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ミュンヘン国際児童図書館が選ぶ国際推薦児童図書目録
「ホワイト・レイブンズ」2020年版選定作！
チェコの児童文学賞「Zlatá stuha」（金のリボン賞）
2020年度受賞作！

決して少なくない数の生物種が、今まさに絶滅の危機に
瀕している。私たちは過去の物語を知ることで、未来をより
良いものに変えることができるはずである。人類はなぜ、
どのようにかれらを滅ぼしてしまったのか。また、滅びゆく
生物を目の前にしたとき、どのように対処してきたのか。
本書では美しいイラストとともに解説されている。

いかに人類は動物を滅ぼしてきたか
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今はもう見ることの出来ない我々の祖先である「哺乳類」の
進化の歴史を、学術的後ろ盾をもつ簡潔な解説と精密な復
元イラスト（283種）、系統図、骨格標本などによって紹介。
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ISBN978-4-621-08981-1
大洋の自然現象の厳しさから、信じ難いほどの海洋生物の多
様性、また海水と生命をともに維持する海盆の形態と構造に
至るまで、魅力の源泉となる全ての特質が網羅された図鑑。

イラストで学ぼう！北極圏の動物たち 全7巻セット
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ホッキョクグマやイッカクなど意外と知らない「北極圏の動物たち」を紹介。棲んでいる場所、食べ物、狩りの仕方、骨のかたち、赤ちゃ
んの育て方など、それぞれの動物の生態を美しいイラスト、魅力的なデザイン、北極圏に住んでいる著者たちによる興味深い解説で、楽
しく知ることができる。
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ミュンヘン国際児童図書館 選定国際推薦児童図書目録
「ホワイト・レイブンズ（White Ravens）」2020年版選定作

チェコ児童文学賞「金のリボン賞（Zlatá stuha）」
2020年受賞作

A4判・96頁　定価5,280円（本体4,800円＋税10％）　ISBN978-4-621-30629-1

いかに人類は動物を滅ぼしてきたのか
マンモス、ニホンオオカミ、ドードーなどの動物はどうして絶滅してしまったのか？
本書では絶滅した数多くの動物の中から、何らかの形でヒトが関与した41種に厳
選して取り上げています。人類はなぜ、どのようにかれらを滅ぼしてしまったのか、
滅びゆく生物にどのように対処してきたのかを美しいイラストとともに解説。精緻
で迫力ある大きな復元画は、生息していたと考えられる環境を背景に、生き生きと
描写されています。決して少なくない数の生物種が、今まさに絶滅の危機に瀕して
います。過去の物語を知ることで、私たちはより良い未来を築くことができるはずで
す。絶滅動物を通して、環境保全の重要性を学び、生物多様性を考える教材として
もオススメです！

丸善出版

「ザ！鉄腕！ DASH‼」
「緊急SOS！池の水ぜんぶ抜く大作戦」
などのテレビ番組でおなじみ

加藤英明氏  推薦！
（静岡大学准教授）

人類に滅ぼされた生き物たちは
数多い。絶滅した理由を知ることで、
身近な生き物たちが
もっと大切になる！
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新版 絶滅哺乳類図鑑
冨田 幸光／文
伊藤 丙雄・岡本 泰子／イラスト
A4判・256頁  定価13,200円（本体12,000円＋税10％）
ISBN978-4-621-08290-4
今はもう見ることの出来ない我々の祖先である「哺乳類」の
進化の歴史を、学術的後ろ盾をもつ簡潔な解説と精密な復
元イラスト（283種）、系統図、骨格標本などによって紹介。

イラストレイテッド・アトラス
海の大図鑑
深澤 理郎／監訳　こどもくらぶ／訳
規格外・240頁　定価9,900円（本体9,000円＋税10％）
ISBN978-4-621-08981-1
大洋の自然現象の厳しさから、信じ難いほどの海洋生物の多
様性、また海水と生命をともに維持する海盆の形態と構造に
至るまで、魅力の源泉となる全ての特質が網羅された図鑑。

イラストで学ぼう！北極圏の動物たち 全7巻セット
坪田 敏男／監訳
B5変型判・各32頁  定価15,400円（本体14,000円＋税10%） ISBN978-4-621-09723-6
ホッキョクグマやイッカクなど意外と知らない「北極圏の動物たち」を紹介。棲んでいる場所、食べ物、狩りの仕方、骨のかたち、赤ちゃ
んの育て方など、それぞれの動物の生態を美しいイラスト、魅力的なデザイン、北極圏に住んでいる著者たちによる興味深い解説で、楽
しく知ることができる。
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