
 

 

 

 

箕面公園 管理マニュアル 

（資料編） 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



【内訳】 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度

（１）支出 単位：千円

1.運営管理費 45,778 45,778 45,778 45,778 45,778

（１）人件費

15,387 15,387 15,387 15,387 15,387

（２）人件費

16,040 16,040 16,040 16,040 16,040

（３）光熱水費（その年の気候により大きく変動します）

8,812 8,812 8,812 8,812 8,812

（３）事務所運営費

5,539 5,539 5,539 5,539 5,539

２.維持管理費 83,964 83,964 83,964 83,964 83,964

（１）人件費

12,856 12,856 12,856 12,856 12,856

（２）清掃費

3,335 3,335 3,335 3,335 3,335

（３）植物管理費

6,349 6,349 6,349 6,349 6,349

（４）特殊庭園管理費

0 0 0 0 0

（５）保守・点検費

3,662 3,662 3,662 3,662 3,662

（６）スポーツ施設管理費（プール除く）

0 0 0 0 0

（７）プール管理費

0 0 0 0 0

（８）昆虫館

50,283 50,283 50,283 50,283 50,283

（９）補修・修繕費（参考価格で提示する補修・修繕費と同額を計上して下さい。）

7,479 7,479 7,479 7,479 7,479

３.諸経費 6,487 6,487 6,487 6,487 6,487

支出経費小計 136,229 136,229 136,229 136,229 136,229

（２）収入 

１．駐車場想定収入額 0 0 0 0 0

２．プールの想定収入額 0 0 0 0 0

３．野球場等運動施設の想定収入額 （※１） 0 0 0 0 0

４．上記以外の利用料金制が導入されている施設の想定収入額 （※２） 7,380 7,380 7,380 7,380 7,380

収入小計（※３） 7,380 7,380 7,380 7,380 7,380

合　計 （※４） 128,849 128,849 128,849 128,849 128,849

　※１　有料公園施設（利用料金制）のうち（オーパスシステム）を導入している施設の想定収入。

　※２　有料公園施設（利用料金制）のうち（オーパスシステム導入施設、プール、駐車場）を除いたもの。

　※３　直近３ヵ年（H２４からＨ２６）の実績（最高収入額）を基に算定

　※４　消費費税込の価格。

昆虫館

維持業務要員

園内清掃、便所清掃、塵芥処理、建物内清掃（ワックス掛け含む）

除草、樹木剪定・刈り込み、危険木処理、チップ処理（堆肥化含む）等

側溝・水路・排水管清掃、不法投棄処分（家電四品目含む）,トイレ等の消毒等

有料公園施設（オーパスシステム導入施設）

箕面公園　参考価格

運営業務要員

管理事務所職員

プール

通信費、印刷製本費、消耗品費、原材料費、手数料、会議費、賃借料、警備費、

報償費、負担金、電波使用料、保険料、公租公課、交通費等

電気代、水道・下水代、ガス代

修繕、補修工事、緊急対応　その他

電気設備点検、消防設備点検、遊具点検等



※現指定管理者および府が平成26年度に外注した業務は、下表のとおりです。

区分 業務の名称 業務の内容 金額（千円） 備考

事務所運営費 施設夜間警備 583

その他

583

交通整理 公園入口警備 712

その他 広報資料作成等 3,716

4,428

展示関連業務
展示物の作成、イベントや啓発活動の企画・支
援、昆虫標本の整理、印刷物作成と情報発信、ア
ンケート調査のまとめと分析

14,029

生態展示関係業務
昆虫飼育補助業務、植物管理作業、温室内清掃作
業、食草葉の調達、温室温度管理作業 13,911

27,940

清掃 園内清掃、便所清掃等 3,320

植物管理 危険木処理等 2,191

保守・点検 電気工作物・消防設備等保守点検 11,266

16,777

49,728

２．外注実績表（箕面公園）

小計

小計

小計

計

事務所経費

運営管理費

維持管理費

昆虫館管理費

小計



施　設　名 対象外の種別 施設の設置者 施設の運営者 許可等の区分 備　　　考

筆塚 敷地 箕面市教育委員会 箕面市教育委員会 設置許可

遊歩道・展望台 敷地 箕面市長 箕面市長 設置許可

猿の慰霊碑 敷地 箕面市 箕面市長 設置許可

殉職の碑・説明石板 敷地 箕面市長 箕面市長 設置許可

昆虫館前売店 敷地 箕面ネイチャールーム倶楽部 箕面ネイチャールーム倶楽部 設置許可

箕面川床 敷地 箕面市観光協会 箕面市観光協会 設置許可

滝前無料休憩所売店 敷地及び施設 大阪府 個人 管理許可

電柱・支柱・支線 敷地 関西電力㈱大阪北電力部（北摂） 関西電力㈱大阪北電力部（北摂） 占用許可

電話柱・支線 敷地 西日本電信電話㈱大阪支店 西日本電信電話㈱大阪支店 占用許可

ガス管 敷地 大阪ガス㈱導管事業部 大阪ガス㈱導管事業部 占用許可

アンテナ基地・配管 敷地 箕面滝テレビ共同受信施設組合 箕面滝テレビ共同受信施設組合 占用許可

水道管 敷地 個人 個人 占用許可

水道管 敷地 個人 個人 占用許可

水道管 敷地 個人 個人 占用許可

水道管 敷地 (有)楽猿 (有)楽猿 占用許可

水道管 敷地 個人 個人 占用許可

水道管 敷地 ㈱ＣＯＤコンサルタント ㈱ＣＯＤコンサルタント 占用許可

水道管 敷地 個人 個人 占用許可

水道管 敷地 個人 個人 占用許可

水道管 敷地 個人 個人 占用許可

水道管 敷地 (株)音羽 (株)音羽 占用許可

水道管・Ｕ型雨水側溝 敷地 瀧安寺 瀧安寺 占用許可

水道管 敷地 個人 個人 占用許可

水道管 敷地 個人 個人 占用許可

３．管理対象外施設一覧表（箕面公園）



施　設　名 対象外の種別 施設の設置者 施設の運営者 許可等の区分 備　　　考

３．管理対象外施設一覧表（箕面公園）

水道管 敷地 個人 個人 占用許可

排水管 敷地 (株)音羽 (株)音羽 占用許可

排水管 敷地 個人 個人 占用許可

水道管 敷地 大阪観光㈱ 大阪観光㈱ 占用許可

水道管 敷地 ㈱エターナル ㈱エターナル 占用許可

案内板 敷地 勝尾寺 勝尾寺 占用許可

案内看板 敷地 箕面商工会議所 箕面商工会議所 占用許可

箕面の森案内板 敷地 明治の森箕面自然休養林管理運営協議会 明治の森箕面自然休養林管理運営協議会 占用許可

土砂災害啓発看板 敷地 箕面市長 箕面市長 占用許可

サル出没注意看板 敷地 箕面市長 箕面市長 占用許可

携帯電話基地局「箕面北局」 敷地 ㈱ＮＴＴドコモ ㈱ＮＴＴドコモ 占用許可

携帯電話基地局 敷地 ソフトバンク(株) ソフトバンク(株) 占用許可

携帯電話基地局 敷地 ＫＤＤＩ㈱ ＫＤＤＩ㈱ 占用許可

携帯電話基地局 敷地 ㈱ＮＴＴドコモ ㈱ＮＴＴドコモ 占用許可

ケーブル(架空線） 敷地 ㈱ケイ・オプティコム ㈱ケイ・オプティコム 占用許可

ケーブル（電線共同溝内） 敷地 関西電力㈱大阪北電力部 関西電力㈱大阪北電力部 占用許可

地上設置型変圧器 敷地 関西電力㈱大阪北電力部 関西電力㈱大阪北電力部 占用許可

ケーブル（電線共同溝内） 敷地 西日本電信電話㈱大阪支店 西日本電信電話㈱大阪支店 占用許可

ケーブル（電線共同溝内） 敷地 ㈱ケイ・オプティコム ㈱ケイ・オプティコム 占用許可

鳥獣保護区・特別保護区標柱 敷地 大阪府 大阪府 占用許可

看板「明治の森箕面国定公園」 敷地 大阪府 大阪府 占用許可

箕面川ダム
放流警報局舎・放流警報立札

敷地 大阪府 大阪府 占用許可

公共下水道管 敷地 箕面市長 箕面市長 占用許可

ポンプ場・ケーブル管・
配水管・電柱他

敷地 箕面市公営企業管理者 箕面市公営企業管理者 占用許可



施　設　名 対象外の種別 施設の設置者 施設の運営者 許可等の区分 備　　　考

３．管理対象外施設一覧表（箕面公園）

上水道管 敷地 箕面市公営企業管理者 箕面市公営企業管理者 占用許可

林道 敷地 箕面市長 箕面市長 占用許可

横断幕 敷地 箕面市教育長 箕面市教育長 占用許可

路面標示シート 敷地 箕面市長 箕面市長 占用許可

カメラ・スピーカー他 敷地 箕面市長 箕面市長 占用許可

注意標識（野猿） 敷地 箕面市長 箕面市長 占用許可

箕面公園一の橋から滝前に
至る道に隣接する店舗等
（１６件）

敷地 個人又は法人 個人又は法人 普通財産の貸付



No 種　　類　　等 構　　　　造 床面積の合計 備　　考

1 梅屋敷休憩所 木造藁葺平家 52.89

2 大門橋横便所 ＬＧＳＣＢ平家 18.51

3 琴ノ家前便所 ＲＣ鉄平家 12.13

4 鶴島横便所 ＲＣ鉄平家 11.53

5 風呂が谷便所 ＣＢ鉄平家 11.1

6 小枝下便所 ＲＣ平家 27.85

7 ポンプ室 ＲＣ平家 9.24

8 中千本休憩所 ＬＧＳス平家 32.5

9 桜広場展望台 ＲＣ平屋 13

10 桜広場休憩所 ＲＣ２ 104.69

11 滝見休憩所 ＲＣ２ 158.7

12 望海丘休憩所 ＲＣ平屋 42.5

13 雲隣台休憩所 ＲＣ平屋 62

14 夫婦橋便所 ＲＣ平家 25.53

15 滝前休憩所 ＲＣ２ 133.11

16 滝前西便所 Ｒ1 12.3

17 昆虫館及び管理事務所 ＲＣ２ 1079.68

18 夫婦橋休憩所 S平家 13.26

19 資材倉庫（夫婦橋北） Ｗ平家 50.3

20 温室（夫婦橋北） Ｓ平家 189.0

21 滝前便所 ＲＣ２ 58.09

22 瀧安寺前広場便所 ＲＣ平家 51.92

23 修行の古場便所・休憩所 Ｓ平家 117.0

４．建築物等一覧表（箕面公園）



No. 品目 数量 保管場所 備考

1 ウインチ（樹木引張機） 1 昆虫館 ミニ・ウインチ　ＰＷ３３０　ＮＯ．８１２７８６

2 フラワーベース 5 昆虫館 フラワーポット（１．５型）

3 発電機 1 昆虫館 本田技研工業製ＥＭ２６

4 ＡＥＤ 2 昆虫館及び滝前休憩所 フィリップス

5 金庫 1 昆虫館

6 除湿機 1 昆虫館 松下CDB160FW

7 写真機 1 昆虫館 オリンパスOM-4

8 実体顕微鏡 1 昆虫館 ワイルドNSZ-1

9 実体顕微鏡 1 昆虫館 ニコンSMZ645

10 実体顕微鏡 1 昆虫館 ニコンSMZ800

11 常温器 1 昆虫館 NK-system  LP-1.5P型

12 常温器 1 昆虫館 NK-system　低温LP-300D

13 常温器 1 昆虫館 NK-system　低温 LP-150E

14 常温器 2 昆虫館 NK-system　低温LP-310D

15 昆虫館案内板 1 昆虫館

16 展示ケース 1 昆虫館 上部ガラス付

17 液晶テレビ 1 昆虫館 40V型　HDD内蔵、ﾌﾞﾙｰﾚｲﾃﾞｽｸﾚｺｰﾀﾞｰ搭載

18 冷凍冷蔵庫 1 昆虫館 飼育資材用冷蔵庫、６ドア、４７５Ｌ

19 壁掛けエアコン 1 昆虫館 富士通 AS-A362H、暖房時 4.2kw

20 壁掛けエアコン 1 昆虫館 富士通 AS-A502H2、暖房時　6.0kw

５．貸与物品一覧表（箕面公園）



年度

施設名
使用
件数

使用金額
（円）

使用
件数

使用金額
（円）

使用
件数

使用金額
（円）

使用
件数

使用金額
（円）

使用
件数

使用金額
（円）

クレー

アンツーカー

全天候型

小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

陸上競技場

補助競技場

小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60,796 7,265,305 53,037 6,233,135 53,082 6,685,250 55,258 6,886,705 56,596 7,379,950

60,796 7,265,305 53,037 6,233,135 53,082 6,685,250 55,258 6,886,705 56,596 7,379,950

集会所

合計

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ

交通遊園（人）

体育館

スポーツ施設　計

野外音楽堂

都市緑化植物園

昆虫館

野外炉

６．府営公園施設利用実績調べ（箕面公園）

平成24年度

テ
ニ
ス
コ
ー

ト

運動場

平成22年度

野球場

球技広場

平成25年度 平成26年度

プール（人）

陸
上
競
技
場

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｺｰﾄ

平成23年度



設備概要 点検業務

引込数 電線路 分電盤 負荷設備 保護継電器 漏電遮断器 屋外照明灯 通常点検 年次点検 外灯 備考

（式） （式） （台） （式） （個） （個） （本） （式） （式） 年次（精密点検） 点灯試験（年２回）

箕面公園 1 1 1 1 53 1 1 0 106

計 1 1 1 1 0 0 53 1 1 0 106

７．電気・消防設備点検対象数量表（一般用設備）【箕面公園】



設備概要 点検業務 　

　 開閉器 継電器 屋外 特別業務 　

ｹｰﾌﾞﾙ 乾式 油入 設備 照明灯 保安ｹｰﾌﾞﾙ誘電絶縁油三極避雷器ＶＣＢ ＬＢＳ 継電器試験 外灯 蓄電池 備考

（条） 単相 三相 単相 三相 　 　 ＶＣＢ ＯＣＢ ＰＡＳ PGS LBS OS 他 （組） 51G 67G 51 27 59 64 （本） 業務 絶縁 清掃 清掃 年次 点灯試験 （式）

(KVA) （台） （ｋＶＡ） （台） （ｋVA) （台） （ｋVA) （台） 容量 （台） （台） （台） （台） （台） （台） （台） （台） （個） （個） （要素）（個）（個）（個） (KVA) (台)  （式） 診断 正接 試　験 不揃 試　験 手入 手入 51G 67G ５１ ２７ ５９ ６４ 合計 （精密点検） （年２回）

昆虫館
管理事務所 25 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 0 　 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

＊は絶縁油試験実施箇所＃は誘電正接試験実施箇所 ＄は避雷器試験実施箇所 ＠は清掃、手入れ実施箇所  = は三極不揃い試験実施箇所

箕面公園

非常用予備

発電装置

遮断器

ｺﾝﾃﾞﾝｻ

７．電気・消防設備点検対象数量表（自家用設備）【箕面公園】

避雷器



火災報知機 非常警報設備 非常放送設備 消火栓設備 消火器 誘導灯
避難
器具

排煙
器具  

受 受 副 熱 熱 煙 煙 発 発 音 表 予 常 配 受 音 起 表 予 ア ス 予 加 制 消 1 起 呼 送 Ａ Ａ Ａ 強 強 避 避 避 通 通 配 避 排 移
信 信 受 感 感 感 感 信 信 響 示 備 用 線 信 響 動 示 備 ン ピ 備 圧 御 火 号 動 水 水 Ｂ Ｂ Ｂ 化 化 難 難 難 路 路 線 難 煙 動
器 器 信 知 知 知 知 機 機 装 灯 電 電 点 器 装 押 灯 電 プ Ｉ 電 送 盤 栓 消 用 槽 テ Ｃ Ｃ Ｃ 液 液 口 口 口 　 　 点 は 口 式
Ｐ Ｐ 器 器 器 器 器 Ｐ Ｐ 置 　 池 源 検  置 釦  源 ラ カ 源 水   火 ス  ス 粉 粉 粉 消 消 小 中 大 小 中 検 し  粉
型 型      型 型           ﾂ   装   栓 ｲ  ト 末 末 末 火 火 型 型 型 型 型 　 ご  末
1 2  差 定 光 イ 1 2           ク   置   ホ ﾂ   消 消 消 器 器         消
級 級  動 温 電 オ 級 級           型      Ｉ チ   火 火 火 6 100         火
   式 式 式 ン                   ス    器 器 器 Ｌ Ｌ         設
   ス ス  化                      10 20 50          備
   ポ ポ  式                      型 型 型           
   ﾂ ﾂ                                     
   ト ト                                     
                                         
                                       

管理事務所 1 4 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 13 2 熱感知器、煙感知器、発信器変更、誘導灯

昆虫館  1 2 1 14  1 2 2 1 1 1 8 4 2 10 消火器10型

1 1 0 2 5 29 0 1 1 3 3 2 2 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 1 0 0 0 17 2 0 12 0 0 0 0 0

