
1 

 

 

 

 

 

 

 令和 2 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、この 1 年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』

2 号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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 年 3 月 2 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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「森を知る本」目次 ※全 398タイトル 

 

分類記号 項目 掲載タイトル数 掲載ページ 

29 地理 ７ 3 

366 労働・職業 3 3 

369 社会福祉 1 3 

37 教育 13 3～4 

38 風習 5 4 

40 自然科学 12 4～5 

45 地球・気象 6 5 

46 生物学 16 5～6 

47 植物 50 6～7 

480 動物 38 8～10 

483～484 軟体動物など 3 10 

485 節足動物 7 11 

486 虫 78 11～15 

487 魚類・両生類・爬虫類 8 15 

488 鳥類 12 15～16 

51～519 土木・環境 5 16 

57 化学工業 1 16 

58 製造工業 6 16 

596 食品・料理 3 16 

61 農業 1 17 

65 林業 51 17～19 

75 工芸・工作 19 19～20 

78 体育・スポーツ 7 20 

80 語学 4 20 

913 日本文学 6 21 

933 英米文学 1 21 

E 絵本 34 21～22 

C 紙芝居 1 22 

     

※分類記号についての説明は、23 頁に掲載しています。 

※分類記号・項目名は、『やってみよう！学校図書館リニューアル小学校編』滋賀 

 県 2017 年刊 の付録「日本十進分類法の小学校適用例」に準拠して作成して 

います。 

※各頁上部に、該当する分類記号・項目を記載しています。 

※各分類記号内は、タイトルの 50 音順に並べています。 
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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 北海道・東北地方   ポプラ社 

ポプラディアプラス日本の地理 2 関東地方   ポプラ社 

ポプラディアプラス日本の地理 3 中部地方   ポプラ社 

ポプラディアプラス日本の地理 4 近畿地方   ポプラ社 

ポプラディアプラス日本の地理 5 中国・四国地方   ポプラ社 

ポプラディアプラス日本の地理 6 九州地方   ポプラ社 

ポプラディアプラス日本の地理 7 学習資料集・索引   ポプラ社 

 

分類記号 366 労働・職業（3冊） 

書名 著者名 出版者 

お仕事ナビ  

～キャリア教育支援ガイド～ 

7 海と大地で働く仕事 

お仕事ナビ編集室∥[編] 理論社 

キャリア教育に活きる!仕事ファイル  

～センパイに聞く～ 18 山の仕事 

  ポプラ社 

職場体験完全ガイド 43  

気象予報士・林業作業士・海洋生物学者・

エコツアーガイド 

小峰書店編集部∥編著 小峰書店 

 

分類記号 369 社会福祉（1冊） 

書名 著者名 出版者 

水害の大研究  

～なぜ起こる?どうそなえる?～ 

河田惠昭∥監修 PHP 研究所 

 

分類記号 37 教育（13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 調べ学習の基本を身に

つけよう 

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 調べ学習で情報を集めよう 

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 伝わる発表のコツを知ろう 

  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 教科別に発表してみよう 

  河出書房新社 

【29 地理】【366労働・職業】【369社会福祉】【37 教育】 
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書名 著者名 出版者 

調べ学習の基礎の基礎 改訂版 だれでも

できる赤木かん子の魔法の図書館学 

赤木かん子∥著  

五十嵐晃∥イラスト 

ポプラ社 

調べてまとめて新聞づくり 1 

新聞ってどんなもの? 

竹泉稔∥監修 ポプラ社 

調べてまとめて新聞づくり 2 

新聞のつくり方・見せ方 

竹泉稔∥監修 ポプラ社 

調べてまとめて新聞づくり 3 

授業のまとめ新聞をつくろう 

竹泉稔∥監修 ポプラ社 

調べてまとめて新聞づくり 4 

研究したことを新聞で発表しよう 

竹泉稔∥監修 ポプラ社 

調べてまとめて新聞づくり 5 

学級新聞・学校新聞をつくろう 

竹泉稔∥監修 ポプラ社 

はじめての集団宿泊体験活動 1 

みんなで準備!事前学習 

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 2 

なかまと協力!現地学習 

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 

新たに発見!事後学習 

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（5冊） 

書名 著者名 出版者 

自然の材料と昔の道具 3 木でつくる 深光富士男∥著 さ・え・ら書房 

箸の絵本(つくってあそぼう 30) 兵左衛門∥へん 土橋とし子∥え 農山漁村文化協会 

火と炭の絵本 火おこし編 杉浦銀治∥へん 竹内通雅∥え 農山漁村文化協会 

火と炭の絵本 炭焼き編 杉浦銀治∥へん 竹内通雅∥え 農山漁村文化協会 

ホントに食べる?世界をすくう虫のすべて 内山昭一∥監修 文研出版 

 

