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 今年度、県立図書館では、「琵琶湖森林づくり県民税」を使って大人から子どもまで幅

広い年代の方にむけ、森づくりに関わるさまざまな資料を「森を知る本」として収集、提

供しています。 

 特に、児童書については、県の『森林環境学習「やまのこ」事業』での活用を念頭に収

集を進めており、事前・事後学習などで使いやすい資料を揃えています。 

 今回は、６月から９月の間に受け入れた資料の一覧を『児童書「森を知る本」ブックリ

スト』として紹介いたします。このリストでは、主な内容ごとに資料をまとめていますの

で、授業などの参考資料の手引きとしてもご利用いただけます。 

 利用方法は下記に依りますので、ぜひご活用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 年 10 月 1 号 

滋賀県立図書館 児童室 

琵琶湖森林づくり県民税を利用した滋賀の森づくり図書整備事業 

🌼「森を知る本」を利用す

るには？ 

 県立図書館の児童室で「森を知

る本」として常設展示を行ってい

ます。ご来館のうえお借りくださ

い。 

また、リストは当館ホームペー

ジに公開していますので、お近く

の市町立図書館に所蔵がない資

料などについては、市町立図書館

を通じて資料をお受け取りいた

だける場合もあります。いちど県

立図書館にご相談ください。 

「やまのこ」事業に

も使える！ 
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🌼新しく入った図書（2020年６～9月受け入れ分：207冊） 

分類記号 29 地理（7冊） 

書名 著者名 出版者 

ポプラディアプラス日本の地理 1   ポプラ社 

ポプラディアプラス日本の地理 2   ポプラ社 

ポプラディアプラス日本の地理 3   ポプラ社 

ポプラディアプラス日本の地理 4   ポプラ社 

ポプラディアプラス日本の地理 5   ポプラ社 

ポプラディアプラス日本の地理 6   ポプラ社 

ポプラディアプラス日本の地理 7   ポプラ社 

 

分類記号 36 社会問題（4冊） 

書名 著者名 出版者 

お仕事ナビ 7 お仕事ナビ編集室∥[編] 理論社 

職場体験完全ガイド 43   ポプラ社 

キャリア教育に活きる!仕事ファイル 18 小峰書店編集部∥編著 小峰書店 

水害の大研究 河田惠昭∥監修 PHP 研究所 

 

分類記号 37 教育（6冊） 

書名 著者名 出版者 

アクティブ・ラーニングで身につく発表・調べ学習 1 中村昌子∥監修 河出書房新社 

アクティブ・ラーニングで身につく発表・調べ学習 2 中村昌子∥監修 河出書房新社 

アクティブ・ラーニングで身につく発表・調べ学習 3 中村昌子∥監修  河出書房新社 

アクティブ・ラーニングで身につく発表・調べ学習 4 中村昌子∥監修 河出書房新社 

はじめての集団宿泊体験活動 1 国立青少年教育振興機構∥監修  

こどもくらぶ∥編集・著 

文研出版 

はじめての集団宿泊体験活動 3 国立青少年教育振興機構∥監修  

こどもくらぶ∥編集・著 

文研出版 

 

分類記号 38 風習（1冊） 

書名 著者名 出版者 

自然の材料と昔の道具 3 深光富士男∥著 さ・え・ら書房 

 

分類記号４０ 自然科学（5冊） 

書名 著者名 出版者 

博物館のプロのスゴ技で自然を調べよう 1 小川誠∥共著 奥山清市∥共著 少年写真新聞社 
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書名 著者名 出版者 

博物館のプロのスゴ技で自然を調べよう 2 小川誠∥共著 奥山清市∥共著 少年写真新聞社 

博物館のプロのスゴ技で自然を調べよう 3 小川誠∥共著 奥山清市∥共著 少年写真新聞社 

博物館のプロのスゴ技で自然を調べよう 4 小川誠∥共著 奥山清市∥共著 少年写真新聞社 

科学実験   学研プラス 

 

分類記号４6 生物学（5冊） 

書名 著者名 出版者 

小さな生き物たちの世界をルーペで覗い

てみたら 

井上雅史∥写真 岸本年郎∥監修 マイルスタッフ 

生き物サバイバル 小宮輝之∥監修 学研プラス 

里山のかんさつ 林将之∥文・写真 ほるぷ出版 

 