箕面公園

７．電気・消防設備点検対象数量表（消防設備）【箕面公園】

計

施設名



大項目 項目 工種 細工種 頻度 形状等 単位 対象数量 備考

植物管理 草地管理 除草 除草Ａ ㎡ 0

除草Ｂ ㎡ 0

除草Ｃ ㎡ 0

除草Ｄ ㎡ 0

除草Ｅ ２回／年 ㎡ 6,981

除草Ｆ １回／年 ㎡ 586

樹木管理 クロマツ 本 0

高木 本 60

90cm内外 本 0

180内外 本 0

刈り込み １回／年 ㎡ 518

高木 本 必要に応じて

低木 本 必要に応じて

クロマツ 本 0

高木 本 必要に応じて

低木 本 必要に応じて

樹木撤去工 竹伐採 本 必要に応じて

灌水 必要に応じて

冬季養生 本 0

支柱撤去 組 必要に応じて

支柱取替 組 必要に応じて

剪定枝リサイクル 期間中適宜 チップ化など ㎥ 35

花壇管理 花壇管理工 一年草花壇 植替え年２回 ㎡ 5

宿根草花壇 ㎡ 0

その他 危険木処理工 本 15

モミジ再生 ㎡ 19,135

落枝対策 本 必要に応じて

清掃管理 園内清掃 園内清掃Ａ ㎡ 0

園内清掃Ｂ 2回／週 ㎡ 2,350

園内清掃Ｃ 1回／週 ㎡ 7,510

園内清掃Ｄ ㎡ 0

園内清掃Ｅ 1回／月 ㎡ 18,144

園内清掃Ｆ ㎡ 0

便所清掃 便所清掃A 箇所 0

便所清掃B 2回／週 箇所 7 269.95㎡

便所清掃C 1回／週 箇所 3 50.48㎡

便所消毒C
51週の間Ｂは週
2回　Ｃは週1回

箇所 10

トイレットペーパー 個 7,607

塵芥処理 一般処理 式 1

不法投棄処理 必要に応じて

本表は、清掃管理や植物管理の定期作業に関する、対象数量（作業対象となる数量）又は年間の標準作業量を示しており、

本表で示す内容と同等以上の維持管理を行うこととする。なお、上記以外に府営公園管理要領や各公園管理マニュアルに、

箕面公園

薬剤散布

必要な各維持管理作業（保守点検やスポーツ施設管理など含む）の作業範囲や作業頻度、作業内容などが示されているので留意すること。

施肥

維　持　管　理　対　象　数　量　等

剪定

中低木
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都市公園管理に必要な主な有資格項目について 

資格名 必要な業務 根拠法令等 
分類 

対象施設等 
① ② ③ 

防火管理者（甲種） 

・不特定多数の人が出入りす

る建物等で収容人員が 30 人

以上、かつ延べ床面積が 300

㎡以上の建築物 

・上記以外の建物等で収容

人員が 50 人以上、かつ延べ

面積が 500 ㎡以上のもの 

消防法 ○   

服部緑地野外音楽堂 

箕面公園昆虫館 

住之江公園プール脱衣場 

住之江公園管理事務所 

住之江公園野球場スタンド 

住吉公園体育館 

浜寺公園交通遊園 

浜寺公園プール管理棟 

浜寺公園レストハウス 

二色の浜公園レストハウス 

二色の浜公園海浜更衣室 

防火管理者（乙種） 

・不特定多数の人が出入りす

る建物等で収容人員が 30 人

以上、かつ延べ床面積が 300

㎡未満の建築物 

・上記以外の建物等で収容

人員が 50 人以上、かつ延べ

面積が 500 ㎡未満のもの 

消防法 ○   住吉公園集会所 

一級（二級）造園 
施工管理技士又は
技術士（建設部門 
都市及び地方計画） 

植物管理業務 
建設業法 

技術士法 
○   

全公園 

(常勤雇用すること) 

造園技能士  
職 業 能 力

開発促進法 
 ○  全公園 

公園管理運営士  民間資格  ○  全公園 

体育施設管理士  民間資格  ○  全公園 

緑の安全管理士  民間資格  ○  全公園 

ビオトープ管理士  民間資格  ○  全公園 

樹木医  民間資格  ○  全公園 

一級ボイラー技士 
伝熱面積が 500 ㎡未満のボ

イラーの取扱作業主任者 

労働安全衛

生法 
  ○ 

服部緑地ウォーターランド 

都市緑化植物園 

電気主任技術者 電気設備点検業務 電気事業法   ○ 全公園 

危険物取扱者 

  乙種 4類 

非常電源用発動発電機の燃

料タンク容量が、1,000ℓ以上

のものの取り扱い 

消防法   ○ 

服部緑地、山田池公園、 

寝屋川公園、深北緑地、 

久宝寺緑地、住之江公園、 
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大泉緑地、石川河川公園、 

浜寺公園、住吉公園 

ボイラー取扱技能

講習 

伝熱面積の合計が 14m²未満

のボイラー取扱作業主任者 

労働安全衛

生法 
  ○ 住吉公園 

① ：指定管理者が保持すべき資格（※必置技術者）② ：指定管理者が保持することが望ましい資格 

③ ：指定管理者もしくは業務委託先事業者が保持すべき資格 

※必置技術者については、直接かつ恒常的な雇用関係が必要です。在籍出向者や派遣などは認め

られません。指定管理業務の応募時及び指定管理業務実施時において、代表法人を含む構成団体

のいずれかと直接雇用関係にあることが必要です。 

防火管理者は、法の趣旨に合致する範囲以上の管理事務所への配置を必須とします。 

   造園施工管理技士、または技術士（建設部門都市及び地方計画）資格保有者は管理事務所におい 

て、常勤及び専任することが必要です。（但し、年次有給休暇取得日等に、別の資格保有者の勤

務は要しません。） 



１０．橋梁一覧表
土木名 公園名 エリア区分 施設名称 主要部材 規模 W L 面積 設置年度 橋梁区分

①池田土木 箕面公園 落合橋 落合橋 コンクリート
W=5.7m
L=5.0m

5.7 5.0 28.5 1925 ①道路を跨ぐor道路認定橋

①池田土木 箕面公園 大門橋 大門橋 コンクリート
W=7.5m
L=10.3m

7.5 10.3 77.3 1964 ③-1橋長１０ｍ以上

①池田土木 箕面公園 鶴ヶ島橋 鶴ヶ島橋 鋼橋
W=3.0m
L=20.6m

3.0 20.6 61.8 1979 ③-1橋長１０ｍ以上

①池田土木 箕面公園 夫婦橋１ 夫婦橋１ コンクリート
W=2.5m
L=10.3m

2.5 10.3 25.8 1981 ③-1橋長１０ｍ以上

①池田土木 箕面公園 夫婦橋２ 夫婦橋２ コンクリート
W=2.5m
L=13.8m

2.5 13.8 34.5 1981 ③-1橋長１０ｍ以上

①池田土木 箕面公園 紅葉橋 紅葉橋 コンクリート
W=3.0m
L=15.3m

3.0 15.3 45.9 1981 ③-1橋長１０ｍ以上

①池田土木 箕面公園 楓橋 楓橋 コンクリート
W=3.5m
L=13.3m

3.5 13.3 46.6 1981 ③-1橋長１０ｍ以上

①池田土木 箕面公園 戻岩橋 戻岩橋 鋼橋
W=6.8m
L=18.5m

6.8 18.5 125.8 1969 ③-1橋長１０ｍ以上

①池田土木 箕面公園 滝見橋 滝見橋 コンクリート
W=6.8m
L=12.2m

6.8 12.2 83.0 1969 ③-1橋長１０ｍ以上

①池田土木 箕面公園 瑞雲橋 瑞雲橋 コンクリート
W=2.7m
L=15m

2.7 15.0 40.5 1987 ③-1橋長１０ｍ以上

①池田土木 箕面公園 名称不明橋２ 名称不明橋２ 鋼橋
W=2.0m
L=10.7m

2.0 10.7 21.4 1982 ③-1橋長１０ｍ以上

①池田土木 箕面公園 化石谷小橋 化石谷小橋 鋼橋
W=1.5m
L=3.0m

1.5 3.0 4.5 1977 ③-2鋼橋

①池田土木 箕面公園 滝口橋 滝口橋 鋼橋
W=6.8m
L=9.0m

6.8 9.0 61.2 1979 ③-2鋼橋

①池田土木 箕面公園 桜谷北小橋 桜谷北小橋 鋼橋
W=1.5m
L=2.9m

1.5 2.9 4.4 1978 ③-2鋼橋

①池田土木 箕面公園 桜広場北小橋 桜広場北小橋 鋼橋
W=2.6m
L=3.7m

2.6 3.7 9.6 1978 ③-2鋼橋

①池田土木 箕面公園 地獄谷小橋 地獄谷小橋 鋼橋
W=1.5m
L=3.8m

1.5 3.8 5.7 1977 ③-2鋼橋

①池田土木 箕面公園 風呂ヶ谷北小橋 風呂ヶ谷北小橋 鋼橋
W=2.1m
L=8.6m

2.1 8.6 18.1 1978 ③-2鋼橋

①池田土木 箕面公園 風呂ヶ谷小橋 風呂ヶ谷小橋 鋼橋
W=2.1m
L=8.5m

2.1 8.5 17.9 1977 ③-2鋼橋

①池田土木 箕面公園 風呂ヶ谷橋 風呂ヶ谷橋 鋼橋
W=2.4m
L=5.1m

2.4 5.1 12.2 1977 ③-2鋼橋

①池田土木 箕面公園 地獄谷橋 地獄谷橋 鋼橋
W=2.0m
L=8.4m

2.0 8.4 16.8 1982 ③-2鋼橋

①池田土木 箕面公園 昆虫館北小橋 昆虫館北小橋 鋼橋
W=2.7m
L=3.4m

2.7 3.4 9.2 1982 ③-2鋼橋

①池田土木 箕面公園 名称不明橋１ 名称不明橋１ 鋼橋
W=2.0m
L=7.7m

2.0 7.7 15.4 1982 ③-2鋼橋

①池田土木 箕面公園 一の橋 一の橋 鋼橋
W=5.7m
L=9.9m

5.7 9.9 56.4 1981 ③-3車両対応の橋梁

①池田土木 箕面公園 聖天橋 聖天橋 コンクリート
W=3.0m
L=6.5m

3.0 6.5 19.5 1982 ③-3車両対応の橋梁

①池田土木 箕面公園 落合谷橋 落合谷橋 コンクリート
W=3.5m
L=6.2m

3.5 6.2 21.7 1981 ④その他の公園内の橋梁

①池田土木 箕面公園 桜谷南小橋 桜谷南小橋 コンクリート
W=1.5m
L=3.8m

1.5 3.8 5.7 1978 ④その他の公園内の橋梁

①池田土木 箕面公園 昆虫館管理用橋 昆虫館管理用橋 コンクリート
W=10m
L=2.2m

10.0 2.2 22.0 1982 ④その他の公園内の橋梁



１１．昆虫館 生態展示作業 過年度実績 

 

（１）業務目的、場所、作業項目 

目的・昆虫生体展示の管理補助作業を行う。 

   昆虫の生理、習性を理解し、各作業を行う。 

場所・昆虫館エリア ＝放蝶園 214 ㎡他 放蝶園飼育室、水棲昆虫飼育室、展示室屋上ﾔｰﾄﾞ等 

   食草温室エリア ＝食草温室１８９㎡他 温室周辺ﾔｰﾄﾞ 

作業・放蝶園では、年間を通して１０種類程度の蝶（資料１１―１）を放蝶するものとする。 

・放蝶温室内の放蝶数が毎日 200 匹以上確保できるよう、蝶の良好な生育と飼育環境を保つ 

ための管理業務（以下(2)～(5)）を日常的に行うこと。 

     ・また、その他昆虫（資料１１―２）を四季に応じて２０種類程度１０００匹以上確保でき 

るよう良好な生育と飼育環境を確保すること。 

 

（２）昆虫飼育補助業務 

□蝶の飼育  蝶類配合餌を調達（資料１１―３）して、下記作業を行う。 

   ・２回／週の作業＝餌皿の水洗い（２０皿），果物の細断（約３０コ、焼酎への漬込み）

＜餌皿の配置は５ヶ所あり＞ 

・毎日の確認と餌の注ぎ足し ＝ハチミツ皿等（11 皿）    

・1 回／2 日の作業 ＝ハチミツ皿の洗浄 

 

□その他昆虫の飼育 その他の昆虫類配合餌を調達（資料１１―４）して、下記作業を行う。 

・毎日の作業 ＝展示室ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞ、飼育室の飼育ｹｰｽへの餌供給等（３０ｹｰｽ） 

・適時作業  ＝果物の細断・供給、朽木ﾏｯﾄの交換等 

□幼虫飼育補助   蝶管理資材を調達（資料１１―５）して、下記作業を行う。 

   ・毎日の作業 ＝ﾌﾟﾗｶｯﾌﾟで飼育している幼虫餌の入替え補助（約２００ｶｯﾌﾟ） 

           飼育材料の加工（飼育ｶｯﾌﾟ類、ｷｯﾁﾝﾍﾟｰﾊﾟｰ、ｱﾙﾐﾎｲﾙなど）  

 

□採卵作業  毎日、６種類の蝶についてﾛｰﾃｰｼｮﾝﾃで、３種をﾌﾟﾗｶｯﾌﾟ３ｶｯﾌ分採卵する。 

                     各種 30 卵程度の採卵＊３ｶｯﾌﾟ＝90 卵採卵 

＜吸蜜植物や食草を傷つけないよう配慮して行うこと。＞ 

□放蝶数確認 毎日、蝶の死骸を回収して放蝶数の管理を行う。  

開館準備の清掃時に発見した蝶の死骸を、指定されたｶｯﾌﾟに入れ回収する。 

職員から新規放蝶数を聞き、差引を行って現在の放蝶数を報告すること。 

 

（３）植物管理作業 

    □対象植物 

放蝶温室内、食草温室内外、展示棟屋上のストックヤード、管理棟横の食草栽培場の植物を 

対象として、栽培管理を実施すること。 



□放蝶園の植物 

   放蝶園内には蜜源植物と食草植物が栽培されている。蝶の餌として良好な植物管理を行うと 

共に、有料施設にふさわしい修景に配慮した植物管理を行うこと。 

※放蝶園既存植物数 （放蝶温室内，展示棟屋上のストックヤード内   

地植え＝高木 10 本，低木約 70 本 鉢植え＝木本、宿根植物約８００鉢） 

    ・毎日の作業 

       害虫駆除（毎日４鉢程度）潅水（夏季＝毎日＜朝＞、春秋～冬＝2 回/週）、花がら摘み 

＜植物の病害虫駆除を行うに当たっては、植物の枝葉が蝶の食草となるため、一切農薬 

を使用してはならない。病害葉除去や害虫駆除など全て人力にて処理すること。＞ 

＜鉢植え植物の害虫駆除は、放蝶園から運び出し、手作業で駆除作業を行うこと。＞ 

＜潅水は、開館前に終了していること。＞ 

    ・適時作業 

   既存鉢植え植物の植替え（約４００鉢）を適期に植え替える。 

植替え⇒ 用土と根茎更新作業＜植替え用土は、調達した新品を使用して実施する。＞ 

その他 除草、剪定、施肥を行う。 

    剪定等時期や方法⇒ 蜜源、食草として栽培していることを念頭に、実施すること。 

・吸蜜植物入替え作業等 

   吸蜜植物資材（資料１１―６）植物管理資材（資料１１―７）を調達し下記作業を行う。 

     調達した植物資材（展示用鉢への植替え含む）及び展示棟屋上ﾔｰﾄﾞの既存吸蜜 

     植物を、花が咲いた順に毎日 4～5 鉢程度入れ替える。 

     既存植物及び調達した植物の栽培管理作業を行う。 

＜吸蜜植物が常時開花状態で配置されるよう、調達種類、時期、数量の年次及び月次計 

画を立てること。＞ 

＜吸蜜植物は原則無農薬栽培品を調達し、放蝶園搬入時には開花していること。＞ 

＜調達した一年草は時期が終われば処分し、多年草や木本類は再利用するため、展示棟 

 屋上や食草温室で栽培すること。＞ 

  

    □食草温室内、外の植物 

・蝶の幼虫は種ごとに違った植物を食し、その大半は野生種で非売品が多い。 

食草温室において年間を通し、蝶を飼育するために必要な食草（資料１１―８）を栽培する

為、管理資材（資料１１―９）を調達し、栽培管理すること。 

※食草温室既存植物数（蔓植物：ﾂﾙﾓｳﾘﾝｶ約１０鉢 ﾎｳﾗｲｶｶﾞﾐ、ｷﾞｮﾎﾞｸ他約 340 鉢） 

※食草温室外既存植物数（ｲﾇﾋﾞﾜ、ﾕｽﾞ、ﾐｶﾝ類等 約 180 鉢）  合計５３０鉢 

・食草植物栽培 

近郊在来蝶飼育のため（資料１１―１０）を調達して、栽培すること。 

※新しい食草植物は、無農薬栽培品を調達すること。 

・食草葉の供給 

６種程度を毎日ﾛｰﾃｰｼｮﾝで約 30 枚を放蝶園に供給すること。食草の種類は、前日に昆虫館 



から指示を受けること。 

 

     ・毎日の作業 

      害虫駆除、潅水、つる巻誘因 

＜植物の病害虫駆除を行うに当たっては、植物の枝葉が蝶の食草となるため、一切農薬 

を使用してはならない。病害葉除去や害虫駆除など全て人力にて処理すること。＞ 

＜木搾酢などの殺虫剤以外の薬剤も使用できないので必ず人力で処理し、餌として与え 

る前には水で洗浄すること。＞ 

    ・適時作業 

整枝剪定＜整枝剪定時期や方法＝食草として栽培していることを念頭に、実施すること。＞ 

ﾂﾙﾓｳﾘﾝｶ、ｷﾞｮﾎﾞｸの、挿し木（各 30 芽）種子保存（各 30 播種）を行う。 

食草温室内外既存植物の 植替え（約 400 鉢 植替え／年間）、  除草、   施肥 

植替え⇒用土と根茎更新作業＜植替え用土は、調達した新品を使用して実施する。＞ 

 

