
宍道湖自然館ゴビウス 第 53 回特別展 

「フクいっぱい！ぷくぷくワールド」 

令和５年３月 

島根県立図書館ホール展示 

島根県立宍道湖自然館ゴビウス 

島根県立宍道湖自然館ゴビウスは「もっと知ろう ふるさとの自然 親しもう 水辺の生き

もの」をメインテーマに、宍道湖西岸に位置する体験学習型水族館です。島根県には日本有

数の汽水湖である宍道湖・中海をはじめ自然豊かな河川が数多くあり、さまざまな生きもの

たちが生息しています。宍道湖自然館は、この豊かな水域に生息する生きものを飼育展示す

ることで、島根の自然の魅力を発見し、再認識する場を提供しています。また、自然に親し

むさまざまな活動をとおして、自然保護や環境教育等における地域の拠点となることを目指

しています。 

展示については、常設展示とは別にさまざまなテーマで年に３回「特別展」を開催してい

ます。この春は「フグのなかま」に注目した展示を行います。 

今回の図書館展示では特別展「フクいっぱい！ぷくぷくワールド」について紹介します。

図書館所蔵の関連図書も併せてご覧ください。 

◎第 53 回 特別展「フクいっぱい！ぷくぷくワールド」 ３月 15 日(水) ５月８日(月) 

フグのなかまは種類が多く、大きさや形もさまざまです。今回はフグのなかまを「形」、

「大きさ」、「模様」の３つのコーナーに分けて紹介します。正面からみると体の形が四角い

ハコフグや膨らむとウニのような姿となるハリセンボン、成長しても大きさが数センチしか

ない世界最小のアベニーパファー、人の顔に見えるような模様をもつヒトヅラハリセンボン

などを展示します。

そのほかにも生きものに親しむきっかけづくりとなるような展示や催事を計画していま

す。ぜひ実際に宍道湖自然館へお越しいただき間近にご覧いただければと思います。 

●だんだんタッチプール「ガラ・ルファ体験」  ５月８日(月) 

 だんだんタッチプールではドクターフィッシュとして有名なガラ・ルファを展示していま

す。まだ、体験をされていない方、魚につつかれるあの感触を味わいたい方、ぜひゴビウス

のタッチプールでお楽しみください！ 

島根県立宍道湖自然館ゴビウス 

住所 島根県出雲市園町 1659-5 電話 0853-63-7100 

開館時間 9：30 17：00（最終入館 16：30） 

入館料 大人 500 円、小中高校生 200 円、幼児無料 

休館日 毎週火曜日（祝日の場合翌平日休み）、年末 (12/28 12/31) 