自然観察   学研プラス 

さぐろう生物多様性 岡崎務∥著 小泉武栄∥監修 PHP 研究所 

 

分類記号４7 植物（25冊） 

書名 著者名 出版者 

植物 樋口正信∥監修 学研教育出版 

なぜ?の図鑑 植物 海老原淳∥監修 学研プラス 

ロゼットのたんけん おくやまひさし∥著 少年写真新聞社 

雑草図鑑 亀田龍吉∥写真・文 汐文社 

植物   学研プラス 

植物 天野誠∥監修 斎木健一∥監修 講談社 

植物 天野誠∥監修 斎木健一∥監修 講談社 

植物 門田裕一∥監修 畑中喜秋∥指導・執筆 小学館 

わたしの森林研究 直江将司∥著 さ・え・ら書房 

五感で調べる木の葉っぱずかん 林将之∥著 ほるぷ出版 

根っこのえほん 1 中野明正∥編著 小泉光久∥文 大月書店 

根っこのえほん 2 中野明正∥編著 小泉光久∥文 大月書店 

根っこのえほん 3 中野明正∥編著 小泉光久∥文 大月書店 

根っこのえほん 4 中野明正∥編著 小泉光久∥文 大月書店 

根っこのえほん 5 中野明正∥編著 小泉光久∥文 大月書店 

 

雑木林や田んぼ、はたけなど、人が出入りする里山の植生や、生き物の観察

の仕方について、小学校低・中学年向けに解説しています。 
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書名 著者名 出版者 

まいて観察!たね図鑑 1 おくやまひさし∥著 汐文社 

まいて観察!たね図鑑 2 おくやまひさし∥著 汐文社 

まいて観察!たね図鑑 3 おくやまひさし∥著 汐文社 

ようこそ!葉っぱ科学館 多田多恵子∥写真・文 少年写真新聞社 

くらべてみよう!学校のまわりの外国から

来た植物 1 

亀田龍吉∥写真・文 汐文社 

有毒!注意!危険植物大図鑑 保谷彰彦∥写真・文 あかね書房 

きのこ 保坂健太郎∥ほか監修・執筆  

大作晃一∥ほか写真 

小学館 

ずかんこけ 木口博史∥著 古木達郎∥著 技術評論社 

タンポポのずかん 小川潔∥監修 金の星社 

わたしのタンポポ研究 保谷彰彦∥著 さ・え・ら書房 

 

分類記号４80 動物（24冊） 

書名 著者名 出版者 

さがそう!生きものかくれんぼ 2 今泉忠明∥監修 ポプラ社 

さがそう!生きものかくれんぼ 3 今泉忠明∥監修 ポプラ社 

さがそう!生きものかくれんぼ 4 今泉忠明∥監修 ポプラ社 

どうぶつ   学研プラス 

動物 山極寿一∥監修 講談社 

なんでもつかまえてみる本 秋山幸也∥監修 成美堂出版 

いきものかいかた図鑑 浅井ミノル∥文 三枝博幸∥文 岩崎書店 

飼育・栽培   学研プラス 

飼育・栽培   学研プラス 

気をつけろ!猛毒生物大図鑑 1 今泉忠明∥著 ミネルヴァ書房 

気をつけろ!猛毒生物大図鑑 2 今泉忠明∥著 ミネルヴァ書房 

田んぼの生き物わくわく探検! 飯村茂樹∥写真 岡崎務∥文 PHP 研究所 

教科書に出てくる生きもののすみか 1   学研プラス 

教科書に出てくる生きもののすみか 2   学研プラス 

教科書に出てくる生きもののすみか 3   学研プラス 

教科書に出てくる生きもののすみか 4   学研プラス 

探検!里山いきもの図鑑 一日一種∥絵と文 五箇公一∥監修 パルコエンタテイ

ンメント事業部 

身近な生き物淡水魚・淡水生物 2 さいたま水族館∥監修 汐文社 

身近な生き物淡水魚・淡水生物 3 さいたま水族館∥監修 汐文社 

冬眠のひみつ 近藤宣昭∥監修 PHP 研究所 

クイズでさがそう!生きものたちのわすれもの 2 小宮輝之∥監修 こどもくらぶ∥編 佼成出版社 
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書名 著者名 出版者 