分類記号４０ 自然科学（12冊） 

書名 著者名 出版者 

科学実験(学研の図鑑 LIVE POCKET 16)   学研プラス 

昆虫スペシャル! NHK 子ども科学電話相談 NHK「子ども科学電話相談」制作班∥編 NHK出版 

里海であそぼう 

(五感をみがくあそびシリーズ 4) 

奥山英治∥絵 こどもくらぶ∥編  

山田卓三∥監修 

農山漁村文化協会 

里山であそぼう 

(五感をみがくあそびシリーズ 3) 

奥山英治∥絵 こどもくらぶ∥編  

山田卓三∥監修 

農山漁村文化協会 

しぜんあそび(フレーベル館の図鑑ナチュラ) 山下久美∥監修 フレーベル館 

【37 教育】【38風習】【40 自然科学】 
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書名 著者名 出版者 

自然のおくりもの つくる・たべる・あそぶ

(五感をみがくあそびシリーズ 5) 

奥山英治∥絵 こどもくらぶ∥編  

山田卓三∥監修 

農山漁村文化協会 

野原であそぼう 

(五感をみがくあそびシリーズ 1) 

奥山英治∥絵 こどもくらぶ∥編  

山田卓三∥監修 

農山漁村文化協会 

博物館のプロのスゴ技で自然を調べよう 

～100 円グッズと身近な道具でできる!～

1 発見と採集 

小川誠∥共著  

奥山清市∥共著  

矢野真志∥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 

～100 円グッズと身近な道具でできる!～

2 観察と調査 

小川誠∥共著  

奥山清市∥共著  

矢野真志∥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 

～100 円グッズと身近な道具でできる!～

3 標本と工作 

小川誠∥共著  

奥山清市∥共著  

矢野真志∥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 

～100 円グッズと身近な道具でできる!～ 

4 展示と発表 

小川誠∥共著  

奥山清市∥共著  

矢野真志∥共著 

少年写真新聞社 

水辺であそぼう 

(五感をみがくあそびシリーズ 2) 

奥山英治∥絵 こどもくらぶ∥編  

山田卓三∥監修 

農山漁村文化協会 

 

分類記号 45 地球・気象（6冊） 

書名 著者名 出版者 

川ナビブック ～めざせ!川博士～ 

1 川へ行ってみよう 川のながれと生きものたち 

  教育画劇 

川ナビブック ～めざせ!川博士～ 

2 川はともだち 川遊びと体験学習 

  教育画劇 

川ナビブック ～めざせ!川博士～ 

3 川をしろう 川データブック 

  教育画劇 

鉱物・岩石・化石(学研の図鑑 LIVE) 松原聰∥監修 川上紳一∥監修 高橋正樹∥監修 学研プラス 

地球のふしぎ(講談社の動く図鑑 MOVE) 田近英一∥監修 講談社 

町の中の泉(水と地球の研究ノート 1) 武田晋一∥写真・文 ボコヤマクリタ∥構成・絵 偕成社 

 

分類記号 46 生物学（16冊） 

書名 著者名 出版者 

秋をみつけた(海野和男のみぢかなしぜんのふしぎ) 海野和男∥写真・文 新日本出版社 

生き物サバイバル(学研の図鑑 LIVE 21) 小宮輝之∥監修 学研プラス 

さぐろう生物多様性 身近な生きものは

なぜ消えた?(楽しい調べ学習シリーズ) 

岡崎務∥著 小泉武栄∥監修 PHP 研究所 

【40 自然科学】【45 地球・気象】【46 生物学】 
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書名 著者名 出版者 

里山いきもの図鑑 今森光彦∥写真・文・切り絵 童心社 

里山のかんさつ 

(見よう、せまろう、とびだそう!しぜんガイドブック) 

林将之∥文・写真 ほるぷ出版 

四季をみよう(海野和男のみぢかなしぜんのふしぎ) 海野和男∥写真・文 新日本出版社 

自然観察(新・ポケット版学研の図鑑 16) [今泉忠明]∥[ほか指導] 学研教育出版 

自然観察 

(学研の図鑑 LIVE POCKET asobi 1) 

  学研プラス 

水中の小さな生き物けんさくブック  

湖 池 沼 田 川 

『水中の小さな生き物けんさくブック』編集委員会

∥編著 室木おすし∥イラスト 清水龍郎∥監修 

仮説社 

ずかんプランクトン 

～見ながら学習調べてなっとく～ 

清水洋美∥編著  

日本プランクトン学会∥監修 

技術評論社 

小さな生き物たちの世界をルーペで覗い

てみたら(momo book) 

