薮内正幸／文絵 福音館書店 198502 488 ﾔﾌｳ-3 児童
日本の野鳥　４ 薮内正幸／ぶん・え 福音館書店 197803 488 ﾔﾌｳ-4 児童
日本の野鳥　５ 薮内正幸／ぶん・え 福音館書店 197911 488 ﾔﾌｳ-5 児童
日本の野鳥　６ 薮内正幸／ぶん・え 福音館書店 198006 488 ﾔﾌｳ-6 児童
鳥の巣みつけた　 鈴木まもる／文と絵 あすなろ書房 2002.4 488 ｽｽｷ 児童
とりをよぼう！　 〔川又利彦〕／〔写真撮影〕 ひさかたチャイルド 2011.12 488 ﾄﾘｵ 児童
わたり鳥の旅　 樋口広芳／作 偕成社 2010.3 488 ﾋｸﾁ 児童
タンチョウのきずな　 久保敬親／写真と文 小学館 2015.7 489 ｸﾎ 児童
海をわたるツル　 増田戻樹／写真・文 あかね書房 2008.11 489 ﾏｽﾀ 児童
コウノトリよみがえる里山　 宮垣均／文 小峰書店 2014.7 489 ﾐﾔｶ 児童
かいつぶり　 石部虎二／さく 福音館書店 198602 489 ｲｼﾍ 児童
しまふくろうのみずうみ　 手島圭三郎／絵・文 リブリオ出版 2001.1 489 ﾃｼﾏ 児童
おじろわしのうみ　 手島圭三郎／作・絵 リブリオ出版 199905 489 ﾃｼﾏ 児童
くまげらのもり　 手島圭三郎／絵・文 リブリオ出版 2001.1 489 ﾃｼﾏ 児童
すずめのまる　 箕輪　義隆／絵 アリス館 2020.4 489 ｶﾝﾁ 児童
ニワシドリのひみつ　 鈴木まもる／文・絵 岩崎書店 2014.4 489 ｽｽｷ 児童
スズメのくらし　 平野　伸明／文・写真 福音館書店 2019.2 489 ﾋﾗﾉ 児童

「鳥の本 」

請求記号
鳥取県立図書館（2021.4）

https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101992281&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1102120793&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1120063154&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101933404&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101887568&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101834601&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101407738&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1120014005&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100358965&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100564808&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101567088&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101560030&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101552018&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101546070&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101455349&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101455350&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101776546&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101333324&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101237455&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100824146&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101532810&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100305730&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100216791&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100455387&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100479357&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101725156&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1120291377&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1120291378&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1120291379&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1102010484&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101800801&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101153270&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100228373&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100427539&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100601997&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100602032&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100602044&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100600363&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100680565&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100687873&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100945817&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101824020&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101678956&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1102108575&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101550115&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1102035316&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100716460&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100854977&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100507271&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100854982&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1120335627&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1102013064&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1120245910&kgrn=0&tso=on%22


