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① 事典類で調べる
所蔵館内でご覧ください。複写サービスがご利用できます。
（1 枚 10 円）
書
名
著者・編集者 出 版 社
出版年 請求記号

日本動物大百科
日高敏隆/監修
3・4 鳥類
原色新鳥類検索
宇田川龍男/原著
森岡弘之/編修
図鑑

外に出るとかわいらしい鳥のさえずりが聞こえてきますね。
季節によって、見られる野鳥の種類は大きく変わります。羽根
やくちばしの色も、鳥によってさまざまです。
私たちの身近な野鳥について、図書館で調べてみませんか。

☆情報を幅広く集めるには、キーワードが必要です。
・今回のキーワード･･･鳥、野鳥、鳥類、鳥の巣、羽根、さえず
り、野鳥観察、バードウォッチング
☆“請求記号”（本の背ラベルの番号）で効率よく資料を探すこ
とができます。
・請求記号にＫが付くものは郷土資料、Ｒが付くものは参考図
書です。ともに所蔵している図書館内での閲覧になります。
貸出ができる資料もございますので、カウンターにご相談く
ださい。
・請求記号の二ケタ表記は児童書、三ケタ以上は一般書です。
・今回の請求記号…488 (鳥類)、488.1（一般鳥学:形態,生理,
生態,繁殖）、488.2（鳥類誌）
☆インターネット情報は各図書館のインターネット端末でご覧
いただけます。契約データベース以外のプリントサービスはご
利用できません。

山岸哲ほか
／監修
鳥くんの比べて識 永井真人/著
茂田良光/監修
別!野鳥図鑑 670

鳥類学辞典

見わけがすぐつく
小宮輝之/監修
野鳥図鑑
街・野山・水辺で 柴田佳秀/著
他
見かける野鳥図鑑

R482.1
/ﾆ

平凡社

1996-1997

北隆館

2003

昭和堂

2004

文一総合
出版

2019

成美堂
出版

2020

488.21/ﾐ

日本文芸
社

2019

488.21/ｼ

R488.038
/ｳ
R488.033
/ﾁ
R488.038
/ﾅ

※書名の後に、著者名、出版社、出版年、[請求記号]で表記してあります。

②郷土資料で調べる
『埼玉いきもの図鑑』
葛生淳一／解説 前田信二／写真 メイツ出版 2018 年 [460.38/ｸ]
埼玉県内で見られる動植物をカラー写真とともに解説。鳥類は 145 種
を掲載。

『バードランドさいたま』
埼玉県野鳥の会／編集 1989 年 [488.213/ﾊﾞ]
埼玉県で見られる野鳥を写真とともに解説。県内探鳥地ガイド付き。

『埼玉四季の鳥』
埼玉県野鳥の会／編 埼玉新聞社 1988 年 [K488/ｻ]
四季で章分けし、各季節で観測された野鳥の様子を記録した本。
「県内
探鳥地ガイド」付き。

『気ままにバードウォッチング』
日本野鳥の会埼玉県支部／編 幹書房 1994 年 [488/ｷ]
埼玉県内で会える基本の野鳥 66 種と、探鳥地 15 カ所を取り上げ解説。
『所沢の自然』
所沢市 所沢市 1997 年 [462.134/ﾄ]
市街地や屋敷林など、生息地別に所沢市内で観察できる動植物を解説。

③鳥の部位や特徴を調べる
『日本の野鳥さえずり・地鳴き図鑑』
植田睦之／監修 メイツユニバーサルコンテンツ 2020 年 [488.038/ﾆ]
日本の野鳥 192 種を取り上げ、生体や特徴などを写真とともに紹介。
スマホやパソコンで鳴き声を聴ける QR コード付き。

『鳴き声から調べる野鳥図鑑』
松田道生／文・音声 菅原貴徳／写真 文一総合出版 2017 年
[488.038/ﾏ]
身近な野鳥 85 種を取り上げ、「地鳴き」や「さえずり」など、さまざ
まな鳴き声を解説。約 250 の鳴き声を収録した CD 付き。