井上雅史∥写真 岸本年郎∥監修 マイルスタッフ 

夏をあそぼう(海野和男のみぢかなしぜんのふしぎ) 海野和男∥写真・文 新日本出版社 

春をさがそう(海野和男のみぢかなしぜんのふしぎ) 海野和男∥写真・文 新日本出版社 

冬をたのしむ(海野和男のみぢかなしぜんのふしぎ) 海野和男∥写真・文 新日本出版社 

水草の森～プランクトンの絵本～ 

(ちしきのぽけっと 10) 

今森洋輔∥絵・文 岩崎書店 

やさしい日本の淡水プランクトン図解ハ

ンドブック 普及版 改訂版 

滋賀の理科教材研究委員会∥編  

一瀬諭∥監修 若林徹哉∥監修 

合同出版 

 

分類記号 47 植物（50冊） 

書名 著者名 出版者 

いつでもどこでもきのこ 

(森の小さな生きもの紀行 2) 

保坂健太郎∥文  

新井文彦∥写真 

文一総合出版 

オナモミのとげ(花のたね・木の実のちえ 5) ネイチャー・プロ編集室∥編著 偕成社 

きのこ 改訂版(小学館の図鑑 NEO 22) 保坂健太郎∥ほか監修・執筆 大作晃一∥ほか写真 小学館 

きのこの絵本 ～ちいさな森のいのち～ 

(しぜんのほん) 

小林路子∥文と絵 ハッピーオウル社 

きのこの不思議 ～きのこの生態・進化・生

きる環境～(子供の科学・サイエンスブックス) 

保坂健太郎∥著 誠文堂新光社 

きれいでふしぎな粘菌 

(森の小さな生きもの紀行 1) 

新井文彦∥著 川上新一∥監修 文一総合出版 

くらべてみよう!学校のまわりの外国から

来た植物 1 校庭 

亀田龍吉∥写真・文 汐文社 

くらべてみよう!学校のまわりの外国から

来た植物 2 道路 

亀田龍吉∥写真・文 汐文社 

【46 生物学】【47 植物】 
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書名 著者名 出版者 

くらべてみよう!学校のまわりの外国から

来た植物 3 田んぼ・畑・川 

亀田龍吉∥写真・文 汐文社 

原寸大見分ける低山の花 100  

～これだけ知っていれば山歩きが楽しくなる～ 

新井和也∥著 山と溪谷社 

紅葉・落ち葉・冬芽の大研究  

～さまざまな色と形～ 

飯村茂樹∥写真 岡崎務∥文  

星野義延∥監修 

PHP 研究所 

五感で調べる木の葉っぱずかん 

(見る知る考えるずかん) 

林将之∥著 ほるぷ出版 

雑草図鑑(調べてみよう名前のひみつ) 亀田龍吉∥写真・文 汐文社 

散歩の山野草図鑑  

～この花なに?がひと目でわかる!～ 

山田隆彦∥著 新星出版社 

植物(学研の図鑑 LIVE 6) 樋口正信∥監修 学研教育出版 

植物(学研の図鑑 LIVE POCKET 3)   学研プラス 

植物(講談社の動く図鑑MOVE mini) 天野誠∥監修 斎木健一∥監修 講談社 

植物(講談社の動く図鑑MOVE) 天野誠∥監修 斎木健一∥監修 講談社 

植物 新版(小学館の図鑑 NEO 2) 門田裕一∥監修 畑中喜秋∥指導・執

筆 和田浩志∥指導・執筆 

小学館 

ずかんこけ  

～見ながら学習調べてなっとく～ 

木口博史∥著  

古木達郎∥著 

技術評論社 

ずかんたね  

～見ながら学習調べてなっとく～ 

近田文弘∥著  

久保秀一∥写真 

技術評論社 

スミレとアリ 

(花のたね・木の実のちえ 2) 

ネイチャー・プロ編集室∥編著 偕成社 

タンポポ ～風でたねを飛ばす植物～ 

(科学のアルバムかがやくいのち 14) 

渡邉弘晴∥著  

小川潔∥監修 

あかね書房 

タンポポのずかん 小川潔∥監修 金の星社 

タンポポのわたげ 

(花のたね・木の実のちえ 1) 