ホームページ https://www.gobius.jp/ 



海や川のいきものの絵本

請求記号 書  名 著 者 名 出版者名 出版年

子 絵本 ｲ21 うみがめのおじいさん いとうひろし／作 講談社 2021.02

子 絵本 ｳ10 かしこいさかなはかんがえた
クリス・ウォーメル／作・絵 吉上
恭太／訳

徳間書店 2010.09

子 絵本 ｵ09 かめ 大片忠明／絵 フレーベル館 2009.05

子 絵本 ｵ17 どこにいるかな うみのさかなたち 大方洋二／写真・文 岩崎書店 2017.03

子 絵本 ｶ98 くじらのだいすけ 梶山俊夫／絵 天野祐吉／作 福音館書店 1998.03

子 絵本 ｶ19 うみがめのあかちゃん 柿本幸造／絵 市川宣子／文 リーブル 2019.07

子 絵本 ｶ21 かわいいきいろのクジラちゃん かこさとし／著 復刊ドットコム 2021.09

子 絵本 ｸ09 やどかり 久保秀一／写真 フレーベル館 2009.06

子 絵本 ｺ19 ナマコ天国 こしだミカ／絵 本川達雄／作 偕成社 2019.06

子 絵本 ﾀ21 ハタハタ 荒海にかがやく命 高久至／写真・文 あかね書房 2021.12

子 絵本 ﾅ18 ムラサキダコ 海からあらわれるマントの怪人
中村宏治／写真・文 奥谷喬司／監
修

フレーベル館 2018.07

子 絵本 ﾅ22 リブと海
中村 一夫／絵 ウミガメリブ絵本製
作実行委員会／作

ウミガメリブ絵本
製作実行委員会

2022.06

子 絵本 ﾊﾞ14 海のひかり
モリー・バング、ペニー・チザム／
作 さくまゆみこ／訳

評論社 2014.02

子 絵本 ﾊ19
われから
かいそうのもりにすむちいさないきもの

畑中富美子／絵 青木優和／文 仮説社 2019.03

子 絵本 ﾊ20
わかめ
およいでそだってどんどんふえるうみのしょくぶつ

畑中富美子／絵 青木優和／文 田
中次郎／監修

仮説社 2020.12

子 絵本 ﾌ95 にじいろのさかな
マーカス・フィスター／作 谷川俊
太郎／訳

講談社 1995.11

子 絵本 ﾎ21
アルバ
うつくしいうみをまもった100さいのさかな

ララ・ホーソーン／作・絵 新沢と
しひこ／訳 石垣幸二／監修

教育画劇 2021.04

子 絵本 ﾏ20 うまれたよ フグ 松沢陽士／写真・文 岩崎書店 2020.09

子 絵本 ﾐ20
タコとイカはどうちがう 
いきものくらべるしゃしんえほん

峯水 亮／写真 池田 菜津美／文 杉
本 親要／監修

ポプラ社 2020.07

子 絵本 ﾖ94 いそでみつけた 吉崎正巳／作 鈴木克美／監修 福音館書店 1994.01

子 絵本 ﾖ98 とびうお 吉崎正巳／絵 末広恭雄／作 福音館書店 1998.03

子 絵本 ﾖ14 ゆらゆらチンアナゴ 横塚眞己人／写真 江口絵理／文 ほるぷ出版 2014.11

子 絵本 ﾖ16 海のなかのぞいた よしのゆうすけ／作 福音館書店 2016.06



水族館にかかわる本

請求記号 書  名 著 者 名 出版者名 出版年

子 289 ｻ16 さかなクンの一魚一会 まいにち夢中な人生 さかなクン／著・イラスト・題字 講談社 2016.07

子 480 ｾﾞ 1
絶滅から救え 日本の動物園&水族館　滅びゆく動物図
鑑 1 棲む場所を追われる動物たち

日本動物園水族館協会／監修 河出書房新社 2016.01

子 480 ｾﾞ 2
絶滅から救え 日本の動物園&水族館　滅びゆく動物図
鑑 2 乱獲でいなくなる動物たち

日本動物園水族館協会／監修 河出書房新社 2016.01

子 480 ｾﾞ 3
絶滅から救え 日本の動物園&水族館　滅びゆく動物図
鑑 3 外来種・環境汚染のためにいなくなる動物たち

日本動物園水族館協会／監修 河出書房新社 2016.02

子 480 ﾆ13
水族館のひみつ
おどろきのしくみから飼育係の仕事まで

新野大／著 PHP研究所 2013.11

子 480 ﾅ14 ぴっかぴかすいぞくかん
なかのひろみ／文・構成 福田豊文
／写真

ひさかたチャイル
ド

2014.06

J480.7 ﾀ13
動物園・水族館で働く人たち
しごとの現場としくみがわかる 

高岡 昌江／著 ぺりかん社 2013.03

子 481 ｻ10 すいぞく館 原寸大 さかなクン／作 松沢陽士／写真 小学館 2010.03

子 481 ﾎ10 ほんとのおおきさ水族館
小宮輝之／監修 松橋利光／写真
柏原晃夫／絵 高岡昌江／文

学研プラス 2010.03

子 481 ﾓ12 もっと ほんとのおおきさ水族館
小宮輝之／監修 尾崎たまき／写真
柏原晃夫／絵 高岡昌江／文

学研教育出版 2012.07

子 絵本 ｱ08 したのすいぞくかん あきびんご／作 くもん出版 2008.11

子 絵本 ﾏ15 ジンベエザメのはこびかた
松橋利光／写真 宮野耕治／絵 高
岡昌江／文

ほるぷ出版 2015.07

子 絵本 ﾎ21 水族館 いきものとひとのいちにち ほりかわあやこ／作 福音館書店 2021.07