固有種が教えてくれること[1] 今泉忠明∥監修 金の星社 

固有種が教えてくれること[2] 今泉忠明∥監修 金の星社 

固有種が教えてくれること[3] 今泉忠明∥監修 金の星社 

 

ミミズの謎 柴田康平∥著 誠文堂新光社 

カタツムリの謎 野島智司∥著 誠文堂新光社 

 

分類記号４85 節足動物など（2冊） 

書名 著者名 出版者 

うみのダンゴムシ・やまのダンゴムシ 皆越ようせい∥写真・文 岩崎書店 

うみのダンゴムシ・やまのダンゴムシ 皆越ようせい∥写真・文 岩崎書店 

 

分類記号４86 昆虫（47冊） 

書名 著者名 出版者 

集めてわかるぬけがらのなぞ 盛口満∥文・絵 少年写真新聞社 

イモムシとケムシ 鈴木知之∥執筆・写真・幼虫飼育  小学館 

イモムシとケムシ pocket 鈴木知之∥執筆・写真・幼虫飼育  小学館 

オオサカサナエ 白神大輝∥著 白神慶太∥著 櫂歌書房 

かがやく昆虫のひみつ 中瀬悠太∥著・写真 内村尚志∥絵 ポプラ社 

カブトムシ・クワガタムシ 小池啓一∥執筆・企画構成 

鈴木知之∥ほか写真 

小学館 

カブトムシ・クワガタムシ   学研プラス 

カブトムシ・クワガタムシ 海野和男∥監修 ポプラ社 

擬態のふしぎ図鑑 海野和男∥監修 PHP 研究所 

昆虫   学研プラス 

昆虫 養老孟司∥監修 講談社 

昆虫 2 小池啓一∥執筆・企画構成 小学館 

昆虫 mini 養老孟司∥監修 講談社 

昆虫 新訂版 養老孟司∥監修 講談社 

昆虫採集   学研プラス 

昆虫図鑑 森上信夫∥写真・文 汐文社 

昆虫スペシャル! NHK「子ども科学電話相談」制作班∥編 NHK 出版 

 