ネイチャー・プロ編集室∥編著 偕成社 

知識ゼロからの野草図鑑 ネイチャー・プロ編集室∥[著] 平野

隆久∥写真 高橋秀男∥監修 

幻冬舎 

なぜ?の図鑑 植物 海老原淳∥監修 学研プラス 

根っこのえほん 1おいしい根っこ 中野明正∥編著 小泉光久∥文 堀江篤史∥絵 大月書店 

根っこのえほん 2野菜の根っこ 中野明正∥編著 小泉光久∥文 堀江篤史∥絵 大月書店 

根っこのえほん 3フルーツの根っこ   大月書店 

根っこのえほん 4水中にのびる根っこ   大月書店 

根っこのえほん 5大きな木の根っこ   大月書店 

野の草なまえノート～知ってたのしいみてなるほど～ いわさゆうこ∥作 文化出版局 

【47 植物】 



8 

 

書名 著者名 出版者 

野の草ノート ～であってうれしい草はともだち～ いわさゆうこ∥作 文化出版局 

野山の花をさがす 12 か月 

(生きものカレンダー 1) 

いがりまさし∥著  

すがわらけいこ∥絵 

アリス館 

はやしでひろったよ(しぜんにタッチ!)   ひさかたチャイルド 

まいて観察!たね図鑑 1 花・やさいのたね おくやまひさし∥著 汐文社 

まいて観察!たね図鑑 2 野草のたね おくやまひさし∥著 汐文社 

まいて観察!たね図鑑 3 木・くだもののたね おくやまひさし∥著 汐文社 

身近な木の実・植物の種図鑑&採集ガイド 

～街の中で、自然の中で身近なところで

みられる木の実全 160種を大紹介!～ 

多田多恵子∥著 実業之日本社 

もっと知りたいさくらの世界 1  

さくらってどんな木? 

勝木俊雄∥監修 汐文社 

もっと知りたいさくらの世界 2 

さくらを見にいこう 

勝木俊雄∥監修 汐文社 

もっと知りたいさくらの世界 3 

くらしの中のさくら 

勝木俊雄∥監修 汐文社 

モミジのつばさ 

(花のたね・木の実のちえ 3) 

ネイチャー・プロ編集室∥編著 偕成社 

もりのほうせきねんきん 

(ふしぎいっぱい写真絵本 33) 

新井文彦∥写真・文 ポプラ社 

有毒!注意!危険植物大図鑑 保谷彰彦∥写真・文 あかね書房 

ようこそ!葉っぱ科学館 

(植物たちの声を聞くたえこ先生のわ!観察記) 

