
NO. 書名 著者名 出版社

1 ウォーターハウス・ホーキンズの恐竜
バーバラ・ケアリー
／文

光村教育図書

2 恐竜がかいた恐竜のほん
キース・ブランプト
ンと恐竜ロジャー／
作・絵

岩崎書店

3 きょうりゅうペペのぼうけん 1おなかがすいた
ヒサ クニヒコ／さ
く・え

草炎社

4 きょうりゅうがすわっていた 市川 宣子／作 福音館書店

5 きょうりゅうきょうりゅう
バイロン・バートン
／さく・え

徳間書店

6 きょうりゅうたち
ペギー・パリッシュ
／[著]

文化出版局

7 きょうりゅうトプスのだいぼうけん
にしかわ おさむ／ぶ
ん・え

教育画劇

8
恐竜トリケラトプスうみをわたる　モササウルス
とたたかうまき　恐竜だいぼうけん

黒川 みつひろ／作・
絵

小峰書店

県立中央博物館との連携展示     　　　　　     2018年7月14日（土）～9月24日（月・祝）

県立中央博物館では、７月１４日（土）～９月２４日（月・祝）まで、「恐竜ミュージ
アム in ちば」という企画展を行っています。

この企画展にあわせて、県立中央図書館の児童資料室でも、恐竜について書かれた本や、
恐竜が出てくる絵本や物語の展示をしています。恐竜ってどんな生きものでどんな種類が
いたのか、など本をとおして恐竜のなぞにせまってみませんか。

★中央博物館たいけんのもりでの出張おはなし会
7月２２日（日）１１：００～１１：３０
８月１９日（日）１１：００～１１：３０

★中央図書館児童資料室でのおはなし会
８月１２日（日）１１：００～１１：３０
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9
恐竜トリケラトプスとアルゼンチノサウルスきょ
だいきょうりゅうとであうまき　恐竜だいぼうけ
ん

黒川 みつひろ／作・
絵

小峰書店

10
恐竜トリケラトプスとウミガメのしま  カルカロ
ドントサウルスとたたかうまき　恐竜だいぼうけ
ん

黒川 みつひろ／作・
絵

小峰書店

11
恐竜トリケラトプスとカルノタウルス　にくしょ
くツノりゅうとたたかうまき　恐竜だいぼうけん

黒川 みつひろ／作・
絵

小峰書店

12
恐竜トリケラトプスとそこなしのぬま アルバート
サウルスとたたかうまき　恐竜だいぼうけん

黒川 みつひろ／作・
絵

小峰書店

13
恐竜トリケラトプスとダスプレトサウルス プレト
のぼうけんのまき　恐竜だいぼうけん

黒川 みつひろ／作・
絵

小峰書店

14
恐竜トリケラトプスとテリジノサウルス　はらぺ
こきょうりゅうをたすけるまき　恐竜だいぼうけ
ん

黒川 みつひろ／作・
絵

小峰書店

15
恐竜トリケラトプスとアロサウルス　再びジュラ
紀へ行く巻　たたかう恐竜たち

黒川 みつひろ／作絵 小峰書店

16
恐竜トリケラトプスと恐怖の大王 ティラノ軍団と
たたかう巻　たたかう恐竜たち

黒川 みつひろ／作絵 小峰書店

17
恐竜トリケラトプスのジュラ紀決戦　ジュラ紀最
強肉食恐竜とたたかう巻　たたかう恐竜たち

黒川 みつひろ／作絵 小峰書店

18
恐竜トリケラトプスと巨大ガメ　アーケロンの海
岸の巻　恐竜の大陸

黒川 光広／文・絵 小峰書店

19
恐竜トリケラトプスと巨大ワニ　危険な川を渡る
巻　恐竜の大陸

黒川 光広／文・絵 小峰書店

20
恐竜トリケラトプスとティラノサウルス　最大の
敵現れるの巻　恐竜の大陸

黒川 光広／文・絵 小峰書店

21
恐竜トリケラトプスの大決戦　肉食恐竜軍団と戦
う巻　恐竜の大陸

黒川 光広／文・絵 小峰書店

22 きょうりゅうのかいかた
くさの だいすけ／ぶ
ん

岩波書店

23 恐竜の谷 黒川 みつひろ／著 こぐま社

24 きょうりゅうのたまご
なかがわ ちひろ／さ
く・え

徳間書店

25
恐竜リトルホーンと巨大翼竜　大空の主と戦う巻
恐竜の大陸

黒川 みつひろ／作絵 小峰書店

26 さがそう!マイゴノサウルス
やました こうへい／
作

偕成社

27 11ぴきのねこどろんこ 馬場 のぼる／著 こぐま社

28 新・恐竜たち　絵巻えほん 黒川 みつひろ／著 こぐま社

29
たたかえ恐竜トリケラトプス　旅立ち前夜の巻
恐竜の大陸

黒川 みつひろ／作絵 小峰書店
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30 ティラノサウルス物語 五来 徹／絵・文 新風舎

