
平成２８年７月
岐阜県図書館

■恐竜学
書名 著者名 出版者名 出版年 資料コード 所蔵場所

日本の白亜紀・恐竜図鑑
宇都宮 聡
川崎 悟司

築地書館 2015 8134597521 457.3 ウ 一般１階

恐竜は滅んでいない 小林 快次 KADOKAWA 2015 8134594000 457.8 コ 一般１階

ティラノサウルスはすごい 土屋 健 文藝春秋 2015 8134586994 457.8 ツ 一般１階

恐竜学入門 FASTOVSKY 東京化学同人 2015 8134541419 457.8 フ 一般１階

アジアの恐竜 董 枝明 国書刊行会 2013 8134349158 457.8 ド 一般１階

恐竜の時代
ニュートン
プレス

2012 8134287153 457.8 キ 一般１階

決着!恐竜絶滅論争 後藤 和久 岩波書店 2011 8141484054 457.8 ゴ ９書庫

世界恐竜発見史 ダレン・ネイシュ
ネコ・パブ
リッシング

2010 8134176207 457.8 ナ 一般１階

恐竜時代（１） 小林 快次 岩波書店 2012 8134273004 457.8 コ 1 一般１階

恐竜の復元 小林 快次／ほか監修 学研 2008 8133675454 457.8 キ 一般１階

恐竜ホネホネ学 犬塚 則久
日本放送出
版協会

2006 8133163017 457.8 イ 一般１階

書名 著者名 出版者名 出版年 資料コード 所蔵場所

６度目の大絶滅 エリザベス・コルバート NHK出版 2015 8134577028 467.5 コ 一般１階

絶滅の大研究 丸岡 照幸 PHP研究所 2011 8134232772 J46 マ 児童１階

９６％の大絶滅 丸岡 照幸 技術評論社 2010 8141484018 457 マ ９書庫

人類は絶滅する マイケル・ボウルター 朝日新聞社 2005 8133026733 457 ボ ９書庫

大絶滅。 金子 隆一 実業之日本社 1999 8131517812 457 カ ９書庫

大絶滅 デイヴィッド・M・ラウプ 平河出版社 1996 8132003850 457 ラ ９書庫

請求記号

関連ブックリスト
岐阜県博物館特別展「新・恐竜学　～鳥になった恐竜の脳科学～」

請求記号
■恐竜から絶滅について考える

『鳥類学者無謀にも恐竜を語る』 川上和人／著 技術評論社 ２０１３年

最新の研究では鳥類の祖先とされる恐竜。この本は、鳥類学者がユーモアたっぷり

に鳥から恐竜について考えた、恐竜学への「身の程知らずのラブレター」です。

（資料コード：8134338501 請求記号：457.8 カ 所蔵場所：一般１階）

特別展講演会「鳥
類学者 無謀にも
恐竜を語る」の講
師・川上和人先生
の著作です。

学芸講座「恐竜やデスモスチルスの姿勢を復元しよう」の講師・藤原慎一先生が翻訳されています。

特別展ワークショップ「恐竜を描こう」の講師・小田隆先生がイラストと造形を担当されています。



書名 著者名 出版者名 出版年 資料コード 所蔵場所

ジュラシック・パーク（上・下） マイクル・クライトン 早川書房 1991
8131220052
8131220061

933.7 ク ９書庫

ロスト・ワールド（上・下） マイクル・クライトン 早川書房 1995
8130378044
8130378053

933.7 ク ７書庫

ダイノトピア ジェームス・ガーニー フレーベル館 1992 8320164344 J933 ガ 児童書庫

悪魔の棲む大地 コナン・ドイル 小学館 1995 8121387160 933 ド ７書庫

恐竜のアメリカ 巽 孝之 筑摩書房 1997 8130932315 930.2 タ ９書庫

書名 著者名 出版者名 出版年 資料コード 所蔵場所

恐竜は今も生きている 富田 京一 ポプラ社 2015 8134630896 J45 ト 児童１階

なぜ?どうして?恐竜図鑑 平山 廉／監修 PHP研究所 2015 8134545300 J45 ヒ 児童１階

ほんとのおおきさ恐竜博 真鍋 真／監修 学研教育出版 2010 8141571187 J45 ホ 児童１階

ヴェロキラプトル
平山 廉／文
小田 隆／絵

ポプラ社 2008 8133637275 J45 ヒ 児童１階

アパトサウルス 小田 隆 ポプラ社 2007 8133424534 E11 オ 児童１階

ティラノサウルス 小田 隆 金の星社 2005 8122101491 J45 オ 児童１階

恐竜ファイル リチャード・ムーディ
ネコ・パブ
リッシング

2007 8133371815 J45 ム 児童１階

恐竜のなぞ アリキ リブリオ出版 1999 8131513519 J45 ア 児童１階

日本恐竜図鑑 ヒサ クニヒコ 岩崎書店 1990 8122026010 J45 ヒ 児童１階

とりになったきょうりゅうのは
なし

大島 英太郎 福音館書店 2010 8134196792 E21 オ 児童１階

マットくんのきょうりゅうだ! ピーター・シス BL出版 2001 8133711120 E12 シ 児童１階

きょうりゅうきょうりゅう バイロン・バートン 徳間書店 2000 8133763501 E12 バ 児童１階

ほね、ほね、きょうりゅうの
ほね

バイロン・バートン
ｲﾝﾀｰｺﾐｭﾆ
ｹｰｼｮﾝｽﾞ

1998 8133763510 E12 バ 児童１階

○　ここに紹介した本はすべて貸出できます。第１カウンターまたは貸出機で手続きをしてください。
○　このほかにも、関連資料があります。詳しくは１階奥の第２カウンター（児童書については児童カウンター）で
　　 お尋ねください。

■絵本、児童書
請求記号

■恐竜が出てくる小説、恐竜にまつわる文学評論
請求記号

『勇者のツノ』 黒川みつひろ／作 こぐま社 ２０１３年

トリケラトプスの化石に残っている傷あと。これは子どもを守るために、トリケラトプスが

ティラノサウルスと闘った証かもしれない。そんな想像から始まる恐竜たちの物語。

（資料コード：8134405239 請求記号：E21 ク 所蔵場所：児童１階）

恐竜の絵本といえば、
黒川みつひろさん。
恐竜や古生物学に
造詣の深い作家で、
他にも恐竜について
の絵本が多数ありま
す。

特別展ワークショップ「恐竜を造ろう」の講師・徳川広和先生が造形を担当されています。

特別展ワークショップ「恐竜を描こう」の講師・小田隆先生の著作です。

特別展講演会「手取層群の恐竜たち」の講師・東洋一先生が監修されています。



平成２８年７月