多田多恵子∥写真・文 少年写真新聞社 

ロゼットのたんけん(ぼくの自然観察記) おくやまひさし∥著 少年写真新聞社 

わたしの森林研究 ～鳥のタネまきに注目して～ 直江将司∥著 さ・え・ら書房 

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（38冊） 

書名 著者名 出版者 

いきものかいかた図鑑  

～これ 1 冊で飼育はカンペキ!～ 

浅井ミノル∥文 三枝博幸∥文  

成島悦雄∥文 

岩崎書店 

気をつけろ!猛毒生物大図鑑 1 

山や森などにすむ猛毒生物のひみつ 

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 

海や川のなかの猛毒生物のふしぎ 

今泉忠明∥著 ミネルヴァ書房 

教科書に出てくる生きもののすみか 

～わくわく発見!～ 1 動物 

  学研プラス 

【47 植物】【480動物】 
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書名 著者名 出版者 

教科書に出てくる生きもののすみか 

～わくわく発見!～ 2 昆虫 

  学研プラス 

教科書に出てくる生きもののすみか   

～わくわく発見!～ 3 鳥 

  学研プラス 

教科書に出てくる生きもののすみか  

～わくわく発見!～ 4 水の生きもの 

  学研プラス 

クイズでさがそう!生きものたちのわすれ

もの 2 森  

小宮輝之∥監修  

こどもくらぶ∥編 

佼成出版社 

グラフや表から環境問題を考える日本の

固有種 1 森・林・草原にすむ生き物 

今泉忠明∥監修 汐文社 

グラフや表から環境問題を考える日本の

固有種 2 海・川・水辺にすむ生き物 

今泉忠明∥監修 汐文社 

グラフや表から環境問題を考える日本の

固有種 3 空を飛ぶ生き物 

今泉忠明∥監修 汐文社 

固有種が教えてくれること  

[1] 日本に固有種が多いわけ 

今泉忠明∥監修 金の星社 

固有種が教えてくれること  

[2] 北海道・本州・四国・九州にすむ固有種 

今泉忠明∥監修 金の星社 

固有種が教えてくれること  

[3] 南西諸島・小笠原諸島にすむ固有種 

今泉忠明∥監修 金の星社 

さがそう!生きものかくれんぼ  

～どこにいるかわかるかな?～ 

2 山のかくれんぼ 

今泉忠明∥監修 ポプラ社 

さがそう!生きものかくれんぼ  

～どこにいるかわかるかな?～ 

3 林やはらっぱのかくれんぼ 

今泉忠明∥監修 ポプラ社 

さがそう!生きものかくれんぼ  

～どこにいるかわかるかな?～ 

4 水べのかくれんぼ 

今泉忠明∥監修 ポプラ社 

飼育・栽培(学研の図鑑 LIVE POCKET 15)   学研プラス 

「調べ学習」に役立つ水辺の生きもの  

～オールカラー図鑑～ 

佐々木洋∥著 実業之日本社 

ずかん落ち葉の下の生きものとそのなか

ま ～見ながら学習調べてなっとく～ 

ミミズくらぶ∥文・構成 皆越ようせ

い∥写真 

技術評論社 

探検!里山いきもの図鑑 ～身近な自然を楽しもう!～ 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 

田んぼの生き物わくわく探検! さがそう、

あぜ道、草むら、水の中 

飯村茂樹∥写真 岡崎務∥文  

大澤啓志∥監修 

PHP 研究所 

【48 動物】 
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書名 著者名 出版者 

どうぶつ(学研の図鑑 LIVE なぜ?どうし

て?はじめてのこども図鑑) 

  学研プラス 

動物(講談社の動く図鑑MOVE) 山極寿一∥監修 講談社 

動物たちのビックリ事件簿 1 

春の野山で大いそがし 

宮崎学∥写真・文 農山漁村文化協会 

動物たちのビックリ事件簿 2 

夏の夜のふしぎなできごと 

宮崎学∥写真・文 農山漁村文化協会 

動物たちのビックリ事件簿 3 

実りの秋のごちそうバトル 

宮崎学∥写真・文 農山漁村文化協会 

動物たちのビックリ事件簿 4 

冬にみつかるおもしろサイン 

宮崎学∥写真・文 農山漁村文化協会 

冬眠のひみつ ～からだの中で何が起こ

っているの?～(楽しい調べ学習シリーズ) 

近藤宣昭∥監修 PHP 研究所 

なんでもつかまえてみる本 街中 森林 水辺 海 秋山幸也∥監修 成美堂出版 

変身する生きものずかん 1 変態する系 柴田佳秀∥監修・文 鈴木出版 

みいつけた!みぢかないきもの 1 

にわやつうがくろのちいさないきもの 

松橋利光∥写真・構成 ポプラ社 

みいつけた!みぢかないきもの 2 

くさはらのちいさないきもの 

松橋利光∥写真・構成 ポプラ社 

みいつけた!みぢかないきもの 3 

ぞうきばやしのちいさないきもの 

松橋利光∥写真・構成 ポプラ社 

みいつけた!みぢかないきもの 4 

みずべのちいさないきもの 

松橋利光∥写真・構成 ポプラ社 

身近な生き物淡水魚・淡水生物 2 田んぼ・まち編 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 きれいな水編 さいたま水族館∥監修 汐文社 

水辺の生きものとあそぶ 12 か月 

(生きものカレンダー 3) 

松橋利光∥著 すがわらけいこ∥絵 アリス館 

 

分類記号 483～484 軟体動物など（3冊） 

書名 著者名 出版者 

カタツムリの謎 ～日本になんと 800 種! 

コンクリートをかじって栄養補給!?～ 

野島智司∥著 誠文堂新光社 

ミミズ 土をつくる生き物 

(科学のアルバムかがやくいのち 13) 

皆越ようせい∥著 中村好男∥監修 あかね書房 

ミミズの謎 ～暗闇で光るミミズがいる

って本当!?～ 

柴田康平∥著 誠文堂新光社 

 

【48 動物】【483～484 軟体動物など】 



11 

 

分類記号 485 節足動物（7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 

増補版(ちしきのぽけっと 9) 

皆越ようせい∥写真・文 岩崎書店 

クモ(やあ!出会えたね 4) 今森光彦∥文・写真 アリス館 

ここにも!そこにも!ダニ 

(ふしぎいっぱい写真絵本 35) 

皆越ようせい∥写真・文 ポプラ社 

ダンゴムシ ～落ち葉の下の生き物～ 

(科学のアルバムかがやくいのち 2) 

皆越ようせい∥著 あかね書房 

ミジンコ ～水の中の小さな生き物～ 

(科学のアルバムかがやくいのち 17) 

森文俊∥著  

武田正倫∥監修 

あかね書房 

みつけたよ!だんごむし 

(しぜんにタッチ!) 