31 ぼくがきょうりゅうだったとき
まつおか たつひで／
作・絵

ポプラ社

32 ほね、ほね、きょうりゅうのほね
バイロン・バートン
／作

佑学社

33 勇者のツノ 黒川 みつひろ／作 こぐま社

1 大きなたまご
オリバー・バター
ワース／作

学研

2 きょうりゅうがお店にやってきた
アン・フォーサイス
／作

金の星社

3 きょうりゅうがめいろにやってきた
アン・フォーサイス
／作

金の星社

4 きょうりゅうが学校にやってきた
アン・フォーサイス
／作

金の星社

5 きょうりゅうが図書館にやってきた
アン・フォーサイス
／作

金の星社

6 きょうりゅうで町はおおさわぎ
アン・フォーサイス
／作

金の星社

7 きょうりゅうくんとさんぽ シド・ホフ／作 ペンギン社

8 きょうりゅう大すき!
アンジェラ・マカリ
スター／作

徳間書店

9 ダニーとなかよしのきょうりゅう
ルイス=スロボトキン
／作・画

偕成社

10 謎の足跡事件 B.B.カルホーン／作 小峰書店

NO. 書名 著者名 出版社

1 足跡からわかる恐竜の生活 松川 正樹／著 誠文堂新光社

2 いま恐竜が生きていたら
ドゥーガル・ディク
ソン／著

ランダムハウ
ス講談社

3 エドモントサウルス 恐竜王国 5
ファビオ マルコ ダラ
ヴェッキア／文

ポプラ社

4 カウディプテリクス 恐竜王国 7
ファビオ マルコ ダラ
ヴェッキア／文

ポプラ社

5 化石はおしえてくれる アリキ／文・絵 佑学社
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6 きょうりゅう  科学のアルバム 天文・地学4 小畠 郁生／著 あかね書房

7 恐竜  ジュニア学研の図鑑 2 学研

8 恐竜  小学館の図鑑NEO 11
冨田 幸光／監修・執
筆

小学館

9 恐竜  学研の図鑑LIVE 3 真鍋 真／監修 学研教育出版

10 恐竜図解新事典　アイウエオ順　恐竜の大陸 黒川 光広／文・絵 小峰書店

11 恐竜にあいにいこう アリキ／文・絵 佑学社

12 恐竜のけんきゅう アリキ／文・絵 佑学社

13 恐竜のなぞ アリキ／文・絵 佑学社

14 恐竜の飼い方 土屋 健／著 実業之日本社

15 恐竜の生態図鑑 学研教育出版

16 恐竜はっくつ記 長谷川 善和／文 福音館書店

17 恐竜は今も生きている 富田 京一／著 ポプラ社

18 恐竜をほりだす アリキ／文・絵 佑学社

19 恐竜研究室　1　恐竜のくらしをさぐる
ヒサ クニヒコ／文・
画

あかね書房

20 恐竜研究室　2　恐竜のたたかいにせまる
ヒサ クニヒコ／文・
画

あかね書房

21 恐竜研究室   3　恐竜絶滅のなぞ
ヒサ クニヒコ／文・
画

あかね書房

22 恐竜時代 小林 快次／著 岩波書店

23 恐竜物語ミムスのぼうけん 松岡 達英／作 小学館

24 巨大生物図鑑
デイビッド=ピーター
ズ／作

偕成社

25 これがほんとの大きさ! 続　古代の生きものたち
スティーブ・ジェン
キンズ／作

評論社

26 これならわかる!クイズ式たのしい恐竜学
福井県立恐竜博物館
／編・著

今人舎

27 最新!最強!ティラノサウルス 真鍋 真／監修 学研

4



28 実物大恐竜図鑑
デヴィッド・ベルゲ
ン／著

小峰書店

29 進化ってなんだろう
ジョアンナ・コール
／文

佑学社

30 スキピオニクス 恐竜王国 8
ファビオ マルコ ダラ
ヴェッキア／文

ポプラ社

31 ステゴサウルス 恐竜王国 4
ファビオ マルコ ダラ
ヴェッキア／文

ポプラ社

32
せいめいのれきし　地球上にせいめいがうまれた
ときからいままでのおはなし

バージニア・リー・
バートン／文・絵

岩波書店

33 世界恐竜発見地図
ヒサ クニヒコ／絵・
文

岩崎書店

34 デイノニクス 恐竜王国 6
ファビオ マルコ ダラ
ヴェッキア／文

ポプラ社

35 ティラノサウルス 恐竜王国 1
ファビオ マルコ ダラ
ヴェッキア／文

ポプラ社

36 どうしてわかるきょうりゅうのすがた 工藤 晃司／ぶん・え 大日本図書

37 トリケラトプス 恐竜王国 3
ファビオ マルコ ダラ
ヴェッキア／文

ポプラ社

38 とりになったきょうりゅうのはなし 大島 英太郎／さく 福音館書店

39 どれがほんとう?恐竜のすがた 七尾 純／著 アリス館

40 なぜ?どうして?恐竜図鑑 平山 廉／監修 PHP研究所

41 なぜ?の図鑑 恐竜 真鍋 真／監修 学研教育出版

42 日本の恐竜 長谷川 善和／文 福音館書店

43 日本恐竜図鑑
ヒサ クニヒコ／文・
絵

岩崎書店

44 日本恐竜探検隊 真鍋 真／編著 岩波書店

45 100の知識恐竜
スティーブ・パー
カー／著

文研出版

46 ブラキオサウルス 恐竜王国 2
ファビオ マルコ ダラ
ヴェッキア／文

ポプラ社

47 ヴェロキラプトル   はねのある小さな肉食恐竜 平山 廉／文・監修 ポプラ社

48 骨と筋肉大図鑑 学研教育出版
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NO. 書名 著者名 出版社

1 きみにもできる!恐竜おり紙 荒木 一成／監修 童心社

2
恐竜学ノート 恐竜造形家・荒木一成のこうすれば
かっこうよく作れる恐竜模型

荒木 一成／著 今人舎(発売)

3 恐竜の切り紙 大原 まゆみ／著 誠文堂新光社

4 筋肉からつくる!恐竜ねんど 荒木 一成／監修 童心社

5 骨からえがく!恐竜スケッチ 荒木 一成／著 童心社

千葉県立中央図書館児童資料室作成
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