（４）温室内清掃作業 

・放蝶園温室内の植込み、通路、流れを、朝開館時間前に清掃すること。（池部分は 2 回／年） 

・清掃は休館日（平日火曜）と年末年始を除く年間２８５日とする。 

・放蝶園温室清掃、放蝶園、食草温室での植替え作業等で発生したゴミは、指定地に集積する 

こと。 

・食草温室内外のガラス清掃  ＜採光を保つため、ガラス面の拭き掃除を行うこと。＞ 

食草温室ガラス清掃＝内外共全面    ２回／年 （約３６０㎡） 

 

 

（５）温室温度管理作業 

・放蝶園内の温度を常に１８℃以上、食草温室の温度を１５℃以上に保つようボイラー等の運 

転管理を適正に行うこと。 

・燃料タンク（放蝶園裏側 995Ｌ、食草温室西側 468Ｌ）の残量を毎日確認，記録すると共 

に、適時灯油を調達して補充を行うこと。また、補充記録を作成すること。 

参照：灯油調達実績（資料１１―１１） 

     

 

 （６）食草葉の試験調達 

     ・沖縄産 ホウライカガミの葉を調達（冷蔵空輸便）し、幼虫飼育に用いること。 

     ・年間調達量は、（資料１１―１０）の下表のとおり。 

      

（７）その他 

 ・本業務に従事する管理作業員は、昆虫の生理、習性を理解していて経験があると共に、植物

管理についても、熟知していること。 



 



放蝶種類　（資料１１―１）

※下記蝶の中で１０種程度を放蝶する

科名

アゲハチョウ科 ナミアゲハ・クロアゲハ・カラスアゲハ・ナガサキアゲハ

シロチョウ科 キタキチョウ・モンシロチョウ

タテハチョウ科

イシガケチョウ・ツマムラサキマダラ・
リュウキュウムラサキ・クロコノマチョウ・
ツマグロヒョウモン

マダラチョウ科 オオゴマダラ



チョウ以外の昆虫　（資料１１―２）

※下記昆虫の中で２０種程度を飼育する

目名 備考

ゴキブリ目
チャバネゴキブリ・クロゴキブリ・ワモンゴキブリ・オオゴキブ
リ・ヤエヤマオオゴキブリ・ブラベラスｓｐ２種・マダガスカル
オオゴキブリなど

８種類程度

鞘翅目
ヘラクレスオオカブトなど外国産カブトムシ類・ニジイロクワガ
タなど外国産クワガタムシ類

６種類程度

直翅目
エンマコオロギ・キリギリス・クビキリギス・
ツチイナゴなど

６種類程度

ナナフシ目 トゲナナフシ・ナナフシモドキ・アマミナナフシなど ３種類程度

その他の昆虫 ウスバカゲロウ

１種類であ
るが、季節
に応じて飼
育展示する
昆虫は変化
する。



チョウ類配合餌　（資料１１―３）

<365日当り計算＞

no 種　類 形　状 数量 単位

1 蜂蜜・茨木養蜂園産　ﾚﾝｹﾞﾊﾁﾐﾂ同等品以上 1000ｇ 40 本

2 パパイヤ ３８０ｇ以上 150 個

3 マンゴー 1７０ｇ以上 100 〃

4 柿 ２００ｇ以上 100 〃

5 梨 ４００ｇ以上 100 〃

6 イチジク ５０ｇ以上 300 〃

7 ラフランス ２５０ｇ以上 75 〃

8 パイナップル ８００ｇ以上 60 〃

9 桃 ２３０ｇ以上 100 〃

10 バナナ1房　４～５本500ｇ高糖度 ５００ｇ以上/房 2290 本

11 芋焼酎アルコール分25％ １８００ｍｌ 280 本

12 ドライイースト ５００ｇ 1 個

13 乳酸菌飲料　カルピス同等品以上 １０００ｍｌ 60 本

米酢　千鳥酢　1800ml

村山造酢㈱製同等品以上
14 １８００ｍｌ 6 本



その他昆虫配合餌　（資料１１―４）

<365日当り計算＞

no 種　類 形　状 数量 単位

1 鶏ささみ 日本産　地鶏 2.4 kｇ

2 イリコ 食塩不使用　Ｌサイズ（４００ｇ） 2 kg

3 リンゴ 230ｇ以上 400 個

ウェットタイプサンライズ　

ゴン太ふっくらソフト

3キロ入り同等品以上

ユニチチャーム　猫元気ドライタイプ　

2キロ入りと同等品以上

6 竹輪 ４～５本入り 150 〃

7 朽木マット(広葉樹） ５０リットル 5 〃

8 ミズゴケ １ｋｇ 5 〃

金魚フレーク52ｇ　㈱ダイコー

と同等品以上

10 メダカの餌　 ３０ｇ　㈱三晃商会と同等品以上 5 〃

11 昆虫ゼリー  16ｇ 500 個

12 昆虫ゼリー   65ｇ 200 個

13 水草 50 本

4

5

9

ドッグフード 20 袋

キャットフード 36 〃

金魚メダカの餌　他の昆虫餌 24 〃



蝶管理資材　　（資料１１―５）

<365日当り計算＞

no 種　類 形　状 数量 単位

脱脂綿　医療用カット綿

3.5×3.5ｃｍ

透明プラカップ　蓋 ＫＰカップ

鴻池プラスチック㈱　同等品以上 ＫＰ－ＭＳ－40 4500

1センチ蓋もち手付き

小カップ　鴻池プラスチック㈱

同等品以上

大カップ　鴻池プラスチック㈱

同等品以上

蝶飼育ネット　クラーク㈱ パネットテントタイプ（ｓ）

同等品以上GS-3 ＧＳ－３

キッチンペーパー厚手タイプ ４ロール５０カット

２０４×２０４×２２８ 王子ネピア同等品以上 150

キッチンタオル　２２８×２２０

キッチンペーパー ４ロール５０カット

キッチンタオル サラサ同等品以上

トイレットペーパー

純パルプシングル 36

６０ｍ×１２ロール

9 サランラップ ３０ｃｍ×５０ｍ 12 〃

10 アルミホイル　抗菌タイプ ２５ｃｍ×10ｍ 400 〃

３２×３８ｃｍ　

厚さ０．０１ｍｍ　 10

100枚入り

100 箱

個

ＫＰ－４３０－Ｓ４０ 1500 〃

1

2

3

4

3号500g　

5

3000 〃

12 〃

ＫＰ－８６０－Ｓ４０

6

7

8

11 保存用ポリ袋　Ｌサイズ 袋

箱

300 〃

〃



チョウ吸蜜植物　（資料１１―６）　　　　

＜365日当り計算＞

no 種　類 形　状 数量 単位

1 ムラサキハナナ 5号鉢以上 20 鉢

2 ナノハナ ５号鉢以上 30 〃

3 セイヨウタンポポ ５号鉢以上 10 〃

4 マルバダケブキ ５号鉢以上 20 〃

5 ハルシオン ５号鉢以上 10 〃

6 アキノタムラソウ ５号鉢以上 20 〃

7 オオダイコンソウ ５号鉢以上 20 〃

8 クガイソウ ５号鉢以上 10 〃

9 ホソバノキリンソウ ５号鉢以上 10 〃

10 シラネセンキュウ ５号鉢以上 10 〃

11 ヒメアザミ赤紫 ５号鉢以上 10 〃

12 ノアザミ赤紫 ５号鉢以上 10 〃

13 サワアザミ赤紫 ５号鉢以上 10 〃

14 バイケイソウ ５号鉢以上 10 〃

15 イケマ ５号鉢以上 10 〃

16 カノコソウ ５号鉢以上 10 〃

17 ヒメジョオン ５号鉢以上 10 〃

18 ニラ ５号鉢以上 30 〃

19 シシウド ８号鉢以上 20 〃

20 ヤマツツジ　赤 ８号鉢以上 5 〃

21 ムラサキベンケイソウ ５号鉢以上 5 〃

22 ノコギリソウ　白　ピンク ５号鉢以上 5 〃

23 ストケシア ５号鉢以上 10 〃

24 ストック ５号鉢以上 30 〃

25 ペンタス ８号鉢以上 20 〃

26 フランスギク ８号鉢以上 10 〃

27 イングリッシュラベンダー ８号鉢以上 5 〃

28 アゲラタム ５号鉢以上 20 〃

29 オレガノ ５号鉢以上 10 〃

30 オカトラノオ　白 ５号鉢以上 30 〃

31 ハナトラノオ　桃 ５号鉢以上 5 〃

32 マウンテンミント ５号鉢以上 5 〃

33 ミントハッカ ５号鉢以上 5 〃

34 シオン ５号鉢以上 5 〃

35 オミナエシ ５号鉢以上 5 〃

36 オトコエシ ５号鉢以上 5 〃

37 インパチェンス ５号鉢以上 30 〃

38 ミヤコワスレ ８号鉢以上 20 〃

39 ヘリオトロープ ８号鉢以上 10 〃

40 ツワブキ ８号鉢以上 10 〃



41 ヒガンガナ 球根 30 ケ

42 ノボロギク ５号鉢以上 10 鉢

43 ノゲシ ５号鉢以上 10 〃

44 ヤナギラン ５号鉢以上 10 〃

45 ツルカノコソウ ５号鉢以上 10 〃

46 センニンソウ ５号鉢以上 5 〃

47 ジシバリ ５号鉢以上 10 〃

48 チングルマ ５号鉢以上 10 〃

49 ヤマユリ ５号鉢以上 10 〃

50 ムラサキケマン ５号鉢以上 5 〃

51 キツリフネ ５号鉢以上 5 〃

52 タネツケバナ ５号鉢以上 5 〃

53 クサノオウ ５号鉢以上 5 〃

54 クサネム ８号鉢以上 10 〃



放蝶園　植物管理資材　　（資料１１―７）

<365日当り計算＞

no 種　類 形　状 数量 単位

無農薬害虫駆除剤：

木酢液：紀州備長炭

2 液肥　ハイポネックス 800ml 24 〃

3
緩効性肥料　緑化専用
尿素配合バーディラージ

20㎏　ジェイカム㈱製造同等品以上 10 袋

5 日向土　　小粒 18L 200 〃

6 鹿沼土　　硬質　選別品　小粒 18L 200 〃

7 赤玉土　　小粒 18L 200 〃

底石　花ごころ　

きれいな底石ゼオライト配合

ナメクジ駆除剤

住友化学園芸同等品以上

ゴキブリ駆除剤

大日本除虫菊同等品以上

11 あり駆除剤 アリの巣ころり２個入 20 コ

12 ペールポット深型　　茶 １０号 10 鉢

13 ペールポット深型　　黒・白 １０号 10 〃

14 フレグラーポット　ダークブラウン 36型 50 〃

15 素焼鉢　炭華98０H １３号 20 〃

16 ボールスタンド　強度タイプ 8号　４００H 20 本

17 ボールスタンド　強度タイプ 9号　５００H 10 〃

18 ボールスタンド　強度タイプ 10号　６００H 20 〃

10 コ

8 〃

9

コンバット　12個入り 24

６Ｌ 100

ナメトックス1000ｇ 24 コ

1 1000ml 5 本

4 培養土　ｸﾞﾘｰﾝｿｲﾙ　業務用　 25L　㈱タンキョウ製造同等品以上 200 〃



食草温室内外の食草植物　（資料１１―８）

食草温室

ツルモウリンカ・ギョボク・ホウライカガミ・ミカン・レモン・ユズ・キンカ
ン
・ガジュマル・ベンジャミン・リュウキュウウマノスズクサ・イヌビワ
・クウシンサイ・コマツナギ・ルー・エビスグサ・デリスなど

食草温室周り ミカン・カラズザンショウ・エノキなど

食草栽培場（事務所棟横） エノキ・ジュズ・ススキ・ミカンなど

管理対象食草の主な種類



食草温室植物管理資材　　（資料１１―９）

<365日当り計算＞

no 種　類 形　状 数量 単位

1 発酵油かす 粉タイプ 5㌔入り 10 袋

2 日向土　中粒 18Ｌ 30 〃

3 バーミキュライト 大袋60Ｌ 5 〃

緩効性肥料　緑化専用 ２０ｋｇジェイカム

尿素配合バーデイラージ アブリ㈱同等品以上

5 ハイポネックス ８００ｍｌ 12 本

6 メネデール ５００ｍｌ 12 〃

7 防腐剤　ﾄｯﾌﾟｼﾞﾝＭﾍﾟｰｽﾄ ２００ｇ 5 〃

8 植物結束線　ビニタイカッター付 ３０ｍ 20 コ

9 プラ鉢　深型　リッチェル社 10号 100 鉢

10 プラ鉢　深型　リッチェル社 12号 100 〃

11 素焼鉢　トコナメ 9号 60 〃

12 素焼鉢　トコナメ 10号 60 〃

13 素焼鉢　トコナメ 11号 60 〃

14 素焼鉢　トコナメ 12号 60 〃

10 〃4



食草植物　　　（資料１１―１０）

<365日当り計算＞

no 種　類 形　状 数量 単位

1 キハギ 150㎝8号鉢以上 20 鉢

2 ネム 150㎝8号鉢以上 10 〃

3 ルー 5号鉢以上 50 〃

4 ホウライカガミ５０枚/週/回　　　　 （年間） 51 回



灯油調達実績（資料１１―１１）

年間

月 種　類 形　状 数量 単位

1 灯油 ミニローリー渡し 7,000 Ｌ

2 〃 〃 5,000 〃

3 〃 〃 4,000 〃

4 ー ー ー

5 〃 〃 3,000 〃

6 ー ー ー

7 ー ー ー

8 ー ー ー

9 ー ー ー

10 ー ー 3,000

11 〃 〃 4,000 〃

12 〃 〃 6,000 〃

灯油合計 32,000



１２．昆虫館 展示関連作業 過年度実績 

 

昆虫館では展示（標本展示・企画展示・放蝶園でのチョウやミツバチなどの生体展示）・啓発活動（各種工

作教室などのイベント・出張昆虫教室）・印刷物の作成（昆虫館ﾆｭｰｽの作成）等を行っている。 

入館者が展示内容を体感でき、楽しみ、また来たくなる魅力ある昆虫館づくりを行うため、次の業務を実施

する。 

（１）展示物の作成 

（２）イベントや啓発活動の企画・支援 

（３）昆虫標本の整理 

（４）印刷物作成と情報発信 

（５）アンケート調査のまとめと分析 

 

（１） 展示物の作成 

１）昆虫標本箱を利用した展示物の作成を行う。 

目的 ―近隣博物館等の企画展などで使うことのできる、展示物を作成する。 

手法 ―標本箱に、標本・模型・イラストなどを組み合わせて作成すること。 

規格・数量 ―標本箱（ドイツ箱 509×418×62）４０箱＜標本箱：調達＞ 

２）パネルを用いた展示物の作成を行う。 

目的  ―昆虫の理解を深める展示物・昆虫館の PRを行う展示物を作成する。 

手法 ―デジタルデーター、フルカラー印刷物を作成し添付する。 

規格・数量 ―B1サイズ木製パネル  １０枚＜木製パネル：調達＞ 

 

（２） イベントや啓発活動の企画・支援 

〇イベント等の事業開催 

目的 ―昆虫館の魅力発信やＰＲを行う。 

手法 ―昆虫館が主催するイベントの企画運営を行い、必要資材の調達を行うこと。 

〇イベント保険への加入 

各イベント開催にあたっては、必要に応じてイベント保険またはレクレーション保険に、 

加入すること。 

参考人数：8900 人分（土日祝 6000人＋月次 500人＋スポット 2400人） 

１）土・日・祝日 及び月次イベント 

・年間を通じて土・日・祝日及び毎月次に入館者を対象とした親子で楽しめる 

  イベントを（10時～16 時）実施する。 

・昆虫館員の補助員として毎回 1名の人員配置を行うこと。（補助員計 70人） 

※補助員＝軽作業員１回につき１日（８時間）（以下補助員については同様） 

１－１）土・日・祝日イベント 

・工作教室（60 回/年、100 人分/回)  

「ぬり絵」・「紙工作」などと同程度の価格材料で、工作などの企画を 



ローテーションで実施する。＜他 3 種程度＞ 

           ・資材調達と作業内容 

       (1)「ぬり絵」 昆虫原画（A4大）を企画作成し、ぬり絵を行う。 

                   （ぬり絵用の絵を印刷した紙は、支給品とする） 

(2)「紙工作」 A4 版画用紙を切り貼りし、昆虫を作り出す。 

１－２）毎月次イベント 

「フェルトの昆虫ストラップ作り」教室（10回/年、50 人分/回） 

     ・資材調達と作業内容 

        はがき 1/2大のフェルト 20色程度を切貼りし、5 種類の昆虫ｽﾄﾗｯﾌﾟを作る。 

 

２）スポットイベント 

夏期 2回・秋期 2回・冬期 1回、入館者を対象とした、親子で楽しめるイベント 

（10時～16時）を実施する。 

・昆虫館員の補助員として夏期 4名・秋期 6名・冬期 2 名の人員配置を行うこと。 

（補助員計 12人） 

・イベント PR用立看板（寸法＝900×1800・べニア板と補強材等で制作し、ペイン 

ト仕上げしたもの）を、各回１枚製作すること。 

・工作の準備＝夏期 1000人分・秋期 1200人分・冬期  200人分 

(工作用品は、土・日・祝日イベントの工作用品と同程度のものとする) 