１巻では、日本における固有種を取り巻く環境、２・３巻では個々の固有種

を地域ごとに紹介しています。 
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書名 著者名 出版者 

昆虫の体重測定 吉谷昭憲∥文・絵 福音館書店 

こん虫をそだてよう・しらべよう[1] 岡島秀治∥監修 金の星社 

こん虫をそだてよう・しらべよう[2] 岡島秀治∥監修 金の星社 

こん虫をそだてよう・しらべよう[3] 岡島秀治∥監修 金の星社 

こん虫をそだてよう・しらべよう[4] 岡島秀治∥監修 金の星社 

里山のヤママユ 新開孝∥写真・文 小学館クリエイティブ 

サナギのひみつ 三輪一雄∥著  ポプラ社 

ずかんさなぎ 鈴木知之∥著・写真 ネイチャー&サイエンス∥編 技術評論社 

ずかん虫の巣 安田守∥写真  

ネイチャー&サイエンス∥編 

技術評論社 

巣づくりの名人スズメバチ 須田貢正∥さく+写真 六耀社 

ぜんぶわかる!アゲハ 新開孝∥著 蟻川謙太郎∥監修 ポプラ社 

ぜんぶわかる!アリ 島田拓∥著 ポプラ社 

小さな小さな虫図鑑 鈴木知之∥写真・文 偕成社 

チョウのそだち方 福田晴男∥監修・著 かとうけいこ∥著 国土社 

チョウのそだち方  福田晴男∥監修・著 かとうけいこ∥著 国土社 

鳴き声から調べる昆虫図鑑 高嶋清明∥著 文一総合出版 

なぜなぜ?こん虫ふしぎ図鑑 須田研司∥監修 チャイルド本社 

はじめてのむしのしいくとかんさつ 筒井学∥写真・文 今井久恵∥イラスト 学研プラス 

はじめて見たよ!セミのなぞ 新開孝∥写真・文 少年写真新聞社 

ハチのくらし大研究 松田喬∥著 PHP 研究所 

ファーブル先生の昆虫教室 2 奥本大三郎∥文 やましたこうへい∥絵 ポプラ社 

ファーブル先生の昆虫教室 3 奥本大三郎∥文 やましたこうへい∥絵 ポプラ社 

ファーブル先生の昆虫教室 4 奥本大三郎∥文 やましたこうへい∥絵 ポプラ社 

ファーブル先生の昆虫教室[1] 奥本大三郎∥文 やましたこうへい∥絵 ポプラ社 

フン虫に夢中 いどきえり∥著 くもん出版 

身近なアリけんさくブック 吉澤樹理∥著 みぞぐちともや∥絵 仮説社 

むし   学研プラス 

虫のしわざ図鑑 新開孝∥写真・文 少年写真新聞社 

幼虫   学研プラス 

わたしたちのカメムシずかん 鈴木海花∥文 はたこうしろう∥絵 福音館書店 

 

分類記号４87 魚類・両生類・は虫類（4冊） 

書名 著者名 出版者 

ウナギのいる川いない川 内山りゅう∥著 揖善継∥監修 ポプラ社 

魚 福井篤∥監修 講談社 

は虫類・両生類 矢部隆∥監修 加藤英明∥監修 講談社 
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書名 著者名 出版者 

両生類・はちゅう類 松井正文∥監修・執筆 疋田努∥監修・執筆 小学館 

 

分類記号４88 鳥類（7冊） 

書名 著者名 出版者 

鳥   学研プラス 

鳥 川上和人∥監修 講談社 

鳥のくらし図鑑 おおたぐろまり∥絵・文  

上田恵介∥監修 

偕成社 

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 

野山の鳥を観察しよう! 飯村茂樹∥著 PHP 研究所 

ボクなかないよ! くにすあきこ∥絵 なかむらけいこ∥文 垂井日之出印刷所 

水辺の鳥を観察しよう! 飯村茂樹∥著 PHP 研究所 

 

分類記号 519 環境（3冊） 

書名 著者名 出版者 

気候危機!子どもたちが地球を救う 堤江実∥著 功刀正行∥監修 汐文社 

わたしたちの地球環境と天然資源 2 本間愼∥監修 こどもくらぶ∥編 新日本出版社 

環境破壊モンスターから地球を救おう! マリー・G・ローデ∥著 小林玲子∥訳 河出書房新社 

 

分類記号 517～518 化学・製造工業（3冊） 

書名 著者名 出版者 

めくってまなぼう!もっとしりたいプラス

チックのこと 

ケイティ・デインズ∥文 マリー・

イヴ・トレンブレイ∥絵 

岩崎書店 

おもしろ“紙学”紙の未来とわたしたち

の生活 エコ 

小六信和∥著 中村文人∥著 くもん出版 

おもしろ“紙学”紙の未来とわたしたち

の生活 防災 

小六信和∥著 中村文人∥著 くもん出版 

 

分類記号 61 農業（1冊） 

書名 著者名 出版者 

田んぼの 1年 瀬長剛∥絵・文 偕成社 

 

 

