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77,000 件収録の植物図鑑の総索引

■ 哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類に属する動物が探せる
・調べたい動物が、どの図鑑の何ページに掲載されているかがわかる動
物図鑑の総索引です。
・ペットから鳥類、大自然に生息する野生動物まで、1
万 5千種の動物が掲載されている動物図鑑・事典
（69 種／139 冊）から、のべ 37,068万件の図版情報
を収録しました。

■ 収載図鑑を一覧、動物事典としても便利！
・掲載図鑑名、図版の種類（絵／写真、モノクロ／カラー
の違いなど）のほか、学名や科名、分布地や大きさな
どの説明もしているので、簡便な動物事典としても役
立ちます。「学名索引」付き。

37,000件を収録した

動物図鑑の総索引

日外アソシエーツ編集部  編　A5･930頁
定価（本体43,000円＋税）　ISBN978-4-8169-1848-3　2004年6月刊行

収録図鑑・事典例

日本大百科全書 小学館
大百科事典 平凡社
動物大百科 平凡社
日本動物大百科 平凡社
動物世界遺産 レッドデータアニマルズ
  講談社
原色動物大図鑑 保育社
滅びゆく野生動物 小学館
世界動物大図鑑
  ネコ・パブリッシング
自然大博物館 小学館
世界珍獣図鑑 世界文化社
世界の天然記念物 講談社
クジラとイルカの図鑑
  日本ヴォーグ社
世界家畜図鑑 講談社
原色家畜家禽図鑑 保育社
アルティメイト・ブック　馬
  緑書房
犬の大百科 誠文堂新光社
新犬種大図鑑 ペットライフ社
猫の写真図鑑 日本ヴォーグ社
世界鳥類事典 同朋舎出版
コンサイス鳥名事典 三省堂
鳥 630 図鑑 日本鳥類保護連盟
日本産鳥類図鑑
  東海大学出版会
学研生物図鑑　鳥類
  学習研究社
絶滅危惧種・日本の野鳥
  東洋館
原色日本野鳥生態図鑑 保育社
日本の野鳥巣と卵図鑑
  世界文化社
爬虫類・両生類 800 種図鑑
  ピーシーズ
日本の両生爬虫類 平凡社
  ……etc.



【ァ】

アイアイ　Daubentonia madagascariensis
霊長目アイアイ科の動物。別名ユビザル。マダガスカ
ル島に分布。体長 90 ～ 100cm。
¶大百 1（p10/ カ写）
　日大 1（p9/ カ写）
　レッド（p25/ カ写）
　動大（p64/ モ写）

アイガモ　Anas platyrhyncha var.domestica
合鴨カモ目カモ科の鳥。
¶大百 1（p13/ カ写）
　日大 1（p12/ カ写）
　日動 3（p123/ カ写）
　日動図（11 図 /p64/ モ図）
　世鳥（5図 /p72/ カ図）
　カ動（p524/ カ図）
　日鳥（p138/ カ図）
　野図（p86/ カ写）
　野巣（p118/ カ図）
　野鳥事（34 図 /p175/ モ写）

アルプスアイベックス　Capra ibex
偶蹄目ウシ科に属する山岳性野生ヤギ。ヨーロッパ
アルプスに分布。体長 130cm。
¶日大 1（p15/ カ写）
　滅野（p94/ カ図）
　レッド（p64/ カ写）
　動大（p257/ モ写）

アイリッシュウルフハウンド　Irish wolf hound
食肉目イヌ科の大型狩猟犬。アイルランド原産。体高
70 ～ 80cm。
¶世犬（p86/ カ写）
　犬事（p134/ カ写）

アオアシシギ　Tringa nebularia　青足鷸
チドリ目シギ科の鳥。ユーラシア北部に分布。全長
25cm。
¶大百 1（p34/ カ写）
　日大 1（p17/ カ写）
　世鳥（24 図 /p213/ カ図）
　動大（p476/ モ写）

アオウミガメ　Chelonia mydas　青海亀
カメ目ウミガメ科のカメ。別名正覚坊。熱帯から亜熱
帯の海洋に分布。甲長 120cm。
¶大百 1（p36/ カ写）
　日大 1（p20/ カ写）
　日動 5（p49/ カ写）
　日動図（27 図 /p149/ モ図）
　動大（p273/ モ写）
　原両爬（p58/ カ図）　

アオガラ　Parus caeruleus
スズメ目シジュウカラ科の鳥。ユーラシア大陸西部・
アフリカ北部に分布。全長 11cm。
¶大百 1（p39/ カ写）
　世鳥（27 図 /p253/ カ図）
　動大（p34/ モ写）
　野図（p45/ カ写）
　野巣（p135/ カ図）

アオゲラ　Picus awokera　緑啄木鳥
キツツキ目キツツキ科の鳥。本州から屋久島，種子島
にかけて分布。全長 30cm。
¶日大 1（p28/ カ写）
　日動 4（p117/ カ写）
　日動図（36 図 /p194/ モ図）
　世鳥（15 図 /p164/ カ図）
　日鳥（p37/ カ図）
　動大（p346/ モ写）
　野図（p286/ カ写）
　野巣（p49/ カ図）
　野鳥事（50 図 /p375/ モ写）

アオサギ　Ardea cinerea　青鷺
コウノトリ目サギ科の鳥。ユーラシア大陸の大部分，
アフリカ，マダガスカル島。日本では北海道，本州，四
国に分布。全長 95cm。
¶大百 1（p41/ カ写）
　日大 1（p35/ カ写）
　日動 6（p94/ カ写）
　日動図（30 図 /p167/ モ図）
　世鳥（18 図 /p194/ カ図）
　日鳥（p76/ カ図）
　動大（p364/ モ写）
　野図（p197/ カ写）
　野巣（p29/ カ図）
　野鳥事（15 図 /p134/ モ写）

アオジ　Emberiza spodocephala　青鵐
スズメ目ホオジロ科の鳥。シベリア南部，バイカル地
方，ウスリー川流域，樺太，千島，日本，中国北部など
に分布。全長 15cm。
¶日動 4（p43/ カ写）
　日動図（37 図 /p194/ モ図）
　世鳥（15 図 /p167/ カ図）
　日鳥（p39/ カ図）
　野巣（p208/ カ図）

アオダイショウ　Elaphe climacophora　青大将
有鱗目ナミヘビ科のヘビ。北海道，本州，四国，九州，
対馬，大隅諸島，伊豆諸島の一部，国後島に分布。全長
150cm～ 250cm。
¶大百 1（p63/ カ写）
　日大 1（p48/ カ写）
　日動 5（p175/ カ写）

アオタイシ

ア

動物レファレンス事典

内容見本

動物名
　学名･和名
分類と説明

掲載図鑑
　略号･頁

【図版の種類】　
　カラー写真
　モノクロ図版
　モノクロ写真

  …etc.