            

（３） 昆虫標本整理 

昆虫館で収蔵している昆虫標本の整理を行うこと。 

約 1000箱の標本箱に約 7万点の標本が保管されています。 

このうち約 500箱が未整理であるため、これらを整理し収蔵一覧表を作成してください。 

・標本箱（ドイツ型 509＊418＊62）に収蔵している昆虫標本を同定する。 

整理する昆虫標本数＝昆虫標本箱 100箱／年 

・未同定の標本については、科名、属名などを同定し、合わせて収蔵一覧表を 

作成すること。 

   ・標本の破棄は、採取時期、採取場所等のデータがないものに限る。 

 

（４） 印刷物作成と情報発信 

魅力的で、効果的な情報発信を行うためにデザインの提案や校正、印刷を行う。 

    ① 昆虫館だより 

昆虫館の広報用情報誌として「昆虫館だより」を作成する。（年４回発行） 

仕上がり：Ａ5 6頁（巻 3つ折）紙質：コート 90kg 

印刷：4/4印刷（両面４色印刷） 部数：5000部×4回 計 20,000部 

・別途ｗｅｂ掲載用データ作成あり。 

・関係各所に配送（郵送）を行う。（配布先 70件） 



② 館報 

昆虫館の業務実績をまとめた館報（201４年度）を作成する。 

仕上がり：Ａ4 無線綴じ冊子             部数：150部 

紙質と印刷：【表紙】ケント 100kg カラー紙 1/1印刷 

         【本文】30頁 上質 70kg 1/1印刷（両面モノクロ印刷） 

・関係各所に配送（郵送）を行う。（配布先 70件） 

③ 昆虫館ガイドブック 

入館者への見学ガイドとなる案内書を作成する。       

仕上がり：Ｂ5 紙質：コート 110kg 印刷：4/4印刷（両面４色印刷） 

部数:50,000 部 

 

④ 昆虫カード 

10種類の昆虫カードを作成する。          

仕上がり：Ｂ８カードコート紙（６４＊９１） 連重３６０ｋｇ 角丸仕上げ 

印刷：片面フルカラー印刷（昆虫写真） 片面２色印刷（解説）     

枚数：10 種＊各 3000枚＝30,000 枚 

 

（５）アンケート調査のまとめと分析 

昆虫館で作成するアンケートの取りまとめと分析を行う。 

・大阪府下の小学校における昆虫教室時のアンケート  ｻﾝﾌﾟﾙ数 50校程度  

・昆虫館における来館者アンケート                   ｻﾝﾌﾟﾙ数 1,500 程度  
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No 書名 書名フリガナ 監修 編著者 発行者 発行年 版

2 新日本動物図鑑（上） シンニホンドウブツズカン（ジョウ） 岡田　要 北隆館 1988 9版

3 新日本動物図鑑（中） シンニホンドウブツズカン（チュウ） 岡田　要 北隆館 1988 9版

4 新日本動物図鑑（下） シンニホンドウブツズカン（ゲ） 岡田　要 北隆館 1988 9版

5
環境昆虫学－行動・生理・化学
生態

カンキョウコンチュウガク－コウドウ・
セイリ・カガクセイタイ 日高・松本 本田計一　他 東京大学出版会 1999 初版

6 図解動物観察事典 ズカイドウブツカンサツジテン 朝日稔　他 地人書館 1986 第1版訂正第3刷

7 ネイチャーガイド　日本のトンボ ネイチャーガイド　ニホンノトンボ 尾園暁　他 文一総合出版 2012 初版

8 昆虫の事典 コンチュウノジテン 古川晴男 東京堂出版 1991 9版

9 原色日本昆虫図鑑（下） ゲンショクニホンコンチュウズカン（ゲ） 伊藤修四郎　他 保育社 1981 全改訂新版5刷

10
原色日本昆虫図鑑（上）・甲虫
編

ゲンショクニホンコンチュウズカン
（ジョウ）・コウチュウヘン 中根猛彦 日本昆虫学会 保育社 1971 増補改訂25刷

11 世界のパルナシュウス セカイノパルナシュウス 小出　雄一 ニュー・サイエンス社 1979 第2版

12 昆虫化石ハンドブック コンチュウカセキハンドブック 野尻湖昆虫グループ　編 ニュー・サイエンス社 1988

13 野外観察図鑑１　昆虫 ヤガイカンサツズカン１　コンチュウ 旺文社 2011 重版

14 原色図鑑　カメムシ百種 ゲンショクズカン　カメムシヒャクシュ 川沢哲夫　他 全国農村教育協会 1977 改訂版第1刷

15 続　北海道の昆虫 ゾク　ホッカイドウノコンチュウ 田辺　秀男 北海道新聞社 1980

16 原色日本クモ類図鑑 ゲンショクニホンクモルイズカン 八木沼健夫 保育社 1999 初版第2刷

17 長野県昆虫図鑑（上） ナガノケンコンチュウズカン（ジョウ） 信州昆虫学会　他 信濃毎日新聞社 1979

18 長野県昆虫図鑑（下） ナガノケンコンチュウズカン（ゲ） 信州昆虫学会　他 信濃毎日新聞社 1979

19 葉で見わける樹木 ハデミワケルジュモク 林　将之 小学館 2005 第4刷

20 葉で見わける樹木 ハデミワケルジュモク 林　将之 小学館 2005 第4刷

21
日本のカミキリムシハンドブッ
ク

ニホンノカミキリムシハンドブック 鈴木　知之 文一総合出版 2009 初版

22 虫こぶハンドブック ムシコブハンドブック 薄葉　重 文一総合出版 2003 初版

24 オトシブミハンドブック オトシブミハンドブック 沢田佳久　安田守 文一総合出版 2009 初版

25 虫の卵ハンドブック ムシノタマゴハンドブック 鈴木　知之 文一総合出版 2012 初版

26 東海虫の歳時記 トウカイムシノサイジキ 大平　仁夫 自費出版 1990

27 図鑑世界のセミ200種 ズカンセカイノセミ200シュ 初宿　成彦 大阪市立自然史博物館 2007

28
沖縄昆虫野外観察図鑑　第1
巻

オキナワコンチュウヤガイカンサツズ
カン　ダイ1カン 東　清二 沖縄出版 1987 初版

29
沖縄昆虫野外観察図鑑　第2
巻

オキナワコンチュウヤガイカンサツズ
カン　ダイ2カン 東　清二 沖縄出版 1987 初版

30
沖縄昆虫野外観察図鑑　第3
巻

オキナワコンチュウヤガイカンサツズ
カン　ダイ3カン 東　清二 沖縄出版 1987 初版

31
沖縄昆虫野外観察図鑑　第4
巻

オキナワコンチュウヤガイカンサツズ
カン　ダイ4カン 東　清二 沖縄出版 1987 初版
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32
沖縄昆虫野外観察図鑑　第5
巻

オキナワコンチュウヤガイカンサツズ
カン　ダイ5カン 東　清二 沖縄出版 1996 第1版

33
沖縄昆虫野外観察図鑑　第6
巻

オキナワコンチュウヤガイカンサツズ
カン　ダイ6カン 東　清二 沖縄出版 1996 第1版

34
沖縄昆虫野外観察図鑑　第7
巻

オキナワコンチュウヤガイカンサツズ
カン　ダイ7カン 東　清二 沖縄出版 1996 第1版

35
日本動物大百科　第5巻　両生
類・爬虫類・軟骨魚類

ニホンドウブツダイヒャッカ　ダイ5カン
リョウセイルイ・ハチュウルイ・ナンコ
ツギョルイ

日高敏隆 千石　他 平凡社 1996 初版

36
日本動物大百科　第7巻　無脊
椎動物

ニホンドウブツダイヒャッカ　ダイ7カン
ムセキツイドウブツ 日高敏隆 奥谷喬司　他 平凡社 2004 初版第4刷

37
日本動物大百科　第8巻　昆虫
Ⅰ

ニホンドウブツダイヒャッカ　ダイ8カン
コンチュウⅠ 日高敏隆 石井実　他 平凡社 2004 初版第3刷

38
日本動物大百科　第9巻　昆虫
Ⅱ

ニホンドウブツダイヒャッカ　ダイ9カン
コンチュウⅡ 日高敏隆 石井実　他 平凡社 2002 初版第4刷

39
日本動物大百科　第10巻　昆
虫Ⅲ

ニホンドウブツダイヒャッカ　ダイ10カ
ン　コンチュウⅢ 日高敏隆 石井実　他 平凡社 2006 初版第5刷

40
日本動物大百科　別巻　動物
分類名索引

ニホンドウブツダイヒャッカ　ベツカン
ドウブツブンルイメイサクイン 日高敏隆 平凡社 2001 初版第2刷

41
蛾類生態便覧（上）－環境指標
としての蛾類－

ガルイセイタイビンラン（ジョウ）－カン
キョウシヒョウトシテノガルイ－ 宮田　彬 昭和堂印刷出版事業部 1983

42
蛾類生態便覧（下）－環境指標
としての蛾類－

ガルイセイタイビンラン（ゲ）－カンキョ
ウシヒョウトシテノガルイ－ 宮田　彬 昭和堂印刷出版事業部 1983

43 大昆虫記<熱帯雨林編> ダイコンチュウキ<ネッタイウリンヘン> 海野　和雄 データハウス 1994

44 海野和雄　蛾蝶記 ウンノカズオ　ガチョウキ 海野　和雄 福音館書店 1998 初版第1刷

45 今森光彦　世界昆虫記 イマモリミツヒコ　セカイコンチュウキ 今森光彦 福音館書店 1994 初版第1刷

46 昆虫－ちいさななかまたち－ コンチュウ－チイサナナカマタチ－ 福音館書店 1992 第40刷

47
ビデオ科学館解説書　昆虫た
ちの驚異

ビデオカガクカンカイセツショ　コン
チュウタチノキョウイ 桑原　隆一 アスク講談社 1989

48
保全上重要なわかやまの自然
－和歌山県レッドデータブック
－

ホゼンジョウジュウヨウナワカヤマノシ
ゼン－ワカヤマケンレッドデータブック
－

和歌山県環境生活部環
境生活総務課

和歌山県環境生活部環
境生活総務課

2001

49 山口県の昆虫 ヤマグチケンノコンチュウ 山口県立山口博物館 山口県立山口博物館 1988

50
狩蜂生態図鑑－ハンティング
行動を写真で解く

カリバチセイタイズカン－ハンティング
コウドウヲシャシンデトク 田仲義弘 全国農村教育協会 2012 初版第1刷

51 日本蜂類生態図鑑 ニホンハチルイセイタイズカン 岩田久二雄 講談社 1982 第1刷

52 日本産ホタル10種の生態研究
ニホンサンホタル10シュノセイタイケン
キュウ 板当沢ホタル調査団 板当沢ホタル調査団 2006

53
改訂新版世界文化生物大図鑑
昆虫Ⅰ　チョウ・バッタ・トンボな
ど

カイテイシンバンセカイブンカセイブツ
ダイズカン　コンチュウⅠ　チョウ・バッ
タ・トンボナド

世界文化社 2004 初版第1刷

54 里山大百科 サトヤマダイヒャッカ 平野伸明　他 ティビーエス・ブリタニカ 2001 初版第2刷

55 蝶　大いなる自然　生命紀行
チョウ　オオイナルシゼン　セイメイキ
コウ 海野和雄 トーヨー・アド 1990

56 滋賀の田園の生き物 シガノデンエンノイキモノ 滋賀自然環境研究会 滋賀県農政水産部 2001

58 ラオスの蝶 ラオスノチョウ 高倉忠広 本野晃・根岸範子 桐原書店 1989 初版第1刷

59 世界のテングチョウ セカイノテングチョウ 本野晃 桐原書店 1993 初版第1刷

60
ヤマケイ情報箱　田んぼの生
き物図鑑

ヤマケイジョウホウバコ　タンボノイキ
モノズカン 内山りゅう 山と渓谷社 2005 初版第1刷

61
BUTTERFLIES IN THAILAND
VOLUME ONE

BUTTERFLIES IN THAILAND
VOLUME ONE 1974
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63 今森光彦　昆虫記 イマモリミツヒコ　コンチュウキ 今森光彦 福音館書店 1991 第10刷

64 沖縄の昆虫 オキナワノコンチュウ 栗林慧 学習研究社 1973 初版

65 日本産セミ図鑑 ニホンサンセミズカン 林正美・税所康正 誠文堂新光社 2011

66 日本産蛾類生態図鑑 ニホンサンガルイセイタイズカン 杉繁郎　他 講談社 1987 第1刷

67
改訂新版世界文化生物大図鑑
昆虫Ⅱ　甲虫

カイテイシンバンセカイブンカセイブツ
ダイズカン　コンチュウⅡ　コウチュウ 世界文化社 2004 初版第1刷

68
原色日本昆虫生態図鑑（Ⅰ）カ
ミキリ編

ゲンショクニホンコンチュウセイタイズ
カン（Ⅰ）カミキリヘン 小島圭三・林匡夫 保育社 1978 3刷

69
原色日本昆虫生態図鑑（Ⅱ）ト
ンボ編

ゲンショクニホンコンチュウセイタイズ
カン（Ⅱ）トンボヘン 石田昇三 保育社 1980 3刷

70
原色日本昆虫生態図鑑（Ⅲ）
チョウ編

ゲンショクニホンコンチュウセイタイズ
カン（Ⅲ）チョウヘン 福田晴夫　他 保育社 1981 4刷

71
原色昆虫大図鑑（第1巻）（蝶・
蛾篇）

ゲンショクコンチュウダイズカン（ダイ1
カン）（チョウ・ガヘン） 井上寛　他 北隆館 2001 重版

72
原色昆虫大図鑑（第2巻）（甲虫
篇）

ゲンショクコンチュウダイズカン（ダイ2
カン）（コウチュウヘン） 中根猛彦　他 北隆館 2001 重版

73
原色昆虫大図鑑（第3巻）（蜻
蛉・直翅・半翅・膜翅他　篇）

ゲンショクコンチュウダイズカン（ダイ3
カン）（カゲロウ・チョクシ・ハンシ・マク
シホカ　ヘン）

安松京三　他 北隆館 2002 重版

74 日本産水生昆虫検索図説
ニホンサンスイセイコンチュウケンサ
クズセツ 河合禎次 東海大学出版会 1985 第1刷

75
日本産トンボ幼虫・成虫検索図
説

ニホンサントンボヨウチュウ・セイチュ
ウケンサクズセツ 石田昇三　他 東海大学出版会 1993 第4刷

76 トンボのすべて　改訂版 トンボノスベテ　カイテイバン 井上清・谷幸三 トンボ出版 2000 改訂版第1刷

77
水生昆虫の観察－安全できれ
いな水をめざして－

スイセイコンチュウノカンサツ－アンゼ
ンデキレイナミズヲメザシテ－ 谷幸三 トンボ出版 2001 改訂版

78
原色日本トンボ幼虫・成虫大図
鑑

ゲンショクニホントンボヨウチュウ・セ
イチュウダイズカン 杉村光俊　他 北海道大学図書刊行会 1999 第1刷

79
日本産トンボ大図鑑　第1巻
図版編

ニホンサントンボダイズカン　ダイ1カ
ン　ズハンヘン 浜田康・井上清 講談社 1985 第1刷

80
日本産トンボ大図鑑　第2巻
解説編

ニホンサントンボダイズカン　ダイ2カ
ン　カイセツヘン 浜田康・井上清 講談社 1985 第1刷

81
バッタ・コオロギ・キリギリス大
図鑑

バッタ・コオロギ・キリギリスダイズカン 日本直翅類学会編 北海道大学図書刊行会 2006 第2刷

82 日本産カミキリ大図鑑 ニホンサンカミキリダイズカン 日本鞘翅目学会編 講談社 1984 第1刷

83 日本産蛾類標準図鑑Ⅰ
ニホンサンガルイヒョウジュンズカン
Ⅰ 岸田泰則　編 学研教育出版 2011 初版第1刷

84 日本産蛾類標準図鑑Ⅱ
ニホンサンガルイヒョウジュンズカン
Ⅱ 岸田泰則　編 学研教育出版 2011 初版第1刷

85 日本産蝶類標準図鑑
ニホンサンチョウルイヒョウジュンズカ
ン 学習研究社 2006 初版第1刷

86 日本産幼虫図鑑 ニホンサンヨウチュウズカン 学習研究社 2006 初版第2刷

87
日本産コガネムシ上科標準図
鑑

ニホンサンコガネムシジョウカヒョウ
ジュンズカン 岡島秀治・荒谷邦雄 学習研究社 2012 初版第1刷

88
日本産ハムシ類幼虫・成虫分
類図説

ニホンサンハムシルイヨウチュウ・セ
イチュウブンルイズセツ 木元新作・滝沢春雄 東海大学出版会 1998 第1版第2刷

89 日本産蝶類幼虫・成虫図鑑Ⅱ
ニホンサンチョウルイヨウチュウ・セイ
チュウズカンⅡ 手代木求 東海大学出版会 1997 初版第1刷

90
学研の大図鑑　日本産アリ類
全種図鑑

ガッケンノダイズカン　ニホンサンアリ
ルイゼンシュズカン

アリ類データベースグ
ループ

学習研究社 2003 初版

91 能勢の昆虫（１） ノセノコンチュウ（１） 仲田元亮 1978
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92
増補改訂　能勢の昆虫（蝶の
部）