 
一昔前の田んぼの様子を、四季を通じて描いたイラスト絵本です。農作業だ

けでなく、そこで暮らす生き物たちの移り変わりもわかるようになってい

ます。 
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分類記号 65 林業（39冊） 

書名 著者名 出版者 

イチョウの絵本 濱野 周泰∥編 竹内 通雅∥絵 農山漁村文化協会 

おいでよ森へ 「おいでよ森へ」プロジェクト∥編 ダイヤモンド社 

落ち葉のふしぎ博物館 盛口満∥文・絵 少年写真新聞社 

カエデ(モミジ)の絵本 田中 浩∥編 むらい ゆうこ∥絵 農山漁村文化協会 

木づくり 和の技術を知る会∥著 文溪堂 

木と日本人 1 ゆのきようこ∥監修・文 

 長谷川哲雄∥樹木画 

理論社 

木と日本人 2 ゆのきようこ∥監修・文  

長谷川哲雄∥樹木画 

理論社 

木と日本人 3 ゆのきようこ∥監修・文  

長谷川哲雄∥樹木画 

理論社 

きのこの絵本 小出博志∥へん 高岡洋介∥え 農山漁村文化協会 

木のなまえノート いわさゆうこ∥作 文化出版局 

木の実のたんけん おくやまひさし∥著 少年写真新聞社 

きほんの木 姉崎エミリー∥文 姉崎一馬∥写真 アリス館 

きほんの木 姉崎エミリー∥文 姉崎一馬∥写真 アリス館 

くらしに役立つ木の実図鑑 いわさゆうこ∥著 高岡昌江∥著 PHP 研究所 

ケヤキの絵本 横井秀一∥編 川上和生∥絵 農山漁村文化協会 

サクラの絵本 勝木 俊雄∥編 森谷 明子∥絵 農山漁村文化協会 

里山は未来の風景 [1] 今森光彦∥監修 金の星社 

里山は未来の風景 [2] 今森光彦∥監修 金の星社 

里山は未来の風景 [3] 今森光彦∥監修 金の星社 

里山は未来の風景[4] 今森光彦∥監修 金の星社 

山菜の絵本 藤嶋勇∥へん アヤ井アキコ∥え 農山漁村文化協会 

シイタケとともに 大西暢夫∥写真 農文協∥編 農山漁村文化協会 

 

自分の力で肉を獲る 千松信也∥著 旬報社 

スギの絵本 正木隆∥編 宇野信哉∥絵 農山漁村文化協会 

雑木林の一年 向田智也∥作 小学館 

タケの大研究 内村悦三∥著 PHP 研究所 

どこでもどんぐり おおたきれいこ∥著 かもがわ出版 

 
甲賀市のキノコ農家が、ドングリから木を育て、しいたけを収穫するに至る

までを描いています。多くの写真を交えながら、人と山林との関係を考える

作品です。 
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書名 著者名 出版者 

ドングリ〈コナラ〉の絵本 大久保達弘∥編 アヤ井アキコ∥絵 農山漁村文化協会 

どんぐり図鑑 宮國晋一∥写真・文 汐文社 

葉っぱで調べる身近な樹木 濱野周泰∥著 誠文堂新光社 

ひろった・あつめたぼくのマツボックリ図鑑 盛口満∥絵・文 岩崎書店 

ひろって調べる落ち葉のずかん 安田守∥写真・文 中川重年∥監修 岩崎書店 

ブナの絵本 大久保達弘∥編 城芽ハヤト∥絵 農山漁村文化協会 

ブナの森を探検しよう! 瀬川強∥著 PHP 研究所 

ぼくのドングリ図鑑 盛口満∥絵・文 岩崎書店 

マツの絵本 福田 健二∥編 深津 真也∥絵 農山漁村文化協会 

みぢかな樹木のえほん 国土緑化推進機構∥編 平田美紗子∥絵 ポプラ社 

もののけまもる森 藤原幸一∥写真・文 ポプラ社 

山に肉をとりに行く 田口茂男∥写真・文 岩崎書店 

 

分類記号 75 工芸・工作（2冊） 

書名 著者名 出版者 

スーパー図解工作図鑑 かざまりんぺい∥著 主婦の友社 

花・木の実・藍・野菜・葉っぱのかんたん染めもの 春田香歩∥[著] 偕成社 

 

分類記号 78 体育・スポーツ（2冊） 

書名 著者名 出版者 

安全に楽しむ!子どもの山登り 2 田部井淳子∥監修 鈴木出版 

 

自然体験学習に役立つアウトドアガイド 1 下城民夫∥監修 教育画劇 

 

分類記号 913 小説（1冊） 

書名 著者名 出版者 

ぼくらのなぞ虫大研究 谷本雄治∥作 羽尻利門∥絵 あかね書房 

 

 

 

 

 

 

ありそうでなかった、子ども向け登山入門書。登山の装備やマナー、困った

ときの対処法などを３、４年生向きに解説しています。 
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絵本（17冊） 

