
書名 著者（出版者） 出版年 請求記号

洞窟にいどむ 秋吉台三億年の歴史を探る
科学の本

庫本 正／著
薮内 正幸／画 （福音館書店）

1985 454/ｸﾗﾓ/

日本の恐竜
福音館のかがくのほん

長谷川 善和／文
薮内 正幸／絵 （福音館書店）

1988 457/ﾊｾｶ/

カバはぼくのともだちだ 動物を愛しつづけた人生
どうぶつ感動ものがたり 10

国松 俊英／編 （ポプラ社） 2008 480/ｸﾆﾏ/08.4

どうぶつの手と足 クイズ
みるずかん・かんじるずかん 金の本

河合 雅雄／ぶん
薮内 正幸／え （福音館書店）

1987 481/ｶﾜｲ/

動物のふしぎな世界 5 沢近 十九一／構成・文 （国土社） 1979 481/ｻﾜﾁ/

鳥の観察図鑑 どこでなにをたべているのかな
絵本図鑑シリーズ 18

薮内 正幸／絵
国松 俊英／文 （岩崎書店）

1998 488/ｸﾆﾏ/

野鳥はともだち ぼくの野鳥ノートから
童心社・小学生ブックス

国松 俊英／著
藪内 正幸／画 （童心社）

1987 488/ｸﾆﾏ/

シジュウカラととりたち
福音館のかがくのほん つながりあういきもの

得田 之久／ぶん
藪内 正幸／え （福音館書店）

1999 488/ﾄｸﾀ/

やまのとり 1
日本の野鳥 3

藪内 正幸／ぶん・え （福音館書店） 1979 488/ﾔﾌｳ/

野鳥の図鑑
 にわやこうえんの鳥からうみの鳥まで

藪内 正幸／さく （福音館書店） 1991 488/ﾔﾌｳ/

にわやこうえんにくるとり
福音館のかがくのほん 日本の野鳥

薮内 正幸／ぶん・え （福音館書店） 2002 488/ﾔﾌｳ/

ことばをおぼえたチンパンジー
たくさんのふしぎ傑作集

松沢 哲郎／文
藪内 正幸／絵 （福音館書店）

1989 489/ﾏﾂｻ/

野や山にすむ動物たち 日本の哺乳類
絵本図鑑シリーズ 10

薮内 正幸／作 （岩崎書店） 1991 489/ﾔﾌｳ/

海にすむ動物たち 日本の哺乳類 2
絵本図鑑シリーズ 15

薮内 正幸／作 （岩崎書店） 1994 489/ﾔﾌｳ/

光村ライブラリー 5
樺島 忠夫／監修
宮地 裕／監修 （光村図書出版）

2002 908/ｶﾊｼ/

河合雅雄の動物記 1 草山 万兎／作 （フレーベル館） 1997 913.6/ｸｻﾔ/

ガンバとカワウソの冒険
斎藤 惇夫／作
藪内 正幸／画 （岩波書店）

1982 913.6/ｻｲﾄ/

グリックの冒険
斎藤 惇夫／作
藪内 正幸／画 （岩波書店）

1982 913.6/ｻｲﾄ/

冒険者たち ガンバと十五匹の仲間
斎藤 惇夫／作
藪内 正幸／絵 （アリス館牧新社）

1981 913.6/ｻｲﾄ/

かがくのとも 1　はじめてであう科学絵本  （福音館書店） 2010 E/ｶｶｸ/10.10

※請求記号の「E」は絵本を指しますが、実際の背ラベルでは省略されています。

薮内正幸氏関連図書

県立中央図書館の展示室で行われている原画展（平成24年11月1日～11月12日）に合わせて、薮内正幸氏の関連図書を展示し
ています。（いずれも子ども図書研究室所蔵分のみ）



書名 著者（出版者） 出版年 請求記号

かがくのとも 11　はじめてであう科学絵本  （福音館書店） 2010 E/ｶｶｸ/10.10

かがくのとも 25　はじめてであう科学絵本  （福音館書店） 2010 E/ｶｶｸ/10.10

かがくのとも 47　はじめてであう科学絵本  （福音館書店） 2010 E/ｶｶｸ/10.10

ここよここよ
0.1.2.えほん

かんざわ としこ／ぶん
やぶうち まさゆき／え （福音館書店）

2003 E/ﾔﾌｳ/03.1

くちばし どれが一番りっぱ?
福音館のかがくのほん

ビアンキ／ぶん
田中 友子／やく （福音館書店）

2006 E/ﾔﾌｳ/06.3

どうぶつしりとりえほん 藪内 正幸／作 （岩崎書店） 2010 E/ﾔﾌｳ/10.10

かりにでかけたキツネのこ
かがくのとも はじめてであう科学絵本 310号

藪内 正幸／さく （福音館書店） 1995 E/ﾔﾌｳ/

ほらこのとおり とりのにげかたいろいろ
かがくのとも はじめてであう科学絵本 355号

薮内 正幸／さく （福音館書店） 1998 E/ﾔﾌｳ/

くまげら
かがくのとも はじめてであう科学絵本 132号

有沢 浩／ぶん
藪内 正幸／え （福音館書店）

1980 E/ﾔﾌｳ/

のうさぎ
かがくのとも はじめてであう科学絵本 47号

高橋 喜平／ぶん
藪内 正幸／え （福音館書店）

1973 E/ﾔﾌｳ/

おかあさんといっしょ
福音館の幼児絵本

藪内 正幸／さく （福音館書店） 1985 E/ﾔﾌｳ/

どうぶつのおかあさん
福音館の幼児絵本

小森 厚／ぶん
藪内 正幸／え （福音館書店）

1981 E/ﾔﾌｳ/

どうやってねるのかな
幼児絵本シリーズ 藪内正幸のどうぶつ絵本

やぶうち まさゆき／[作] （福音館書店） 1987 E/ﾔﾌｳ/

なにのこどもかな
幼児絵本シリーズ 藪内正幸のどうぶつ絵本

やぶうち まさゆき／[作] （福音館書店） 1987 E/ﾔﾌｳ/

どうぶつのこどもたち
福音館の幼児絵本

小森 厚／ぶん
藪内 正幸／え （福音館書店）

1989 E/ﾔﾌｳ/

みんなおおあくび
福音館の幼児絵本

薮内 正幸／さく （福音館書店） 2003 E/ﾔﾌｳ/

もうおきるかな?
0.1.2.えほん

まつの まさこ／ぶん
やぶうち まさゆき／え （福音館書店）

1998 E/ﾔﾌｳ/

たべたのはだれ? 薮内 正幸／さく （童心社） 2004 E/ﾔﾌｳ/

きょうりゅうのかいかた
岩波の子どもの本

くさの だいすけ／ぶん
やぶうち まさゆき／え （岩波書店）

1983 E/ﾔﾌｳ/

しっぽのはたらき
かがくのとも傑作集 1

川田 健／ぶん
藪内 正幸／え （福音館書店）

1982 E/ﾔﾌｳ/

どうぶつのおやこ
福音館の幼児絵本 2

藪内 正幸／画 （福音館書店） 1966 E/ﾔﾌｳ/

ネコの手
ぼくのさんすう・わたしのりか 12

日高 敏隆／[著]
藪内 正幸／え （岩波書店）

1981 E/ﾔﾌｳ/