ゾウホカイテイ　ノセノコンチュウ（チョ
ウノブ） 仲田元亮 1982

93
大阪府における保護上重要な
野生生物－大阪府レッドデータ
ブック－

オオサカフニオケルホゴジョウジュウ
ヨウナヤセイセイブツ－オオサカフ
レッドデータブック－

環境農林水産部緑の環
境整備室

大阪府 2000

94 大阪府野生生物目録 オオサカフヤセイセイブツモクロク
環境農林水産部緑の環
境整備室

大阪府 2000

97 外来種ハンドブック ガイライシュハンドブック 村上興正・鷺谷いづみ 日本生態学会　編 地人書館 2002 初版第1刷

98 日本昆虫生態図鑑 ニホンコンチュウセイタイズカン 石澤慈鳥 大日本雄弁会講談社 1956 第1刷

99 アメンボのふしぎ アメンボノフシギ 乾　實 トンボ出版 2000 初版第1刷

100
不思議発見　たのしい野あそ
びカレンダー

フシギハッケン　タノシイノアソビカレ
ンダー 岩井明子　他 かもがわ出版 2007 初版

101 チョウのすべて チョウノスベテ 渡辺康之 トンボ出版 1998 初版第1刷

102 カゲロウのすべて カゲロウノスベテ 御勢久右衛門 岡崎博文 トンボ出版 1997 初版第2刷

103 ナナフシのすべて ナナフシノスベテ 岡田正哉 トンボ出版 1999 初版第1刷

104 タガメのすべて タガメノスベテ 宮武頼夫 橋爪秀博 トンボ出版 1997 初版第4刷

105
昆虫ハンター　カマキリのすべ
て

コンチュウハンター　カマキリノスベテ 岡田正哉 トンボ出版 2001 初版第1刷

106
虫の飼い方・観察のしかた④
近所の虫の飼いかた(2)－スズ
ムシ・バッタ・カミキリほか－

ムシノカイカタ・カンサツノシカタ④キ
ンジョノムシノカイカタ(2)－スズムシ・
バッタ・カミキリホカ－

海野和雄　他 偕成社 2005 5刷

107
虫の飼い方・観察のしかた⑤雑木林の
虫の飼いかた－カブトムシ・クワガタ・オ
オムラサキほか－

ムシノカイカタ・カンサツノシカタ⑤ゾ
ウキバヤシノムシノカイカタ－カブトム
シ・クワガタ・オオムラサキホカ－

海野和雄　他 偕成社 2004 6刷

108
虫の飼い方・観察のしかた①
虫さがし

ムシノカイカタ・カンサツノシカタ①ム
シサガシ 海野和雄　他 偕成社 2005 7刷

109
虫の飼い方・観察のしかた②
虫を採る・虫を飼う・標本をつく
る

ムシノカイカタ・カンサツノシカタ②ム
シヲトル・ムシヲカウ・ヒョウホンヲツク
ル

海野和雄　他 偕成社 2005 7刷

110
虫の飼い方・観察のしかた④
近所の虫の飼いかた(1)－アゲ
ハ・アリ・テントウムシほか－

ムシノカイカタ・カンサツノシカタ④キ
ンジョノムシノカイカタ(1)－アゲハ・ア
リ・テントウムシホカ－

海野和雄　他 偕成社 2004 5刷

111
世界のクワガタムシ生態と飼
育

セカイノクワガタムシセイタイトシイク 鈴木知之・福家武晃 環境調査研究所 2002 初版第1刷

112
原色図鑑＆飼育　クワガタム
シ・カブトムシ完全BOOK

ゲンショクズカン＆シイク　クワガタム
シ・カブトムシカンゼンBOOK 吉田賢治 成美堂出版 2005

113
NATURESTORY　世界のクワ
ガタムシ

NATURESTORY　セカイノクワガタム
シ 三宅純男 環境調査研究所 2007 初版第1刷

114
世界の甲虫　カブトムシ　クワ
ガタムシ

セカイノコウチュウ　カブトムシ　クワ
ガタムシ 三宅純男 環境調査研究所 2001 初版第1刷

115
水生昆虫完全飼育・繁殖マ
ニュアル

スイセイコンチュウカンゼンシイク・ハ
ンショクマニュアル 都築裕一　他 データハウス 1999

116 どんぐりの図鑑 ドングリノズカン 北川尚史 伊藤ふくお NPCコーポレーション 2004 8刷

117 ハマダ式クワガタ飼育法 ハマダシキクワガタシイクホウ 濱田和一
ハマダクワガタ普及研
究所

1989

118
虫の飼い方・観察のしかた⑥
水辺の虫の飼い飼いかた－ゲ
ンゴロウ・タガメ・ヤゴほか－

ムシノカイカタ・カンサツノシカタ⑥ミズ
ベノムシノカイカイカタ－ゲンゴロウ・
タガメ・ヤゴホカ－

海野和雄　他 偕成社 1999 2刷

119
自然の観察事典●22　カマキ
リ観察事典

シゼンノカンサツジテン●22　カマキリ
カンサツジテン 小田英智　草野慎二 偕成社 2000 初版第1刷

120
自然の観察事典●3　テントウ
ムシ観察事典

シゼンノカンサツジテン●3　テントウ
ムシカンサツジテン 小田英智　久保秀一 偕成社 2005 4刷

121
自然の観察事典●8　カエル観
察事典

シゼンノカンサツジテン●8　カエルカ
ンサツジテン 小田英智　桜井敦史 偕成社 2005 4刷

122
自然の観察事典●13　カタツ
ムリ観察事典

シゼンノカンサツジテン●13　カタツム
リカンサツジテン 小田英智　久保秀一 偕成社 2006 4刷
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123 耐性の昆虫学 タイセイノコンチュウガク 田中誠二　他 東海大学出版会 2008 初版第1刷

124 昆虫の飼い方Ⅱ コンチュウノカイカタⅡ 森内茂　永井正身 文研出版 1975 第1刷

125 熱帯魚と水草 ネッタイギョトミズクサ 主婦の友社　編 主婦の友社 1997 第1刷

126
だれでもできるやさしい土壌動
物のしらべかた　採集・標本・
分類の基礎知識

ダレデモデキルヤサシイドジョウドウ
ブツノシラベカタ　サイシュウ・ヒョウホ
ン・ブンルイノキソチシキ

青木淳一 合同出版 2005 第1刷

127
自然と友だちになる法　森の昆
虫

シゼントトモダチニナルホウ　モリノコ
ンチュウ 片桐一正　槇原寛 学習研究社 1986 初版

128 検索入門　クワガタムシ ケンサクニュウモン　クワガタムシ 黒澤良彦 岡島秀治　山口進 保育社 1996 重版

129 検索入門　クワガタムシ ケンサクニュウモン　クワガタムシ 黒澤良彦 岡島秀治　山口進 保育社 1998 重版

131 毒虫の飼育・繁殖マニュアル
ドクムシノシイク・ハンショクマニュア
ル 秋山智隆 データハウス 2001

132
昆虫飼育テクニック　アウトド
ア・シリーズ116

コンチュウシイクテクニック　アウトド
ア・シリーズ116

日本交通公社出版事業
局

1985 初版

133 原色　川虫図鑑 ゲンショク　カワムシズカン 谷田一三 丸山博紀　高井幹夫 全国農村教育協会 2001 第3刷

134 図説　昆虫切手の博物誌 ズセツ　コンチュウキッテノハクブツシ 長澤純夫 築地書館 1982 初版

135 水棲無脊椎動物の最新学
スイセイムセキツイドウブツノサイシン
ガク 奥谷喬司　他 東海大学出版会 1999 初版第1刷

136
外国産クワガタ・カブトムシ飼
育大図鑑

ガイコクサンクワガタ・カブトムシシイ
クダイズカン 鈴木知之 世界文化社 2005 初版第1刷

137
日本の有害節足動物　生態と
環境変化に伴う変遷

ニホンノユウガイセッソクドウブツ　セ
イタイトカンキョウヘンカニトモナウヘ
ンセン

加納六郎　篠永哲 東海大学出版会 1997 初版第1刷

138 学研の図鑑　植物 ガッケンノズカン　ショクブツ 池田健哉　山田卓三 学習研究社 1991 新訂版第21刷

139
Q&Aマニュアル爬虫両生類飼
育入門

Q&Aマニュアルハムシリョウセイルイ
シイクニュウモン 千石正一(監訳)

ロバート・デイヴィス　ヴァ
レリー・デイヴィス

緑書房 2000 第2刷

140
原色図鑑　衛生害虫と衣食住
の害虫

ゲンショクズカン　エイセイガイチュウ
トイショクジュウノガイチュウ 安富和男　梅谷献二 全国農村教育協会 1983 第2刷

141 目で見る衛生害虫 メデミルエイセイガイチュウ 安富和男 全国農村教育協会 1960 第1刷

142
大阪市立自然史博物館叢書④
鳴く虫セレクション

オオサカシリツシゼンシハクブツカン
ソウショ④ナクムシセレクション

大阪自然史博物館・大阪
自然史センター

東海大学出版会 2008 初版第1刷

143 日本産ゴキブリ類 ニホンサンゴキブリルイ 朝比奈正二郎 中山書店 1991 第1刷

145 図説日本のゲンゴロウ ズセツニホンノゲンゴロウ 森正人　北山昭 環境科学 1993 初版第1刷

146
改訂版　図説日本のゲンゴロ
ウ

カイテイバン　ズセツニホンノゲンゴロ
ウ 森正人　北山昭 文一総合出版 2002 改訂版第1刷

147 そだててみよう⑦カブトムシ ソダテテミヨウ⑦カブトムシ 林長閑 吉家世洋 あかね書房 1990 第3刷

148
改訂増補　日本の衛生害虫－
その生態と駆除－

カイテイゾウホ　ニホンノエイセイガイ
チュウ－ソノセイタイトクジョ－ 鈴木猛　緒方一喜 新思潮社 1989 改訂増補第10版

149 家屋害虫 カオクガイチュウ 日本家屋害虫学会 井上書院 1989 第5刷

150 家屋害虫２ カオクガイチュウ２ 日本家屋害虫学会 井上書院 1988 初版第1刷

155 原色園芸植物図鑑Ⅳ ゲンショクエンゲイショクブツズカンⅣ 塚本洋太郎 保育社 1969 4刷

156 原色園芸植物図鑑Ⅴ ゲンショクエンゲイショクブツズカンⅤ 塚本洋太郎 保育社 1968 2刷

157 原色日本野菜図鑑 ゲンショクニホンヤサイズカン 高嶋四郎　他 保育社 1964 初版
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158 原色家畜家禽図鑑 ゲンショクカチクカキンズカン 上坂章次 保育社 1966 2刷

159 続原色日本菌類図鑑 ゾクゲンショクニホンキンルイズカン 今関六也　本郷次雄 保育社 1968 4刷

160 原色世界貝類図鑑Ⅰ ゲンショクセカイカイルイズカンⅠ 波部忠重　伊藤潔 保育社 1965 初版

161 原色世界貝類図鑑Ⅱ ゲンショクセカイカイルイズカンⅡ 波部忠重　小菅貞男 保育社 1966 初版

162 日本海洋プランクトン図鑑 ニホンカイヨウプランクトンズカン 山路勇 保育社 1966 初版

163 原色化石図鑑 ゲンショクカセキズカン 益富壽之助　浜田隆士 保育社 1969 2刷

164 原色鉱石図鑑　増補改訂版
ゲンショクコウセキズカン　ゾウホカイ
テイバン 木下亀城 保育社 1967 増訂8刷

165 続・原色日本貝類図鑑 ゾク・ゲンショクニホンカイルイズカン 波部忠重 保育社 1967 8刷

166 続・原色日本魚類図鑑 ゾク・ゲンショクニホンギョルイズカン 蒲原稔治 保育社 1967 6刷

167 日本淡水プランクトン図鑑 ニホンタンスイプランクトンズカン 水野壽彦 保育社 1969 4刷

168 原色日本甲虫図鑑Ⅱ ゲンショクニホンコウチュウズカンⅡ 上野俊一　他 保育社 1985 初版

169 原色日本羊歯植物図鑑 ゲンショクニホンシダショクブツズカン 田川基二 保育社 1968 11刷

170 原色熱帯魚図鑑 ゲンショクネッタイギョズカン 牧野信司 保育社 1968 改訂12刷

171 原色日本菌類図鑑 ゲンショクニホンキンルイズカン 今関六也　本郷次雄 保育社 1968 12刷

172 続・原色熱帯魚図鑑 ゾク・ゲンショクネッタイギョズカン 牧野信司 保育社 1968 7刷

173 続・原色日本高山植物図鑑
ゾク・ゲンショクニホンコウザンショク
ブツズカン 武田久吉 保育社 1968 増訂6刷

174 原色日本淡水魚類図鑑
ゲンショクニホンタンスイギョルイズカ
ン 宮地傳三郎　他 保育社 1968 5刷

175 原色日本魚類図鑑＜改訂版＞
ゲンショクニホンギョルイズカン＜カイ
テイバン＞ 蒲原稔治 保育社 1968 改訂12刷

176 原色日本哺乳類図鑑 ゲンショクニホンホニュウルイズカン 今泉吉典 保育社 1968 8刷

177
原色日本鳥類図鑑(増補改訂
版)

ゲンショクニホンチョウルイズカン(ゾ
ウホカイテイバン) 小林桂助 保育社 1969 増訂7刷

178 原色果実図鑑 ゲンショクカジツズカン 久保利夫 保育社 1968 2刷

179 続・原色鉱石図鑑 ゾク・ゲンショクコウセキズカン 木下亀城 保育社 1968 5刷

180
原色日本蝶類図鑑(増補改訂
版)

ゲンショクニホンチョウルイズカン(ゾ
ウホカイテイバン) 横山光男 保育社 1971 増訂10刷

181
原色日本蝶類図鑑(増補改訂
版)

ゲンショクニホンチョウルイズカン(ゾ
ウホカイテイバン) 横山光男 保育社 1971 増訂10刷

182
原色日本昆虫図鑑（上)・甲虫
類

ゲンショクニホンコンチュウズカン
（ジョウ)・コウチュウルイ 中根猛彦 日本甲虫学会 保育社 1969 改訂20刷

183 原色日本両生爬虫類図鑑
ゲンショクニホンリョウセイハチュウル
イズカン 中村健児 保育社 1968 4刷

184 原色日本海藻図鑑 ゲンショクニホンカイソウズカン 瀬川宗吉 保育社 1968 13刷

185 原色日本樹木図鑑 ゲンショクニホンジュモクズカン 岡本省吾 保育社 1969 22刷

187 原色日本植物図鑑(上)
ゲンショクニホンショクブツズカン(ジョ
ウ) 北村四郎　他 保育社 1968 改訂27刷
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188 原色園芸植物図鑑Ⅰ ゲンショクエンゲイショクブツズカンⅠ 塚本洋太郎 保育社 1969 8刷

189 原色園芸植物図鑑Ⅱ ゲンショクエンゲイショクブツズカンⅡ 塚本洋太郎 保育社 1969 7刷

190 原色園芸植物図鑑Ⅲ ゲンショクエンゲイショクブツズカンⅢ 塚本洋太郎 保育社 1969 6刷

191 原色日本昆虫図鑑(上)甲虫編
ゲンショクニホンコンチュウズカン(ジョ
ウ)コウチュウヘン 近畿甲虫同好会 保育社 1955

192 原色日本昆虫図鑑(下) ゲンショクニホンコンチュウズカン(ゲ) 竹内吉蔵 保育社 1955 初版

193 原色日本植物図鑑(中)
ゲンショクニホンショクブツズカン(チュ
ウ) 北村四郎　村田潔 保育社 1968 20刷

194 原色日本植物図鑑(下) ゲンショクニホンショクブツズカン(ゲ) 北村四郎　村田潔 保育社 1968 14刷

195 原色日本海岸動物図鑑
ゲンショクニホンカイガンドウブツズカ
ン 内海富士夫 保育社 1968 改訂11刷

196 原色花卉図鑑(上) ゲンショクカキズカン(ジョウ) 塚本洋太郎 保育社 1968 17刷

197 原色花卉図鑑(下) ゲンショクカキズカン(ゲ) 塚本洋太郎 保育社 1968 15刷

198 原色日本貝類図鑑 ゲンショクニホンカイルイズカン 吉良哲明 保育社 1968 改訂13刷

199 原色薔薇洋蘭図鑑 ゲンショクバラヨウランズカン 塚本洋太郎　他 保育社 1968 10刷

200 原色日本高山植物図鑑
ゲンショクニホンコウザンショクブツズ
カン 武田久吉 保育社 1967 増訂7刷

201 原色岩石図鑑 ゲンショクガンセキズカン 益富壽之助 保育社 1969 24刷

202 原色日本昆虫図鑑(下) ゲンショクニホンコンチュウズカン(ゲ) 竹内吉蔵 保育社 1969 18刷

203 原色日本昆虫図鑑(下) ゲンショクニホンコンチュウズカン(ゲ) 竹内吉蔵 保育社 1969 18刷

204 原色日本甲虫図鑑Ⅲ ゲンショクニホンコウチュウズカンⅢ 黒澤良彦　他 保育社 2004 3刷

205 原色日本甲虫図鑑Ⅲ ゲンショクニホンコウチュウズカンⅢ 黒澤良彦　他 保育社 2004 3刷

206 原色日本甲虫図鑑Ⅱ ゲンショクニホンコウチュウズカンⅡ 上野俊一　他 保育社 1999 4刷

207 原色日本甲虫図鑑Ⅰ ゲンショクニホンコウチュウズカンⅠ 森本桂　林長閑 保育社 1986 初版

208 原色日本甲虫図鑑Ⅲ ゲンショクニホンコウチュウズカンⅢ 黒澤良彦　他 保育社 1985 初版

209 原色日本甲虫図鑑Ⅳ ゲンショクニホンコウチュウズカンⅣ 林匡夫　他 保育社 1984 初版

210 原色日本蝶類図鑑 ゲンショクニホンチョウルイズカン 白水隆 川副昭人　若林守男 保育社 1981 8刷

211 原色日本甲虫図鑑Ⅱ ゲンショクニホンコウチュウズカンⅡ 上野俊一　他 保育社 2007 5刷

212 原色日本甲虫図鑑Ⅳ ゲンショクニホンコウチュウズカンⅣ 林匡夫　他 保育社 2007 5刷

213
原色日本蝶類図鑑－全改訂新
版－

ゲンショクニホンチョウルイズカン－ゼ
ンカイテイシンハン－ 白水隆 川副昭人　若林守男 保育社 1977 2刷

214 昆虫学大事典 コンチュウガクダイジテン 三橋淳 朝倉書店 2004 2刷

215
国立科学博物館叢書③標本学
自然史標本の収集と管理

コクリツカガクハクブツカンソウショ③
ヒョウホンガク　シゼンシヒョウホンノ
シュウシュウトカンリ

国立科学博物館 東海大学出版会 2003 初版第1刷

216 日本産カミキリムシ検索図説
ニホンサンカミキリムシケンサクズセ
ツ 大林延夫　他 東海大学出版会 1992
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217 原色日本蛾類幼虫図鑑(下)
ゲンショクニホンガルイヨウチュウズカ
ン(ゲ) 一色周知 六浦晃　他 保育社 1977 5刷