『羽』
叶内拓哉／著 高田勝／著 文一総合出版 2018 年 [R488.038/ｶ]
281 種の鳥の羽を原寸大写真で掲載。また風切羽・尾羽・体羽等、さま
ざまな部位の羽を収録している。

『羽根識別マニュアル』
藤井幹／著 文一総合出版 2020 年 [R488.038/ﾌ]
形・色・模様等から羽を識別するチャートがついており、何の野鳥の
羽か調べることができる。また風切羽・尾羽・雨覆等、さまざまな部位
の羽を収録。

『日本の野鳥羽根図鑑』
笹川昭雄／著 世界文化社 2011 年 [488.038/ｻ]
日本の野鳥 300 種の羽の絵を収録。各野鳥の基本データや羽の数等の
情報も記載。
吉村卓三／著 鈴木まもる／絵・構成
『鳥と卵と巣の大図鑑』
林良博／監修 ブックマン社 2014 年 [R488.038/ﾖ]
世界の鳥 655 種の卵と巣を写真・絵・図でまとめた図鑑。実物大の卵
の写真が掲載されており、卵の特徴や繁殖・生息場所等についても解説
がある。

『日本の野鳥巣と卵図鑑』
小海途銀次郎／著 林良博／監修 世界文化社 2011 年 [R488.038/ｺ]
日本で繁殖する野鳥 182 種の生態・繁殖・巣と卵の特徴について解説。

『日本産鳥類の卵と巣』
内田博／著 まつやま書房 2019 年 [488.21/ｳ]
日本産鳥類 145 種の卵と巣を紹介。営巣環境や卵の特徴等についても
解説されている。

④視聴覚資料で調べる
ＣＤ『日本の野鳥大全集』全５巻
蒲谷鶴彦／収録,構成,解説 日本コロムビア 2015 年 [G5/ﾆ]
附属の解説書には、ＣＤに収録されている野鳥の解説が書かれている。

ＣＤ『CD 鳴き声ガイド日本の野鳥』
松田道生／録音,編集,解説 日本野鳥の会 2016 年 [G5/ｼ]
さえずり、群れでの鳴き方、雌雄の鳴き合いなど、377 種の野鳥のさ
まざまな鳴き方を収録。
ＤＶＤ『新野鳥図鑑』3・4 巻
NHK DVD 2009 年 [488/ｼ]
3 巻「池や湖の水鳥/海に舞う鳥」
、4 巻「水辺に棲む鳥/渚に棲む鳥」
。
1 巻・2 巻は未所蔵。
ＤＶＤ『日本の野鳥鳴き声映像図鑑』 NHK DVD 2015 年 [488/ﾆ]
日本で見られる 260 種の野鳥の鳴き声と姿を撮影した映像。各野鳥の
生態の解説文も収録。

⑤データベースで調べる
所沢図書館内のインターネット端末でご覧いただけるデータベースです。
★朝日新聞社「朝日新聞クロスサーチ」
（1879 年～／本館・分館で利用可）
（旧名称「聞蔵Ⅱ」 2022 年 4 月より名称変更）
★読売新聞社「ヨミダス歴史館」
（1874 年～／本館・分館で利用可）
★日本経済新聞社｢日経テレコン 21｣（過去 30 年分の記事/本館のみ利用可）
★国立国会図書館デジタルコレクション（本館・分館で利用可）

⑥インターネットで調べる
公益財団法人日本野鳥の会 Wild Bird Society of Japan
様々なサイトのリンクがあります。
「野鳥を楽しむポータルサイト BIRD
FAN」というページには、野鳥の検索や観察に役立つ情報などが掲載され
ています。
https://www.wbsj.org/

認定 NPO 法人バードリサーチ
「人と自然の共存」のために鳥類の調査・情報収集・対策の立案等を
行っているＮＰＯ法人。
「鳴き声図鑑」や「身近な鳥図鑑」などの情報の
他、同法人発行の研究誌の論文や要旨を紹介したページもあります。
https://www.bird-research.jp/

