
資料名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 場所

1 西表島フィールド図鑑 横塚 真己人／写真・著 実業之日本社 2004.4 402.9/ヨ 書庫

2 ボルネオの熱帯雨林 横塚 真己人／著 福音館書店 2004.5 462.2/ヨ 書庫

3 イリオモテヤマネコ 横塚 真己人／著 ブロンズ社 1994.11 489.5/ヨ 書庫

4 いりおもて 横塚 真己人／著 小学館 2002.8 748/ヨ 書庫

5 ゆらゆらチンアナゴ 横塚 眞己人／しゃしん ほるぷ出版 2014.11 E21/エ 児童１階

6 さがりばな 横塚 眞己人／作 講談社 2011.3 J47/ヨ 児童１階

7 オランウータンに会いに行く 横塚 眞己人／[作] 偕成社 2011.7 J48/ヨ 児童１階

8 ゾウの森とポテトチップス 横塚 眞己人／しゃしんとぶん そうえん社 2012.12 J48/ヨ 児童１階

9 象のわたる川 横塚 眞己人／写真・文 岩崎書店 2011.7 J29/ヨ 児童１階

10 ハチごはん 横塚 眞己人／写真と文 ほるぷ出版 2018.9 J38/ヨ 児童１階

11 どこにいるのイリオモテヤマネコ 横塚 眞己人／写真・文 小学館クリエイティブ 2017.2 J48/ヨ 児童１階

12 熱帯雨林のコレクション 横塚 眞己人／写真・文 フレーベル館 2012.6 J65/ヨ 児童１階

13 太陽の花 横塚 眞己人／写真・文 フレーベル館 2015.3 E21/ヨ/15 研究書庫

14 マングローブの木の下で 横塚 眞己人／写真と文 小学館 2018.6 E21/ヨ/18 研究書庫

■「さがりばな」原作　横塚眞己人さんの本

岐阜県図書館　紺野美沙子名誉館長朗読会　「さがりばな」関連展示

＊＊＊裏面にも本やCDをご紹介しています＊＊＊

2021.11　岐阜県図書館

＊このリストで紹介している資料は、11月3日のみ、１階閲覧室入口付近ブックトラックに展示してあります。

＊貸出中の場合もありますので、資料が見つからない場合は職員におたずねください。

＊場所が「研究書庫」の資料のみ（13、14）貸出ができません。館内でのみご利用いただけます。



資料名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 場所

15 ラララ親善大使 紺野 美沙子／著 小学館 2008.5 333.8/コ 一般１階

16 「怪獣」のそだてかた 紺野 美沙子／著 世界文化社 1999.5 599/コ 書庫

17 M 紺野 美沙子／著 世界文化社 1991.6 914.6/コン 書庫

18 大みそかのウエディングドレス 紺野 美沙子／著 世界文化社 1993.6 914.6/コン 書庫

19 空飛ぶホタテ 紺野 美沙子／著 NTT出版 1994.11 914.6/コン 書庫

20 ドリーミー・ウインター 中村由利子/作曲 ピアノ キーボード フォーライフレコード，ポニーキャニオン 1994.11 260/ナ AV１階

21 ターシャの庭から 中村由利子/作曲 ピアノ スリーノーマン　 2015.3 260/ナ AV１階

22 あなたが微笑む日 中村由利子/作曲 ピアノ スリーノーマン　 2019.11 260/ナ AV１階

23 民族楽器を演奏しよう 若林　忠宏／著 明治書院 2009.6 763/ワ 書庫

24 ダルシマーを弾く少年 トア・セイドラー／作 ポプラ社 2004.5 933.7/セ 一般１階

25 ハープ&ハンマー・ダルシマー ノーザン・ライツ ドーモレコード・ジャパン，ビクターエンタテインメント　 1998.1 260/ノ AV１階

26 西表島の自然図鑑 堀井 大輝／著 メイツ出版 2020.10 462.1/ホ 一般１階

27 西表島の巨大なマメと不思議な歌 盛口 満／著 どうぶつ社 2004.4 462.1/モ 一般１階

28 奇跡の島・西表島の動物たち 鈴木 直樹／著 誠文堂新光社 2017.8 482.1/ス 一般１階

29 マングローブ生態系探検図鑑 馬場 繁幸／監修 偕成社 2017.7 J65/マ 児童１階

30 音読・朗読入門 杉藤 美代子／著 岩波書店 2007.3 809.4/ス 一般１階

31 朗読日和 長谷 由子／著 彩流社 2007.3 809.4/ナ 一般１階

32 プロが教える朗読 心に届く語りのコツ50 葉月 のりこ／監修 メイツ出版 2018.4 809.4/プ 一般１階

33 山根基世の朗読読本　１ 山根 基世／著 評論社 2015.4 809.4/ヤ ９書庫

34 山根基世の朗読読本　２ 山根 基世／著 評論社 2020.3 809.4/ヤ 一般１階

35 声の文化を楽しむ 好本　恵／著 日外アソシエーツ 2020.6 809.4/ヨ 一般１階

■朗読を楽しむための本

■紺野美沙子名誉館長の本

■「さがりばな」の舞台、西表島の本

■中村由利子さんのCD

■ハンマーダルシマーに親しむ