218 原色日本蛾類幼虫図鑑(上)
ゲンショクニホンガルイヨウチュウズカ
ン(ジョウ) 一色周知 六浦晃　他 保育社 1973 5刷

219
全改訂新版　原色日本昆虫図
鑑(下)

ゼンカイテイシンバン　ゲンショクニホ
ンコンチュウズカン(ゲ) 伊藤修四郎 奥谷禎一　日浦勇 保育社 2005 14刷

220 日本原色カメムシ図鑑 ニホンゲンショクカメムシズカン 友国雅章 安永智秀　他 全国農村教育協会 2004 5刷

221 日本原色カメムシ図鑑 ニホンゲンショクカメムシズカン 友国雅章 安永智秀　他 全国農村教育協会 1995 3刷

222 日本原色カメムシ図鑑　第2巻
ニホンゲンショクカメムシズカン　ダイ
2カン 安永智秀　他 安永智秀　他 全国農村教育協会 2001 初版第1刷

223 日本原色カイガラムシ図鑑 ニホンゲンショクカイガラムシズカン 河合省三 全国農村教育協会 1982 初版第3刷

224 日本原色アブラムシ図鑑 ニホンゲンショクアブラムシズカン 森津孫四郎 全国農村教育協会 1983 初版第1刷

225 原色日本蝶類生態図鑑Ⅰ
ゲンショクニホンチョウルイセイタイズ
カンⅠ 福田晴夫　他 保育社 1989 2刷

226 原色日本蝶類生態図鑑Ⅱ
ゲンショクニホンチョウルイセイタイズ
カンⅡ 福田晴夫　他 保育社 1991 3刷

227 原色日本蝶類生態図鑑Ⅲ
ゲンショクニホンチョウルイセイタイズ
カンⅢ 福田晴夫　他 保育社 1984 初版

228 原色日本蝶類生態図鑑Ⅳ
ゲンショクニホンチョウルイセイタイズ
カンⅣ 福田晴夫　他 保育社 1984 初版

229 原色日本甲虫図鑑Ⅰ ゲンショクニホンコウチュウズカンⅠ 森本桂　林長閑 保育社 2007 4刷

230 原色日本甲虫図鑑Ⅱ ゲンショクニホンコウチュウズカンⅡ 上野俊一　他 保育社 2007 5刷

231 原色日本甲虫図鑑Ⅲ ゲンショクニホンコウチュウズカンⅢ 黒澤良彦　他 保育社 2007 5刷

232 原色日本甲虫図鑑Ⅳ ゲンショクニホンコウチュウズカンⅣ 林匡夫　他 保育社 2007 5刷

233 原色日本蛾類図鑑(下) ゲンショクニホンガルイズカン(ゲ) 江崎悌三　他 保育社 1999 改訂新版9刷

234 原色日本蛾類図鑑(上) ゲンショクニホンガルイズカン(ジョウ) 江崎悌三　他 保育社 1999 改訂新版9刷

235 原色日本蛾類図鑑(上) ゲンショクニホンガルイズカン(ジョウ) 江崎悌三　他 保育社 1973 改訂新版2刷

236 原色日本蛾類図鑑(下) ゲンショクニホンガルイズカン(ゲ) 江崎悌三　他 保育社 1973 改訂新版2刷

237 アフガニスタン蝶類図鑑 アフガニスタンチョウルイズカン 酒井成司 講談社 1981 第1刷

238
月刊むし・昆虫大図鑑シリーズ
①世界のクワガタムシ大図鑑

ゲッカンムシ・コンチュウダイズカンシ
リーズ①セカイノクワガタムシダイズカ
ン

水沼哲郎　永井信二 むし社 1994

239
月刊むし・昆虫大図鑑シリーズ
②世界のオサムシ大図鑑

ゲッカンムシ・コンチュウダイズカンシ
リーズ②セカイノオサムシダイズカン 井村有希　水沢清行 むし社 1996

240
月刊むし・昆虫大図鑑シリーズ
③世界のハナムグリ大図鑑

ゲッカンムシ・コンチュウダイズカンシ
リーズ③セカイノハナムグリダイズカ
ン

酒井香　永井信二 むし社 1998

241
月刊むし・昆虫大図鑑シリーズ
④世界のタマムシ大図鑑

ゲッカンムシ・コンチュウダイズカンシ
リーズ④セカイノタマムシダイズカン 秋山黄洋　大桃定洋 むし社 2000

242
図説世界の昆虫１　東南アジア
編Ⅰ

ズセツセカイノコンチュウ１　トウナン
アジアヘンⅠ 阪口浩平 保育社 1979

243
図説世界の昆虫２　東南アジア
編Ⅱ

ズセツセカイノコンチュウ２　トウナン
アジアヘンⅡ 阪口浩平 保育社 1981

244
図説世界の昆虫３　南北アメリ
カ編Ⅰ

ズセツセカイノコンチュウ３　ナンボク
アメリカヘンⅠ 阪口浩平 保育社 1980

245
図説世界の昆虫４　南北アメリ
カ編Ⅱ

ズセツセカイノコンチュウ４　ナンボク
アメリカヘンⅡ 阪口浩平 保育社 1983
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246
図説世界の昆虫５　ユーラシア
編

ズセツセカイノコンチュウ５　ユーラシ
アヘン 阪口浩平 保育社 1981

247 図説世界の昆虫６　アフリカ編
ズセツセカイノコンチュウ６　アフリカ
ヘン 阪口浩平 保育社 1982

248
東南アジア島嶼の蝶第１巻　ア
ゲハチョウ編

トウナンアジアトウショノチョウダイ１カ
ン　アゲハチョウヘン 塚田悦造　西山保典 プラパック 1980 第1刷

249
東南アジア島嶼の蝶第２巻　シ
ロチョウ・マダラチョウ編

トウナンアジアトウショノチョウダイ２カ
ン　シロチョウ・マダラチョウヘン 塚田悦造　他 プラパック 1981 第1刷

250
東南アジア島嶼の蝶第３巻
ジャノメ・ワモン・テングチョウ編

トウナンアジアトウショノチョウダイ３カ
ン　ジャノメ・ワモン・テングチョウヘン 塚田悦造　他 プラパック 1982 第1刷

251
東南アジア島嶼の蝶第４巻(上)
タテハチョウ編

トウナンアジアトウショノチョウダイ４カ
ン(ジョウ)　タテハチョウヘン 塚田悦造 プラパック 1985 第1刷

252
東南アジア島嶼の蝶第５巻　タ
テハチョウ編(下)

トウナンアジアトウショノチョウダイ５カ
ン　タテハチョウヘン(ゲ) 塚田悦造 安曇野鳥類研究所 1991 第1刷

253 日本産クワガタムシ大図鑑 ニホンサンクワガタムシダイズカン 吉田賢治 虫研 1996

254 アジア産蝶類生活史図鑑Ⅰ
アジアサンチョウルイセイカツシズカ
ンⅠ 五十嵐邁　福田晴夫 東海大学出版会 1997 初版第1刷

255 アジア産蝶類生活史図鑑Ⅱ
アジアサンチョウルイセイカツシズカ
ンⅡ 五十嵐邁　福田晴夫 東海大学出版会 2000 初版第1刷

256 熱帯アジアの昆虫 ネッタイアジアノコンチュウ 浜野栄次 講談社 1978 第1刷

257 生態写真集　中国の蝶
セイタイシャシンシュウ　チュウゴクノ
チョウ 渡辺康之 トンボ出版 1998 初版第1刷

258 原色世界蝶類図鑑 ゲンショクセカイチョウルイズカン H.L.ルイス 保育社 1975

259 日本アルプスの蝶 ニホンアルプスノチョウ 田淵行男 学習研究社 1979

260 台湾産蝶類生態大図鑑
タイワンサンチョウルイセイタイダイズ
カン 白水隆 浜野栄次 講談社 1986 第1刷

261 改訂増補　日本産蝶類大図鑑
カイテイゾウホ　ニホンサンチョウルイ
ダイズカン 藤岡知夫 講談社 1981 第1刷

262
改訂増補　日本産チョウ類大
図鑑　資料編

カイテイゾウホ　ニホンサンチョウルイ
ダイズカン　シリョウヘン 藤岡知夫 講談社 1981 第1刷

263
日本産蝶類及び世界近縁種大
図鑑Ⅰ　解説編

ニホンサンチョウルイオヨビセカイキン
エンシュダイズカンⅠ　カイセツヘン 藤岡知夫　他 出版芸術社 1997 第1刷

264
日本産蝶類及び世界近縁種大
図鑑Ⅰ　図版編

ニホンサンチョウルイオヨビセカイキン
エンシュダイズカンⅠ　ズハンヘン 藤岡知夫　他 出版芸術社 1997 第1刷

265
日本産蝶類及び世界近縁種大
図鑑Ⅰ　資料編

ニホンサンチョウルイオヨビセカイキン
エンシュダイズカンⅠ　シリョウヘン 藤岡知夫　他 出版芸術社 1997 第1刷

266 世界のアゲハチョウ　解説編 セカイノアゲハチョウ　カイセツヘン 五十嵐邁 講談社 1979 第1刷

268 世界のアゲハチョウ　解説編 セカイノアゲハチョウ　カイセツヘン 五十嵐邁 講談社 1979 第1刷

269 トリバネアゲハ大図鑑 トリバネアゲハダイズカン 大屋崇 講談社 1983 第1刷

271 昆虫採集学(第2版) コンチュウサイシュウガク(ダイ2ハン) 馬場金太郎　平嶋義宏 九州大学出版会 1992 第2版

272
しらべてまなぶ身近な生きもの
第①巻　水とビオトープの生き
ものたち

シラベテマナブミヂカナイキモノダイ
①カン　ミズトビオトープノイキモノタチ

全国学校ビオトープ・ネッ
トワーク　編

合同出版 2002 第2刷

273
しらべてまなぶ身近な生きもの
第②巻　土と林の生きものたち

シラベテマナブミヂカナイキモノダイ
②カン　ツチトハヤシノイキモノタチ

全国学校ビオトープ・ネッ
トワーク　編

合同出版 2003 第2刷

274
しらべてまなぶ身近な生きもの
第③巻　街と里山の生きものた
ち

シラベテマナブミヂカナイキモノダイ
③カン　マチトサトヤマノイキモノタチ

全国学校ビオトープ・ネッ
トワーク　編

合同出版 2002 第1刷

275 昆虫の擬態 コンチュウノギタイ 海野和雄 平凡社 1998 初版第6刷

276 森の新聞⑰チョウの庭 モリノシンブン⑰チョウノニワ 石井実 フレーベル館 1998 初版第1刷

9 / 18 



１３．昆虫館　蔵書一覧表

No 書名 書名フリガナ 監修 編著者 発行者 発行年 版

277
野にあそび野でつくる　まんが
さんからの手紙

ノニアソビノデツクル　マンガサンカラ
ノテガミ 吉原一夫 エルビス社 1999 初版第1刷

278
九重昆虫記－昆虫の心を探る
第1巻

クジュウコンチュウキ－コンチュウノコ
コロヲサグル　ダイ1カン 宮田　彬 かんぽうサービス 2006

279
世界とむすぶ学校ビオトープつ
くりかた図鑑　１．学校が楽しく
なるビオトープってなんだ？

セカイトムスブガッコウビオトープツク
リカタズカン　１．ガッコウガタノシクナ
ルビオトープッテナンダ？

(財)日本生態系協会 汐文社 2001 初版第1刷

280
世界とむすぶ学校ビオトープつ
くりかた図鑑　２．はじめよう！
学校ビオトープ

セカイトムスブガッコウビオトープツク
リカタズカン　２．ハジメヨウ！ガッコウ
ビオトープ

(財)日本生態系協会 汐文社 2001 初版第1刷

281
世界とむすぶ学校ビオトープつ
くりかた図鑑　３．あそぼう！そ
だてよう！学校ビオトープ

セカイトムスブガッコウビオトープツク
リカタズカン　３．アソボウ！ソダテヨ
ウ！ガッコウビオトープ

(財)日本生態系協会 汐文社 2001 初版第1刷

282
九重昆虫記－昆虫の心を探る
第1巻

クジュウコンチュウキ－コンチュウノコ
コロヲサグル　ダイ1カン 宮田　彬 かんぽうサービス 2006

283 日本幼虫図鑑 ニホンヨウチュウズカン 河田薫 北隆館 1963 5版

284 原色日本蝶類生態図鑑Ⅲ
ゲンショクニホンチョウルイセイタイズ
カンⅢ 福田晴夫　他 保育社 1984 初版

285 原色日本蝶類生態図鑑Ⅳ
ゲンショクニホンチョウルイセイタイズ
カンⅣ 福田晴夫　他 保育社 1984 初版

286 原色日本蛾類幼虫図鑑(上)
ゲンショクニホンガルイヨウチュウズカ
ン(ジョウ) 一色周知 六浦晃　他 保育社 1965

287 原色日本蛾類幼虫図鑑(下)
ゲンショクニホンガルイヨウチュウズカ
ン(ゲ) 一色周知 六浦晃　他 保育社 1969

288 原色日本蛾類図鑑(上) ゲンショクニホンガルイズカン(ジョウ) 江崎悌三　他 保育社 1965 6刷

289 原色日本蛾類図鑑(下) ゲンショクニホンガルイズカン(ゲ) 江崎悌三　他 保育社 1968 7刷

290
フィールドフォトテクニック-3
昆虫写真マニュアル

フィールドフォトテクニック-3　コンチュ
ウシャシンマニュアル 海野和雄 東海大学出版会 1989 初版第2刷

291
ゴキブリたちの優雅でひそや
かな生活

ゴキブリタチノユウガデヒソヤカナセイ
カツ リチャード・シュヴァイド 徳間書店 2002 第1刷

292 珍虫の愛虫記 チンチュウノアイチュウキ 新開孝 北宋社 1999 初版第1刷

293 帰ってきたファーブル カエッテキタファーブル 日高敏隆 人文書院 1993 初版第2刷

294 昆虫博物館 コンチュウハクブツカン 石井象二郎 修学館 1988 初版第1刷

295 アマゾン動物記 アマゾンドウブツキ 伊沢紘生 どうぶつ社 1985

296 森の虫の１００不思議 モリノムシノ１００フシギ (社)日本林業技術協会 東京書籍 1991 初版

297 昆虫誌 コンチュウシ 矢島稔 東京書籍 1981 第1刷

298 小さな昆虫記 チイサナコンチュウキ 森本陸也 講談社 1986 第1刷

299
昆虫おもしろブック　虫の見つ
け方、飼い方、つきあい方

コンチュウオモシロブック　ムシノミツ
ケカタ、カイカタ、ツキアイカタ 矢島稔　松本零士 主婦と生活社 1974 初版

300
月刊むし・ブックス3　擬態する
蛾スカシバ

ゲッカンムシ・ブックス3　ギタイスルガ
スカシバ 有田豊　池田真澄 むし社 2000

301 ユスリカの世界 ユスリカノセカイ 近藤繁生　他 培風館 2001 初版第2刷

302
ヘイケボタル-可憐な人里の昆
虫－

ヘイケボタル-カレンナヒトザトノコン
チュウ－ 三石暉弥 ほおずき書籍 1996

303
蝶めぐる人々　奥原東久子追
悼集

チョウメグルヒトビト　オクハラトウクコ
ツイトウシュウ

みのむし会追悼集編集
委員会

みのむし会 1985 初版

304 蚊の不思議　多様性生物学 カノフシギ　タヨウセイセイブツガク 宮城一郎 東海大学出版会 2002 初版第1刷

305
多足類読本　ムカデとヤスデ
の生物学

タソクルイドクホン　ムカデトヤスデノ
セイブツガク 田辺力 東海大学出版会 2001 初版第1刷
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306 小蛾類の生物学 ショウガルイノセイブツガク 安田淑郎　他 文教出版 1998 初版第1刷