  ひさかたチャイルド 

むしのなかま 

(海野和男のワクワクむしずかん 8) 

海野和男∥写真・文 新日本出版社 

 

分類記号 486 虫（78冊） 

書名 著者名 出版者 

あげはのへんしん 

(チャイルド科学絵本館 なんでもサイエンス 2) 

  チャイルド本社 

アゲハチョウ ～完全変態する昆虫～ 

(科学のアルバムかがやくいのち 11) 

伊藤ふくお∥著 あかね書房 

集めてわかるぬけがらのなぞ  

～ゲッチョ先生のぬけがらコレクション～ 

盛口満∥文・絵 少年写真新聞社 

アリ・ハチのなかま 

(海野和男のワクワクむしずかん 7) 

海野和男∥写真・文 新日本出版社 

今森光彦の昆虫教室 ～くらしとかいかた～ 

Welcome to the world of insects! 

今森光彦∥作  

廣野研一∥絵 

童心社 

今森光彦の昆虫教室 ～とりかた・みつけかた～ 

Welcome to the world of insects! 

今森光彦∥作 童心社 

イモムシとケムシ  

～チョウ・ガの幼虫図鑑～ 

(小学館の図鑑 NEO 23) 

鈴木知之∥執筆・写真・幼虫飼育  

横田光邦∥執筆・写真・幼虫飼育  

筒井学∥執筆・写真・幼虫飼育 

小学館 

イモムシとケムシ  

～チョウ・ガの幼虫図鑑～ 

(小学館の図鑑 NEO POCKET 11) 

鈴木知之∥執筆・写真・幼虫飼育 横

田光邦∥執筆・写真・幼虫飼育 筒井

学∥執筆・写真・幼虫飼育 

小学館 

オオカマキリ ～狩りをする昆虫～ 

(科学のアルバムかがやくいのち 15) 

森上信夫∥著  

岡島秀治∥監修 

あかね書房 

【485 節足動物】【486 虫】 
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書名 著者名 出版者 

オオサカサナエ ～なぜ、オオサカサナエ

はびわ湖の白ひげ浜に生まれるのか?～ 

(ジュニア昆虫叢書 3) 

白神大輝∥著 白神慶太∥著 櫂歌書房 

カ ～ヤブカの一生～ 

(科学のアルバムかがやくいのち 18) 

高嶋清明∥著  

岡島秀治∥監修 

あかね書房 

かがやく昆虫のひみつ 

(ポプラサイエンスランド 6) 

中瀬悠太∥著・写真 内村尚志∥絵 

野村周平∥監修 

ポプラ社 

カブトムシ ～昆虫と雑木林～ 

(科学のアルバムかがやくいのち 1) 

海野和男∥著 あかね書房 

カブトムシ・クワガタムシ 

(小学館の図鑑 NEO POCKET 10) 

小池啓一∥執筆・企画構成 鈴木知之

∥ほか写真 新開孝∥ほか標本撮影 

小学館 

カブトムシ・クワガタムシ 

(学研の図鑑 LIVE POCKET 10) 

  学研プラス 

カブトムシ・クワガタムシ 

(ポプラディア大図鑑WONDA 超はっけん大図鑑 1) 

海野和男∥監修 ポプラ社 

カブトムシのなかま 

(海野和男のワクワクむしずかん 2) 

海野和男∥写真・文 新日本出版社 

カマキリ(やあ!出会えたね 2) 今森光彦∥文・写真 アリス館 

擬態のふしぎ図鑑 ～変身の名人たち!～ 

(楽しい調べ学習シリーズ) 

海野和男∥監修 PHP 研究所 

昆虫(学研の図鑑 LIVE POCKET 1)   学研プラス 

昆虫(講談社の動く図鑑MOVE mini) 養老孟司∥監修 講談社 

昆虫(講談社の動く図鑑MOVE) 養老孟司∥監修 講談社 

昆虫 新訂版(講談社の動く図鑑 MOVE) 養老孟司∥監修 講談社 

昆虫 2 地球編(小学館の図鑑 NEO 24) 小池啓一∥執筆・企画構成 小学館 

こん虫をそだてよう・しらべよう [1] そだち方 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] かい方 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] 体のつくり 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] すみか 岡島秀治∥監修 金の星社 

昆虫採集(学研の図鑑 LIVE POCKET asobi 3)   学研プラス 

昆虫図鑑(調べてみよう名前のひみつ) 森上信夫∥写真・文 汐文社 

昆虫としたしむ 12 か月(生きものカレンダー 2) 今森光彦∥著 すがわらけいこ∥絵 アリス館 

昆虫の体重測定(たくさんのふしぎ傑作集) 吉谷昭憲∥文・絵 福音館書店 

昆虫記 今森光彦∥著 福音館書店 

里山のヤママユ ～ヤママユが紡ぐ緑の

宝物～(ふれあい写真えほん) 