タイトル 著者 出版者 出版年

「鳥の本 」

請求記号
鳥取県立図書館（2021.4）

こわれる森ハチドリのねがい　 藤原幸一／写真・文 ＰＨＰ研究所 2015.3 489 ﾌｼﾜ 児童
ながいながいペンギンの話　 いぬいとみこ／作 岩波書店 2000.6 913 ｲﾇｲ 児童
タランの白鳥　 神沢利子／作 福音館書店 2007.3 913 ｶﾝｻ 児童
大造じいさんと雁　 椋鳩十／作 岩崎書店 2012.9 913 ﾑｸ 児童
カラスだんなのおよめとり　 チャールズ・ギラム／文 岩波書店 198109 933 ｷﾗﾑ 児童Ｆ
第九軍団のワシ　 ローズマリ・サトクリフ／作 岩波書店 2007.4 933 ｻﾄｸ 児童
すずめのくつした　 ジョージ・セルデン／ぶん 大日本図書 2010.2 933 ｾﾙﾃ 児童
ぼくらは世界一の名コンビ！　 ロアルド・ダール／作 評論社 197806 933 ﾀﾙ 児童
コウノトリと六人の子どもたち　 Ｍ・ディヤング／作 岩波書店 1967 933 ﾃｲﾔ 児童
白鳥のトランペット　 Ｅ．Ｂ．ホワイト／作 福音館書店 2010.2 933 ﾎﾜｲ 児童
マイカのこうのとり　 ベンノー・プルードラ／作 岩波書店 2008.2 943 ﾌﾙﾄ 児童
クラバート　 オトフリート・プロイスラー／作 偕成社 198004 943 ﾌﾛｲ 児童
白鳥　 ハンス・クリスチャン・アンデルセン／作 福音館書店 196703 949 ｱﾝﾃ 児童
ニルスのふしぎな旅　上 セルマ・ラーゲルレーヴ／作 福音館書店 2007.6 949 ﾗｹﾙ-1 児童
ニルスのふしぎな旅　下 セルマ・ラーゲルレーヴ／作 福音館書店 2007.6 949 ﾗｹﾙ-2 児童
かわせみのマルタン　 リダ／ぶん 福音館書店 197710 953 ﾘﾀ 児童
ふくろう博士のあたらしい家　 アリスン・アトリー／さく 童話館出版 2004.2 E ｱﾄﾘ 児童
新世界へ　 あべ弘士／〔作〕 偕成社 2012.11 E ｱﾍ 児童
みにくいあひるの子　 ハンス・クリスチャン・アンデルセン／作 偕成社 198403 E ｱﾝﾃ 児童
したきりすずめ　 石井桃子／再話 福音館書店 198206 E ｲｼｲ 児童Ｆ
サシバ舞う空　 石垣幸代／文 福音館書店 2001.1 E ｲｼｶ 児童
マリアとコンドル　 稲村哲也／再話 福音館書店 199711 E ｲﾅﾑ 児童Ｆ
こすずめのぼうけん　 ルース・エインワース／作 福音館書店 197704 E ｴｲﾝ 児童
みぢかなとりのずかん　 大島英太郎／作 福音館書店 2012.3 E ｵｵｼ 児童
ふくろうのそめや　 奥山多恵子／文・絵 福音館書店 2013.1 E ｵｸﾔ 児童
みるなのくら　 おざわとしお／再話 福音館書店 198903 E ｵｻﾜ 児童Ｆ
われたたまご　 小野かおる／再話　画 福音館書店 199711 E ｵﾉ 児童Ｆ
からすのそばやさん　 かこさとし／作・絵 偕成社 2013.5 E ｶｺ 児童
からすのてんぷらやさん　 かこさとし／作・絵 偕成社 2013.5 E ｶｺ 児童
からすのパンやさん　 加古里子／絵・文 偕成社 198208 E ｶｺ 児童
とんでいく　 風木一人／さく 福音館書店 2009.11 E ｶｾｷ 児童
ことりのおさら　 叶内拓哉／ぶん・しゃしん 福音館書店 201710 E ｶﾉｳ 児童
ファルファリーナとマルセル　 ホリー・ケラー／作 岩波書店 2006.5 E ｹﾗ 児童
こどものとも　１２１号 福音館書店 2012.9 E ｺﾄﾓ-121 児童
こどものとも　１４ 福音館書店 198910 E ｺﾄﾓ-14 児童
こどものとも　１４６号 福音館書店 2012.9 E ｺﾄﾓ-146 児童
こどものとも　７３号 福音館書店 199612 E ｺﾄﾓ-73 児童
こうていぺんぎん　 小森厚／ぶん 福音館書店 198405 E ｺﾓﾘ 児童
ことりのうち　 さとうわきこ／さく・え 福音館書店 2001.4 E ｻﾄｳ 児童
巣箱のなかで　 鈴木　まもる／作・絵 あかね書房 2018.7 E ｽｽｷ 児童
わたり鳥　 鈴木　まもる／作・絵 童心社 2017.3 E ｽｽｷ 児童
ことりのゆうびんやさん　 ニコライ・スラトコフ／原作 福音館書店 2009.3 E ｽﾗﾄ 児童
ねぼすけはとどけい　 ルイス・スロボドキン／作 偕成社 2007.9 E ｽﾛﾎ 児童
こしおれすずめ　 瀬田貞二／再話 福音館書店 2001.4 E ｾﾀ 児童Ｆ
かえっておいでアホウドリ　 竹下文子／文 ハッピーオウル社 2010.1 E ﾀｹｼ 児童
からすじぞう　 田島征彦／作 くもん出版 199605 E ﾀｼﾏ 児童
ちいさなかがくのとも　2021.04 E ﾁｲｻ 児童
すだつきたのかわせみ　 手島　圭三郎／絵・文 絵本塾出版 2019.4 E ﾃｼﾏ 児童
くまげらのはる　 手島　圭三郎／絵・文 絵本塾出版 2019.1 E ﾃｼﾏ 児童
きたきつねとしろふくろうたすけあう　 手島　圭三郎／絵・文 絵本塾出版 2017.3 E ﾃｼﾏ 児童
えぞふくろうふぶきをのりこえる　 手島圭三郎／絵・文 絵本塾出版 2016.4 E ﾃｼﾏ 児童
しまふくろういきる　 手島圭三郎／文・絵 絵本塾出版 2010.8 E ﾃｼﾏ 児童
はいたかのふゆ　 手島圭三郎／作・絵 リブリオ出版 2002.1 E ﾃｼﾏ 児童
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おおはくちょうのそら　 手島圭三郎／絵・文 リブリオ出版 2001.1 E ﾃｼﾏ 児童
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ツバメの歌　 レオ・ポリティ／文とえ 岩波書店 198709 E ﾎﾘﾃ 児童
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からすのせっけん　 むらやまけいこ／さく 福音館書店 2002.4 E ﾑﾗﾔ 児童
九月姫とウグイス　 サマセット・モーム／文 岩波書店 198709 E ﾓﾑ 児童
つるにょうぼう　 矢川澄子／再話 福音館書店 197910 E ﾔｶﾜ 児童Ｆ
からすたろう　 やしまたろう／文・絵 偕成社 197905 E ﾔｼﾏ 児童
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６わのからす　 レオ・レオーニ／作 あすなろ書房 2009.5 E ﾚｵﾆ 児童
ウィンクルさんとかもめ　 エリザベス・ローズ／文 岩波書店 2006.6 E ﾛｽ 児童
ふくろうときつつき　 ブライアン・ワイルドスミス／さく・え らくだ出版 199306 E ﾜｲﾙ 児童
そでふりすずめ　 わたりむつこ／さく 福音館書店 2008.4 E ﾜﾀﾘ 児童
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