307
生命現象への化学的アプロー
チ　昆虫の行動

セイメイゲンショウヘノカガクテキアプ
ローチ　コンチュウノコウドウ 高橋正三 化学同人 1987 初版第1刷

308 飛ぶ昆虫、飛ばない昆虫の謎
トブコンチュウ、トバナイコンチュウノ
ナゾ 藤崎憲治　田中誠二 東海大学出版会 2004 初版第1刷

309 都市の昆虫誌 トシノコンチュウシ 長谷川仁 思索社 1988

310
水生昆虫の世界－淡水と陸上
をつなぐ生命

スイセイコンチュウノセカイ－タンスイ
トリクジョウヲツナグセイメイ 大串龍一 東海大学出版会 2004 初版第1刷

311
擬態（だましあいの進化論１）
昆虫の擬態

ギタイ（ダマシアイノシンカロン１）コン
チュウノギタイ 上田恵介　編 築地書館 1999 初版

312
擬態（だましあいの進化論２）
脊椎動物の擬態・化学擬態

ギタイ（ダマシアイノシンカロン２）セキ
ツイドウブツノギタイ・カガクギタイ 上田恵介　編 築地書館 1999 初版

313 あつぎ地域の草木☆花めぐり アツギチイキノクサキ☆ハナメグリ 厚木市郷土資料館　編 厚木市郷土資料館 2002

314
あつぎがいど１　あつぎ☆野山
や川の散策ガイド

アツギガイド１　アツギ☆ノヤマヤカワ
ノサンサクガイド 槐真史 厚木市教育委員会 2004 第2版

315
豊橋市自然史博物館ガイド
ブック④標本をつくろう－植物・
菌類編－

トヨハシシシゼンシハクブツカンガイド
ブック④ヒョウホンヲツクロウ－ショク
ブツ・キンルイヘン－

豊橋市自然史博物館　編 豊橋市自然史博物館 2005

316 昆虫生理生態学 コンチュウセイリセイタイガク 河野義明　田村貞洋 朝倉書店 2007 初版第1刷

317 新応用昆虫学(三訂版)
シンオウヨウコンチュウガク(サンテイ
バン) 斎藤哲夫　他 朝倉書店 2008 11刷

318 応用昆虫学－三訂版－
オウヨウコンチュウガク－サンテイバ
ン－ 安松京三　他 朝倉書店 1975 6版

319
ソロモンの指輪－動物行動学
入門－

ソロモンノユビワ－ドウブツコウドウガ
クニュウモン－ K・ローレンツ 早川書房 1993 改訂16版

320 海をわたる蝶 ウミヲワタルチョウ 日浦勇 蒼樹書房 1995 9刷

321 蝶のきた道 チョウノキタミチ 日浦勇 蒼樹書房 1995 第5刷

322
虫たちがいて、ぼくがいた－昆
虫と甲殻類の行動

ムシタチガイテ、ボクガイタ－コンチュ
ウトコウカクルイノコウドウ 中島康裕　沼田英治 海游社 1997 初版

324 擬態　自然も嘘をつく ギタイ　シゼンモウソヲツク 羽田節子 平凡社 1993 初版第1刷

325
チョウはなぜ飛ぶか(新版)高校
生に贈る生物学3

チョウハナゼトブカ(シンハン)コウコウ
セイニオクルセイブツガク3 日高敏隆 岩波書店 2002 第3刷

326
日本の淡水生物－侵略と撹乱
の生態学

ニホンノタンスイセイブツ－シンリャク
トカクランノセイタイガク 河合禎次　他 東海大学出版会 1990 6刷

327 天敵の生態学 テンテキノセイタイガク 桐谷圭治　志賀正和 東海大学出版会 1990 第1刷

328
生物学教育講座5巻　動物の
行動

セイブツガクキョウイクコウザ5カン　ド
ウブツノコウドウ 日高敏隆　編 東海大学出版会 1987 第2刷

329 入門動物の行動 ニュウモンドウブツノコウドウ 小原嘉明 岩波書店 1990 第3刷

330
クモ学－摩訶不思議な八本足
の世界

クモガク－マカフシギナハチホンアシ
ノセカイ 小野展嗣 東海大学出版会 2002 初版第1刷

331
わたしの昆虫記①黒いトノサマ
バッタ

ワタシノコンチュウキ①クロイトノサマ
バッタ 矢島稔 偕成社 1998 第1刷

332
わたしの昆虫記②ホタルが教
えてくれたこと

ワタシノコンチュウキ②ホタルガオシ
エテクレタコト 矢島稔 偕成社 2000 第1刷

333
わたしの昆虫記⑥ハチのふし
ぎとアリのなぞ

ワタシノコンチュウキ⑥ハチノフシギト
アリノナゾ 矢島稔 偕成社 2008 第1刷

334
移入・外来・侵入種－生物多様
性を脅かすもの

イニュウ・ガイライ・シンニュウシュ－
セイブツタヨウセイヲオビヤカスモノ 川道美枝子　他 築地書館 2001 初版

335
日本産蛾類大図鑑第2巻：図
版・目録編

ニホンサンガルイダイズカンダイ2カ
ン：ズハン・モクロクヘン 井上寛　他 講談社 1982 第1刷
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336
日本産蛾類大図鑑第1巻：解説
編

ニホンサンガルイダイズカンダイ1カ
ン：カイセツヘン 井上寛　他 講談社 1982 第1刷

337
日本産水生昆虫－科・属・種へ
の検索

ニホンサンスイセイコンチュウ－カ・ゾ
ク・シュヘノケンサク 河合禎次　谷田一三 東海大学出版会 2005 第1刷

338 岩波生物学辞典　第4版
イワナミセイブツガクジテン　ダイ4ハ
ン 八杉龍一　他 岩波書店 2002 第4版第7刷

339
野外ハンドブック・10　魚　淡水
編

ヤガイハンドブック・10　サカナ　タン
スイヘン 桜井淳史 山と渓谷社 1985 6版1刷

340 山溪カラー名鑑　日本の野鳥
ヤマケイカラーメイカン　ニホンノヤ
チョウ 高野伸二 山と渓谷社 1990 2版11刷

341 山溪カラー名鑑　日本のきのこ
ヤマケイカラーメイカン　ニホンノキノ
コ 今関六也　他 山と渓谷社 1992 8刷

342
山溪カラー名鑑　日本の淡水
魚

ヤマケイカラーメイカン　ニホンノタン
スイギョ 川那部浩也　水野信彦 山と渓谷社 1989 1刷

343 VOICEofGAIA　浅間 VOICEofGAIA　アサマ 小原勉　写真 長野原町 1993

344 VOICEofGAIA　浅間 VOICEofGAIA　アサマ 小原勉　写真 長野原町 1993

345
ライフ　ネイチュアライブラリー
「日本の生物」

ライフ　ネイチュアライブラリー「ニホン
ノセイブツ」

タイム　ライフ　ブックス編
集部

タイム　ライフ　ブックス

346
ライフ　ネイチュアライブラリー
「哺乳類」

ライフ　ネイチュアライブラリー「ホニュ
ウルイ」 ライフ編集部 タイム　ライフ　ブックス

347
ライフ　ネイチュアライブラリー
「昆虫」

ライフ　ネイチュアライブラリー「コン
チュウ」 ライフ編集部 タイム　ライフ　ブックス

348
ライフ　ネイチュアライブラリー
「生態」

ライフ　ネイチュアライブラリー「セイタ
イ」 ライフ編集部 タイム　ライフ　ブックス

349
ライフ　ネイチュアライブラリー
「爬虫類」

ライフ　ネイチュアライブラリー「ハ
チュウルイ」 ライフ編集部 タイム　ライフ　ブックス

350
ライフ　ネイチュアライブラリー
「鳥類」

ライフ　ネイチュアライブラリー「チョウ
ルイ」 ライフ編集部 タイム　ライフ　ブックス

351
ライフ　ネイチュアライブラリー
「霊長類」

ライフ　ネイチュアライブラリー「レイ
チョウルイ」 ライフ編集部 タイム　ライフ　ブックス

352 丸瀬布の自然 マルセフノシゼン
「丸瀬布の自然」執筆者
グループ

丸瀬布町教育委員会

354 新版　昆虫採集学 シンパン　コンチュウサイシュウガク 馬場金太郎　平嶋義宏 九州大学出版会 2000 新版

355
月刊むし・ブックス2　ベニボシ
カミキリの世界

ゲッカンムシ・ブックス2　ベニボシカミ
キリノセカイ 高桑正敏 むし社 1998

356 昆虫学入門 コンチュウガクニュウモン 野村健一 北隆館 1954 3版

357 応用昆虫学 オウヨウコンチュウガク 安松京三　野村健一 朝倉書店 1953 初版

358 ギフチョウ88か所めぐり ギフチョウ88カショメグリ 蝶研出版編集部 蝶研出版 1986 初版

359
月刊むし・ブックス6　旅をする
蝶アサギマダラ

ゲッカンムシ・ブックス6　タビヲスル
チョウアサギマダラ 宮武頼夫　他 むし社 2003

360
月刊むし・ブックス6　旅をする
蝶アサギマダラ

ゲッカンムシ・ブックス6　タビヲスル
チョウアサギマダラ 宮武頼夫　他 むし社 2003

361 親と子の博物誌 オヤトコノハクブツシ おくやまひさし 朝日新聞社 1981 第1刷

362 原色図鑑　サハリンの蝶 ゲンショクズカン　サハリンノチョウ 朝日純一　他 北海道新聞社 1999 第1刷

363 日本昆虫図鑑 ニホンコンチュウズカン 石井悌 北隆館 1951 再版

364
本邦チョウ類における生態学
的諸問題

ホンポウチョウルイニオケルセイタイ
ガクテキショモンダイ 辻英明 環境生物研究会 1984

365
本邦チョウ類における生態学
的諸問題

ホンポウチョウルイニオケルセイタイ
ガクテキショモンダイ 辻英明 環境生物研究会 1984
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366 浅間高原の植物 アサマコウゲンノショクブツ 宮崎敏夫　他 長野原町営浅間園 1993

367 昆虫の手帖 コンチュウノテチョウ 田中梓 大阪書籍 1984 第1刷

368
カラーガイドブック　熱帯魚レイ
アウト

カラーガイドブック　ネッタイギョレイア
ウト 小林道信 誠文堂新光社 1995

369 生きている猪名川 イキテイルイナガワ 今西将行
野生動物を調査研究す
る会

1999 改訂版

370 森の蝶・ゼフィルス モリノチョウ・ゼフィルス 田中蕃 築地書館 1980 初版

371
ポピュラーサイエンス　チョウと
共に生きる

ポピュラーサイエンス　チョウトトモニ
イキル 阿江茂 裳華房 1997 第1版

372
ブルーバックスB-1167　身近な
自然のつくり方　庭や窓辺に生
きものを呼ぶ法

ブルーバックスB-1167　ミヂカナシゼ
ンノツクリカタ　ニワヤマドベニイキモ
ノヲヨブホウ

藤本和典 講談社 1997 第1刷

373 セミの生活史 セミノセイカツシ 橋本冾二 誠文堂新光社 1991

374
学校ビオトープ　考え方　つくり
方　使い方

ガッコウビオトープ　カンガエカタ　ツク
リカタ　ツカイカタ (財)日本生態系協会 講談社 2000 第2刷

375 発見　市川の自然 ハッケン　イチカワノシゼン
「発見　市川の自然」刊
行委員会

市川市 2006 初版第1刷

376
がくしゅう大図鑑　特別付録
自由研究ヒント集

ガクシュウダイズカン　トクベツフロク
ジユウケンキュウヒントシュウ 世界文化社 1992

377
虫たちの熊野（照葉樹林にす
む昆虫たち）

ムシタチノクマノ（ショウヨウジュリンニ
スムコンチュウタチ） 後藤伸 紀伊民報 2000 初版第2刷

378
三浦半島海藻図鑑－海藻は海
からの手紙－　特別展示解説
書9

ミウラハントウカイソウズカン－カイソ
ウハウミカラノテガミ－　トクベツテン
ジカイセツショ9

高橋昭善　大森雄治
横須賀市自然・人文博
物館

2009

379
超高解像度人間大昆虫写真
life-size

チョウコウカイゾウドニンゲンダイコン
チュウシャシン　life-size scope＋橋本典久

(財)国際花と緑の博覧
会記念協会

2005 初版

380
Dragonflies of Four Seasons
－里山のとんぼ－

Dragonflies of Four Seasons　－サト
ヤマノトンボ－ むさしの里山研究会 1997 初版

381 エコロジーガイド　里山の自然 エコロジーガイド　サトヤマノシゼン 田端英雄 保育社 1997

382 検索入門　セミ・バッタ ケンサクニュウモン　セミ・バッタ 宮武頼夫　加納康嗣 保育社 1992

383
検索入門　野草図鑑⑧はこべ
の巻

ケンサクニュウモン　ヤソウズカン⑧
ハコベノマキ 長田武正 保育社 1985

384 検索入門　魚の図鑑②
ケンサクニュウモン　サカナノズカン
② 岩井保 保育社 1986 初版

385 検索入門　魚の図鑑①
ケンサクニュウモン　サカナノズカン
① 岩井保 保育社 1986 初版

386
検索入門　野鳥の図鑑　陸の
鳥①

ケンサクニュウモン　ヤチョウノズカン
リクノトリ① 中村登流 保育社 1992 重版

387
検索入門　野鳥の図鑑　陸の
鳥②

ケンサクニュウモン　ヤチョウノズカン
リクノトリ② 中村登流 保育社 1991 重版

388
検索入門　野鳥の図鑑　陸の
鳥②

ケンサクニュウモン　ヤチョウノズカン
リクノトリ② 中村登流 保育社 1991 重版

389
検索入門　野鳥の図鑑　水の
鳥①

ケンサクニュウモン　ヤチョウノズカン
ミズノトリ① 中村登流 保育社 1986 初版

390
検索入門　野鳥の図鑑　水の
鳥①

ケンサクニュウモン　ヤチョウノズカン
ミズノトリ① 中村登流 保育社 1986 初版

391
検索入門　野鳥の図鑑　水の
鳥②

ケンサクニュウモン　ヤチョウノズカン
ミズノトリ② 中村登流 保育社 1986 初版

392 検索入門　きのこ図鑑 ケンサクニュウモン　キノコズカン 本郷次雄 上田俊穂　伊沢正名 保育社 1990 重版

393 検索入門　海岸動物 ケンサクニュウモン　カイガンドウブツ 西村三郎 保育社 1987 初版

394 検索入門　樹木① ケンサクニュウモン　ジュモク① 尼川大録　長田武正 保育社 1991 重版
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395 検索入門　樹木② ケンサクニュウモン　ジュモク② 尼川大録　長田武正 保育社 1992 重版

396 検索入門　観葉植物①
ケンサクニュウモン　カンヨウショクブ
ツ① 土橋豊 保育社 1987 初版

397 検索入門　観葉植物②
ケンサクニュウモン　カンヨウショクブ
ツ② 土橋豊 保育社 1987 初版

398
検索入門　高原と高山の植物
①

ケンサクニュウモン　コウゲントコウザ
ンノショクブツ① 清水建美 保育社 1986 初版

399
検索入門　高原と高山の植物
②

ケンサクニュウモン　コウゲントコウザ
ンノショクブツ② 清水建美 保育社 1986 初版

400
検索入門　高原と高山の植物
④

ケンサクニュウモン　コウゲントコウザ
ンノショクブツ④ 清水建美 保育社 1987 初版

401
検索入門　野草図鑑①つる植
物の巻

ケンサクニュウモン　ヤソウズカン①
ツルショクブツノマキ 長田武正 保育社 1984 初版

402
検索入門　野草図鑑③すすき
の巻

ケンサクニュウモン　ヤソウズカン③
ススキノマキ 長田武正 保育社 1994 重版

403
検索入門　野草図鑑③すすき
の巻

ケンサクニュウモン　ヤソウズカン③
ススキノマキ 長田武正 保育社 1994 重版

404
検索入門　野草図鑑④たんぽ
ぽの巻

ケンサクニュウモン　ヤソウズカン④
タンポポノマキ 長田武正 保育社 1984 初版

405
検索入門　野草図鑑⑤すみれ
の巻

ケンサクニュウモン　ヤソウズカン⑤
スミレノマキ 長田武正 保育社 1986 重版

406
検索入門　野草図鑑⑥おきな
ぐさの巻

ケンサクニュウモン　ヤソウズカン⑥
オキナグサノマキ 長田武正 保育社 1984 初版

407
検索入門　野草図鑑⑦さくらそ
うの巻

ケンサクニュウモン　ヤソウズカン⑦
サクラソウノマキ 長田武正 保育社 1985 初版

408 検索入門　しだの図鑑 ケンサクニュウモン　シダノズカン 光田重幸 保育社 1986 初版

409 日本絶滅危惧植物 ニホンゼツメツキグショクブツ 海鳴社 1991 第3刷

410
昆虫の国－多摩動物公園昆虫
生態園をつくる

コンチュウノクニ－タマドウブツコウエ
ンコンチュウセイタイエンヲツクル 矢島稔　他 けやき出版 1990 1刷

411
検索入門　野草図鑑　別巻総
さくいん

ケンサクニュウモン　ヤソウズカン
ベッカンソウサクイン 長田武正 保育社 1985 初版

412 葉による野生植物の検索図鑑
ハニヨルヤセイショクブツノケンサクズ
カン 阿部正敏 誠文堂新光社 1999 7刷

413 山溪カラー名鑑　観葉植物
ヤマケイカラーメイカン　カンヨウショ
クブツ 高林成年　他 山と渓谷社 1999 2版2刷

414 山溪カラー名鑑　日本の野草
ヤマケイカラーメイカン　ニホンノヤソ
ウ 林　弥栄　編 山と渓谷社 1992 34刷

415 山溪カラー名鑑　日本の樹木
ヤマケイカラーメイカン　ニホンノジュ
モク 林　弥栄　編 山と渓谷社 1992 21刷

416
原色日本野外植物図譜１　春
から初夏の植物（Ⅰ）

ゲンショクニホンヤガイショクブツズフ
１　ハルカラショカノショクブツ（Ⅰ） 奥山春季 誠文堂新光社 1964 増補改訂第3版

417
原色日本野外植物図譜２　春
から初夏の植物（Ⅱ）

ゲンショクニホンヤガイショクブツズフ
２　ハルカラショカノショクブツ（Ⅱ） 奥山春季 誠文堂新光社 1962 第2版

418
原色日本野外植物図譜３　夏
から秋の植物（Ⅰ）

ゲンショクニホンヤガイショクブツズフ
３　ナツカラアキノショクブツ（Ⅰ） 奥山春季 誠文堂新光社 1964 第3版

419
原色日本野外植物図譜４　夏
から秋の植物（Ⅱ）

ゲンショクニホンヤガイショクブツズフ
４　ナツカラアキノショクブツ（Ⅱ） 奥山春季 誠文堂新光社 1962 第2版

420
原色日本野外植物図譜５　秋
から冬の植物（Ⅱ）

ゲンショクニホンヤガイショクブツズフ
５　アキカラフユノショクブツ（Ⅱ） 奥山春季 誠文堂新光社 1964 第2版

421
原色日本野外植物図譜６　補
遺（Ⅰ）

ゲンショクニホンヤガイショクブツズフ
６　ホイ（Ⅰ） 奥山春季 誠文堂新光社 1962

422
原色日本野外植物図譜７　補
遺（Ⅱ）総索引(和名・学名・方
言)