新開孝∥写真・文 小学館クリエイテ

ィブ 

サナギのひみつ(ポプラサイエンスランド 7) 三輪一雄∥著 大谷剛∥監修 ポプラ社 

【486 虫】 
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書名 著者名 出版者 

ずかんさなぎ  

～見ながら学習調べてなっとく～ 

鈴木知之∥著・写真  

ネイチャー&サイエンス∥編 

技術評論社 

ずかんむしの顔  

～見ながら学習調べてなっとく～ 

伊藤年一∥著 技術評論社 

ずかん虫の巣  

～見ながら学習調べてなっとく～ 

安田守∥写真 ネイチャー&サイエン

ス∥編 岡島秀治∥監修 

技術評論社 

巣づくりの名人スズメバチ 

(RIKUYOSHA Children & YA Books) 

須田貢正∥さく+写真 六耀社 

世界のカブトムシ 今森光彦∥著 塚田悦造∥監修 アリス館 

世界のふしぎな虫おもしろい虫 今森光彦∥著 塚田悦造∥監修  

市川顕彦∥監修 

アリス館 

セミ・カメムシのなかま 

(海野和男のワクワクむしずかん 6) 

海野和男∥写真・文 新日本出版社 

ぜんぶわかる!アゲハ 

(しぜんのひみつ写真館 8) 

新開孝∥著  

蟻川謙太郎∥監修 

ポプラ社 

ぜんぶわかる!アリ 

(しぜんのひみつ写真館 9) 

島田拓∥著 ポプラ社 

小さな小さな虫図鑑  

～よくいる小さい虫はどんな虫?～ 

鈴木知之∥写真・文 偕成社 

チョウのそだち方 ～飼育・観察・採集・展翅～ 福田晴男∥監修・著 かとうけいこ∥著 国土社 

チョウのなかま 

(海野和男のワクワクむしずかん 3) 

海野和男∥写真・文 新日本出版社 

テントウムシ(やあ!出会えたね 3) 今森光彦∥文・写真 アリス館 

トンボ ～水生昆虫と水辺～ 

(科学のアルバムかがやくいのち 3) 

中瀬潤∥著 あかね書房 

トンボのなかま 

(海野和男のワクワクむしずかん 5) 

海野和男∥写真・文 新日本出版社 

長生きさせる!繁殖させる!カブトムシ・ク

ワガタ飼い方&原色図鑑 

佐々木浩之∥写真・文 コスミック出版 

鳴き声から調べる昆虫図鑑  

～おぼえておきたい 75種～ 

高嶋清明∥著 文一総合出版 

鳴く虫の科学 ～なぜ鳴くのか、どこから

音を出すのか、そのメカニズムを探る～ 

高嶋清明∥写真・文  

海野和男∥監修 

誠文堂新光社 

なぜなぜ?こん虫ふしぎ図鑑 

(チャイルドブックこども百科) 

須田研司∥監修 チャイルド本社 

日本のチョウ大図鑑 1 アゲハチョウ・シ

ロチョウ・シジミチョウ 

福田晴男∥監修・著 かとうけいこ∥著 国土社 

【486 虫】 
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書名 著者名 出版者 

野山の鳴く虫図鑑 瀬長剛∥絵・文 [日本直翅類学会]∥[監修] 偕成社 

はじめてのむしのしいくとかんさつ  

増補改訂版 全 340 種 

(いきもの大すき!やさしい心が育つ)  

筒井学∥写真・文 今井久恵∥イラス

ト 中井亜佐子∥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 ～知恵いっぱいの

子育て術～(楽しい調べ学習シリーズ) 

松田喬∥著 PHP 研究所 

バッタ・カマキリのなかま 

(海野和男のワクワクむしずかん 4) 

海野和男∥写真・文 新日本出版社 

びっくり!?昆虫館 ～いろ・もよう・かたち～ 

(ちしきのぽけっと 11) 

新開孝∥写真・文 岩崎書店 

ファーブル先生の昆虫教室 [1] 

本能のかしこさとおろかさ 

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 2 

昆虫研究の楽しさ 

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 

小さいからこそ生きのこる 

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 

めぐる命と虫の役割 

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  

～ウンチを食べる昆虫を追いつづけて～ 

いどきえり∥著 くもん出版 

ほたるの伝言 小原玲∥著 教育出版 

身近なアリけんさくブック  

～大きさ・色・3つのきめてで調べる!～ 

吉澤樹理∥著 みぞぐちともや∥絵 

川島逸郎∥標本画 

仮説社 

ミツバチ ～花にあつまる昆虫～ 

(科学のアルバムかがやくいのち 4) 

藤丸篤夫∥著 あかね書房 

むし(学研の図鑑 LIVE なぜ?どうして?