書名 著者名 出版者 

あげはのへんしん   チャイルド本社 

いがぐり三兄弟の伝説 伊丹俊次∥作・画 伊丹俊次 

うまれたよ!シデムシ 安田守∥写真・文 岩崎書店 

おちばであそぼう   ひさかたチャイルド 

 

ここにも!そこにも!ダニ 皆越ようせい∥写真・文 ポプラ社 

さくらのサッちゃんとみの虫ぼうや とみざわきよゆき∥ぶん  

はせがわゆうじ∥え 

愛育出版 

すごい虫ずかん じゅえき太郎∥作 須田研司∥監修 KADOKAWA 

たのしい森をさがして ヤンホンイン∥文 エレーヌ・ルヌヴー∥絵 樹立社 

つかまえた 田島征三∥[作] 偕成社 

はやしでひろったよ   ひさかたチャイルド 

ぼくらはもりのダンゴムシ まつおかたつひで∥さく ほるぷ出版 

みつけたよ!だんごむし   ひさかたチャイルド 

みみずくと 3 びきのこねこ アリス・プロベンセン∥さく  

マーティン・プロベンセン∥さく 

ほるぷ出版 

めくってみつけてもりのなか リビー・ウォールデン∥ぶん  

ステファニー・ファイザー・ 

コールマン∥え 

大日本絵画 

もりのかばんやさん ふくざわゆみこ∥作・絵 学研プラス 

もりのほうせきねんきん 新井文彦∥写真・文 ポプラ社 

わっはは ぼくのなつやすみ おのりえん∥作 タダサトシ∥絵 こぐま社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

きれいなおちばも穴のあいたおちばもみんな遊び道具。ジャンケンや影絵、

おめんづくりなど、すぐにできるあそび方を紹介してくれます。 



11 

 

分類記号とは 

図書はそれぞれテーマをもって書かれています。そのテーマが日本十進分類記号法のどの区分

に位置するかを示したものが「分類記号」です。 

 日本十進分類記号法では、大きなテーマから細かいテーマへ枝分かれする形で第 1次区分から

第 3 次区分まで「類」「綱」「目」が設定されています。そして、それぞれに 0～ 9 の記号が与

えられています。 

 

第 1 次区分（類）  第 2 次区分（綱）  第 3 次区分（目） 

0 総記  40 自然科学  480 動物学 

1 哲学  41 数学  481 一般動物学 

2 歴史  42 物理学  482 動物地理 

3 社会科学  43 化学  483 無脊椎動物 

4 自然科学  44 天文学  484 軟体動物 

5 技術  45 地球科学  485 節足動物 

6 産業  46 生物科学  486 昆虫類 

7 芸術  47 植物学  487 脊椎動物 

8 言語  48 動物学  488 鳥類 

9 文学  49 医学  489 哺乳類 

県作成の『やってみよう！学校図書館リニューアル小学校編』※ p12 より引用  

このガイドラインの付録にはより詳細な分類記号表もあります 

例えば「カブトムシの育て方」について書かれた図書の分類記号は【486】になります。 

 

学校図書館でも分類記号により配架していますので、分類記号の体系を理解することで、目的

の図書を探しやすくなります。また、学習における図書活用が容易になるだけでなく、校外の図

書館とも共通した分類記号を知ることで、一生使える図書館活用能力を育みます。 

 

 

 

 

※県教委では学校図書館の活用を目的としたリニューアルの手順を 2017 年にまとめ、下記により公表して 

います。是非ご活用ください。 

『やってみよう！学校図書館リニューアル小学校編』2017 年 12 月発行 

編集：滋賀県立図書館学校図書館活用委員会 

発行：滋賀県教育委員会事務局生涯学習課 

URL http://www.shiga-pref-library.jp/school/ よりダウンロード可能 
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『児童書「森を知る本」ブックリスト』に関することは、下記までお気軽にお問合せください。 

 

（問い合わせ先）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      

滋賀県立図書館 児童室  ＴEL 077-548-9691 

開館時間 水～金   午前 10 時～午後 6 時 

     土・日・祝 午前 10 時～午後 5 時 

休館日  毎週月・火 ※祝(休)日は開館し、翌水曜日を休館 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 