ゲンショクニホンヤガイショクブツズフ
７　ホイ（Ⅱ）ソウサクイン(ワメイ・ガク
メイ・ホウゲン)

奥山春季 誠文堂新光社 1966 第2版

423 原色樹木病害虫図鑑
ゲンショクジュモクビョウガイチュウズ
カン 奥野孝夫　他 保育社 1981 4刷
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424 原色草花・野菜病虫害図鑑
ゲンショククサバナ・ヤサイビョウチュ
ウガイズカン 奥野孝夫　他 保育社 1981 2刷

425 原色樹木病虫害図鑑
ゲンショクジュモクビョウチュウガイズ
カン 奥野孝夫　他 保育社 1990 7刷

426
日本の野生植物　草本Ⅲ　合
弁花類

ニホンノヤセイショクブツ　ソウホンⅢ
ゴウベンカルイ 佐竹義輔　他 平凡社 1991 初版第21刷

427
日本の野生植物　草本Ⅰ　単
子葉類

ニホンノヤセイショクブツ　ソウホンⅠ
タンシヨウルイ 佐竹義輔　他 平凡社 1991 初版第21刷

428 野草大図鑑 ヤソウダイズカン 高橋秀男 北隆館 1990 初版

429
日本の野生植物　草本Ⅱ　離
弁花類

ニホンノヤセイショクブツ　ソウホンⅡ
リベンカルイ 佐竹義輔　他 平凡社 1991 初版第21刷

430 原色牧野植物大図鑑 ゲンショクマキノショクブツダイズカン 牧野富太郎 北隆館 1981 5版

431 牧野新日本植物図鑑 マキノシンニホンショクブツズカン 牧野富太郎 北隆館 1966 13版

432
生態写真　ギフチョウ・ヒメギフ
チョウ

セイタイシャシン　ギフチョウ・ヒメギフ
チョウ 田淵行男 講談社 1978 第3刷

433 ギフチョウ ギフチョウ 渡辺康之 北海道大学図書刊行会 1996 第1刷

434 原色台湾蝶類大図鑑
ゲンショクタイワンチョウルイダイズカ
ン 白水隆 保育社 1960

435 原色台湾蝶類大図鑑
ゲンショクタイワンチョウルイダイズカ
ン 白水隆 保育社 1973 8刷

436
Colour IdentificationGuide to
Moths of the British Isles

Colour IdentificationGuide to Moths
of the British Isles VIKING 1988

438
中国のチョウ－海の向こうの兄
弟たち

チュウゴクノチョウ－ウミノムコウノ
キョウダイタチ 青山潤三 東海大学出版会 1998 初版第1刷

439
世界　蝶の百科－図鑑と解説
－

セカイ　チョウノヒャッカ－ズカントカイ
セツ－ ポール・スマート 秀潤社 1978 第1刷

440 クワガタ・カブトムシ クワガタ・カブトムシ 江良達雄 新星出版社 2004

441
自由研究らくらくシリーズ　カブ
トムシ・クワガタムシ

ジユウケンキュウラクラクシリーズ　カ
ブトムシ・クワガタムシ 内田安蔵 学習研究社 1992 第7刷

442 科学のアルバム9　カブトムシ カガクノアルバム9　カブトムシ 岸田功 あかね書房 1980

443
なぜなぜ理科学習まんが3　カ
ブトムシとクワガタ

ナゼナゼリカガクシュウマンガ3　カブ
トムシトクワガタ 林長閑 やすみ哲夫 集英社 1981 第4刷

444 そだててみよう①　カブトムシ ソダテテミヨウ①　カブトムシ 吉屋世洋　松崎康生 あかね書房 1990 第6刷

445 昆虫の飼い方Ⅰ コンチュウノカイカタⅠ 森内茂　永井正身 文研出版 1975 第1刷

446 昆虫の飼い方Ⅱ コンチュウノカイカタⅡ 森内茂　永井正身 文研出版 1975 第1刷

447
21世紀幼稚園百科27　新版む
しのふしぎ

21セイキヨウチエンヒャッカ27　シンバ
ンムシノフシギ 小学館 2005 初版第1刷

448 虫たちのふしぎ ムシタチノフシギ 新開孝 福音館書店 2005

449 小学館の図鑑NEO③昆虫
ショウガッカンノズカンNEO③コンチュ
ウ 小池啓一 小野展嗣　町田龍一郎 小学館 2006 初版第11刷

450 小学館の図鑑NEO⑤鳥 ショウガッカンノズカンNEO⑤トリ 上田恵介 柚木修 小学館 2004 初版第4刷

453
小学館の図鑑NEO⑯カブトム
シ・クワガタムシ

ショウガッカンノズカンNEO⑯カブトム
シ・クワガタムシ 筒井学 小池啓一 小学館 2006 初版第1刷

454 小学館の図鑑NEO③昆虫
ショウガッカンノズカンNEO③コンチュ
ウ 小池啓一 小野展嗣　町田龍一郎 小学館 2003 初版第5刷

455
ニューワイド学研の図鑑　カブ
トムシ・クワガタムシ

ニューワイドガッケンノズカン　カブト
ムシ・クワガタムシ 岡島秀治 学習研究社 2006 第14刷
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456 学研の図鑑　水の生物 ガッケンノズカン　ミズノセイブツ 波部忠重 学習研究社 1992 新訂第13刷

457 学研の図鑑　花 ガッケンノズカン　ハナ 田中信徳 学習研究社 1992 新訂第18刷

458 学研の図鑑　昆虫 ガッケンノズカン　コンチュウ 深谷昌次 学習研究社 1991 新訂第24刷

459 学研の図鑑　動物 ガッケンノズカン　ドウブツ 学習研究社 1991 新訂第20刷

460 ニューワイド学研の図鑑　昆虫
ニューワイドガッケンノズカン　コン
チュウ 友国雅章 学習研究社 2006 改訂版初版

461 ニューワイド学研の図鑑　昆虫
ニューワイドガッケンノズカン　コン
チュウ 友国雅章 学習研究社 2005 第21刷

462
ニューワイド学研の図鑑　カブ
トムシ・クワガタムシ

ニューワイドガッケンノズカン　カブト
ムシ・クワガタムシ 岡島秀治 学習研究社 2005 第9刷

463
ニューワイド学研の図鑑　カブ
トムシ・クワガタムシ

ニューワイドガッケンノズカン　カブト
ムシ・クワガタムシ 岡島秀治 学習研究社 2005 第9刷

464
ニューワイド学研の図鑑　世界
の昆虫

ニューワイドガッケンノズカン　セカイ
ノコンチュウ 岡島秀治 学習研究社 2004 第2刷

465 学研の図鑑　貝 ガッケンノズカン　カイ 奥谷喬司 学習研究社 1991 第13刷

466 学研の図鑑　鳥 ガッケンノズカン　トリ 黒田長久 学習研究社 1991 新訂第17刷

467 学研の図鑑　理科の自由研究
ガッケンノズカン　リカノジユウケン
キュウ 佐々木宗雄 学習研究社 1993 第11刷

468
ふしぎ・びっくり！？こども図鑑
むし

フシギ・ビックリ！？コドモズカン　ム
シ 学習研究社 2005 新版第2刷

469
ふしぎがわかるしぜん図鑑　昆
虫

フシギガワカルシゼンズカン　コン
チュウ 水野丈夫　矢島稔 フレーベル館 1992 第4刷

471
日本動物大百科第9巻　昆虫
Ⅱ

ニホンドウブツダイヒャッカダイ9カン
コンチュウⅡ 日高敏隆 平凡社 1997 初版第1刷

472
日本動物大百科第10巻　昆虫
Ⅲ

ニホンドウブツダイヒャッカダイ10カン
コンチュウⅢ 日高敏隆 平凡社 2006 初版第5刷

473
日本動物大百科第8巻　昆虫
Ⅰ

ニホンドウブツダイヒャッカダイ8カン
コンチュウⅠ 日高敏隆 平凡社 1996 初版第1刷

日本動物大百科第9巻　昆虫
Ⅱ

ニホンドウブツダイヒャッカダイ9カン
コンチュウⅡ 日高敏隆 平凡社 1997 初版第1刷

日本動物大百科第10巻　昆虫
Ⅲ

ニホンドウブツダイヒャッカダイ10カン
コンチュウⅢ 日高敏隆 平凡社 2006 初版第5刷

日本動物大百科第8巻　昆虫
Ⅰ

ニホンドウブツダイヒャッカダイ8カン
コンチュウⅠ 日高敏隆 平凡社 1996 初版第1刷

475 ふれあいしぜん図鑑／春 フレアイシゼンズカン／ハル 幼児ソフト企画開発部 学習研究社 2004 第12版

476 ふれあいしぜん図鑑／夏 フレアイシゼンズカン／ナツ 幼児ソフト企画開発部 学習研究社 2005 第12版

477 ふれあいしぜん図鑑／秋 フレアイシゼンズカン／アキ 幼児ソフト企画開発部 学習研究社 2002 第9版

478 ふれあいしぜん図鑑／冬 フレアイシゼンズカン／フユ 幼児ソフト企画開発部 学習研究社 2004 第11版

479
まんがでわかる昆虫・小動物
の飼い方

マンガデワカルコンチュウ・ショウドウ
ブツノカイカタ ブティック社

481
小学館の学習百科図鑑2　昆
虫の図鑑

ショウガッカンノガクシュウヒャッカズ
カン2　コンチュウノズカン 小学館 1992 第60刷

482
博物館の学びをつくりだす－そ
の実践へのアドバイス－

ハクブツカンノマナビヲツクリダス－ソ
ノジッセンヘノアドバイス－

小笠原喜康　チルドレン
ズ・ミュージアム研究会

ぎょうせい 2006 初版

483
野外観察ハンドブック　校庭の
昆虫

ヤガイカンサツハンドブック　コウテイ
ノコンチュウ 田仲義弘　鈴木信夫 全国農村教育協会 1999 第1刷

484
蝶めぐる人々　奥原東久子追
悼集

チョウメグルヒトビト　オクハラトウクコ
ツイトウシュウ

みのむし会追悼集編集
委員会

みのむし会 1985 初版
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485
どうぶつ出版・飼育ガイド2　や
さしく詳しくカブトムシ、クワガタ
ムシ

ドウブツシュッパン・シイクガイド2　ヤ
サシククワシクカブトムシ、クワガタム
シ

坪井源幸 どうぶつ出版 2006 初版

486 [ファーブルの写真集]昆虫
[ファーブルノシャシンシュウ]コンチュ
ウ

ジャン=H・ファーブル
ポール=H・ファーブル

新樹社 2008 初版

487 フィールドガイド　日本の蝶 フィールドガイド　ニホンノチョウ
特定非営利活動法人　日
本チョウ類保全協会

誠文堂新光社 2012 第2刷

488 飼育係が見た動物のヒミツ51 シイクガカリガミタドウブツノヒミツ51 多摩動物公園 築地書館 2008 初版

489
熊田千佳慕のクマチカ昆虫記
絵本ファーブル昆虫記のため
の勉強帖

クマダチカボノクマチカコンチュウキ
エホンファーブルコンチュウキノタメノ
ベンキョウチョウ

熊田千佳慕 求龍堂 2010

490
科学のアルバム　カイコ　まゆ
からまゆまで

カガクノアルバム　カイコ　マユカラマ
ユマデ 岸田功 あかね書房 1980

491
科学のアルバム　カマキリのか
んさつ

カガクノアルバム　カマキリノカンサツ 栗林慧 あかね書房 1991

492
別冊美しい庭　小さな日陰の
庭

ベッサツウツクシイニワ　チイサナヒカ
ゲノニワ 主婦と生活社 2010

493
昆虫の研究　チョウが消え
た！？

コンチュウノケンキュウ　チョウガキエ
タ！？ 原聖樹　青山潤三 あかね書房 1993 初版

494
NIASアグリバイオサイエンスシ
リーズNo5　生物おもしろ33話

NIASアグリバイオサイエンスシリーズ
No5　セイブツオモシロ33ワ 竹田敏　新野孝男

独立行政法人農業生物
資源研究所広報室

2009

495
小学館の図鑑NEOぷらす　くら
べる図鑑

ショウガッカンノズカンNEOプラス　ク
ラベルズカン 小学館 2009 初版第1刷

496
超高解像度人間大昆虫写真
life-size

チョウコウカイゾウドニンゲンダイコン
チュウシャシン　life-size scope＋橋本典久

(財)国際花と緑の博覧
会記念協会

2005 初版

497
なんでもプレイ百科　最新図
鑑・クワガタムシのすべて

ナンデモプレイヒャッカ　サイシンズカ
ン・クワガタムシノスベテ 石神信也 双葉社 1983

498 蝶・サナギの謎 チョウ・サナギノナゾ 平賀壮太 トンボ出版 2007 初版

499 講談社カラー科学大図鑑　アリ
コウダンシャカラーカガクダイズカン
アリ 久保田政雄 講談社 1980 第1刷

500
ぼく、だんごむし（かがくのとも
傑作集－どきどきしぜん）

ボク、ダンゴムシ（カガクノトモケッサク
シュウ－ドキドキシゼン）

得田之久　たかはしきよ
し

福音館書店 2005

501
ぼく、あぶらぜみ（かがくのとも
傑作集－どきどきしぜん）

ボク、アブラゼミ（カガクノトモケッサク
シュウ－ドキドキシゼン）

得田之久　たかはしきよ
し

福音館書店 2009

502
ハチまるごと！図鑑（第43回特
別展「のぞいてみようハチの世
界」解説書）

ハチマルゴト！ズカン（ダイ43カイトク
ベツテン「ノゾイテミヨウハチノセカイ」
カイセツショ）

松本吏樹郎　他 大阪市立自然史博物館 2012

503
チョウも飼いたいサソリも飼い
たい（アレコレ知りたいシリーズ
2）

チョウモカイタイサソリモカイタイ（アレ
コレシリタイシリーズ2） 三枝博幸 旺文社 1999

504
増補改訂版　昆虫の図鑑　採
集と標本の作り方

ゾウホカイテイバン　コンチュウノズカ
ン　サイシュウトヒョウホンノツクリカタ 福田晴夫　他 南方新社 2009 第1刷

505 大阪府の蝶 オオサカフノチョウ
大阪昆虫同好会「大阪府
の蝶」編集委員会

大阪昆虫同好会 2005

506 絶滅危惧の昆虫辞典（新版）
ゼツメツキグノコンチュウジテン（シン
バン） 川上洋一 東京堂出版 2010 初版

507 チョウの生物学 チョウノセイブツガク 本田計一　加藤義臣 東京大学出版会 2005 初版

508 家屋害虫事典 カオクガイチュウジテン 日本家屋害虫学会 井上書院 1995 初版第1刷

509 北摂のトンボ ホクセツノトンボ 桑原英夫 大阪昆虫同好会 2010

510 ニューワイド学研の図鑑　植物
ニューワイドガッケンノズカン　ショク
ブツ 大場達之 学習研究社 2006 改訂版初刷

511 小学館の図鑑NEO　植物
ショウガッカンノズカンNEO　ショクブ
ツ 門田裕一 小学館 2004 2版第3刷

512 多彩的昆虫世界 タサイテキコンチュウセカイ 上海科学普及出版社 2005

513
Collins Complete Guide to
British Insects

Collins Complete Guide to British
Insects Michael Chinery

HarperCollinsPublishers
Ltd.

2005
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No 書名 書名フリガナ 監修 編著者 発行者 発行年 版

515 台湾蝴蝶図鑑 タイワンコチョウズカン 李俊延　他 猫頭鷹出版：台北市 2002

516
こんちゅうのふしぎ (とびだしし
かけえほん)

コンチュウノフシギ (トビダシシカケエ
ホン) リチャード・ファーガソン 大日本絵画 2008 第1刷
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