はじめてのこども図鑑) 

  学研プラス 

虫っておもしろい  

おどろき!世界のへんてこな虫 

養老孟司∥文 海野和男∥写真  

こどもくらぶ∥編 

新日本出版社 

虫っておもしろい  

さがしてみよう!虫のかくれんぼ 

養老孟司∥文 海野和男∥写真  

こどもくらぶ∥編 

新日本出版社 

虫っておもしろい  

どこにいるかな?虫のかくれんぼ 

養老孟司∥文 海野和男∥写真  

こどもくらぶ∥編 

新日本出版社 

虫っておもしろい!  

みてみて!日本のへんてこな虫 

養老孟司∥文 海野和男∥写真  

こどもくらぶ∥編 

新日本出版社 

むしのきほん(海野和男のワクワクむしずかん 1) 海野和男∥写真・文 新日本出版社 

【486 虫】 
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書名 著者名 出版者 

虫のしわざ図鑑 新開孝∥写真・文 少年写真新聞社 

幼虫(学研の図鑑 LIVE POCKET 4)   学研プラス 

わたしたちのカメムシずかん  

～やっかいものが宝ものになった話～ 

(たくさんのふしぎ傑作集) 

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・爬虫類（8冊） 

書名 著者名 出版者 

ウナギのいる川いない川 

(ポプラサイエンスランド 5) 

内山りゅう∥著  

揖善継∥監修 

ポプラ社 

カエル ～両生類と水辺の生き物～ 

(科学のアルバムかがやくいのち 7) 

関慎太郎∥著  

福山欣司∥監修 

あかね書房 

カエル(田んぼの生きものたち) 福山欣司∥文 前田憲男∥写真 農山漁村文化協会 

魚(講談社の動く図鑑MOVE mini) 福井篤∥監修 講談社 

爬虫類・両生類(学研の図鑑 LIVE POCKET 17)   学研プラス 

は虫類・両生類(講談社の動く図鑑 MOVE) 矢部隆∥監修 加藤英明∥監修 講談社 

メダカ ～小川や田んぼにすむ魚～ 

(科学のアルバムかがやくいのち 10) 

草野慎二∥著 松浦啓一∥監修 あかね書房 

両生類・はちゅう類 新版 

(小学館の図鑑 NEO 6) 

松井正文∥監修・執筆 疋田努∥監

修・執筆 太田英利∥監修・執筆 

小学館 

 

分類記号 488 鳥類（12冊） 

書名 著者名 出版者 

ツバメ ～春にくる渡り鳥～ 

(科学のアルバムかがやくいのち 12) 

亀田龍吉∥著 

西海功∥監修 

あかね書房 

鳥(学研の図鑑 LIVE POCKET 6)   学研プラス 

鳥(講談社の動く図鑑MOVE) 川上和人∥監修 講談社 

鳥(講談社の動く図鑑MOVE mini) 川上和人∥監修 講談社 

鳥のくらし図鑑 ～身近な野鳥の春夏秋冬～ おおたぐろまり∥絵・文 上田恵介∥監修 偕成社 

♪鳥くんの比べて識別!野鳥図鑑670 第3版 永井真人∥著 茂田良光∥監修 文一総合出版 

鳴き声から調べる野鳥図鑑  

～おぼえておきたい 85種～ 

松田道生∥文・音声  

菅原貴徳∥写真 

文一総合出版 

日本の野鳥 650 決定版 真木広造∥写真 大西敏一∥解説 五百澤日丸∥解説 平凡社 

野山の鳥を観察しよう! 山や森・草原・ま

ちの鳥(楽しい調べ学習シリーズ) 

飯村茂樹∥著 PHP 研究所 

琵琶湖の水鳥 今森洋輔∥著 偕成社 

【486 虫】【487 魚類・両生類・爬虫類】【488 鳥類】 
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書名 著者名 出版者 

水辺の鳥を観察しよう! ～湖や池・河川・

海辺の鳥～(楽しい調べ学習シリーズ) 

飯村茂樹∥著 PHP 研究所 

野鳥大図鑑 ～名前がわかる～ 真木広造∥著 永岡書店 

 

分類記号 51～519 土木・環境（5冊） 

書名 著者名 出版者 

いま「水」を考える 1 水道水がとどくまで 沖大幹∥監修 岩崎書店 

いま「水」を考える 2 生活に欠かせない水 沖大幹∥監修 岩崎書店 

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 

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 ～環

境学習に役立つ!～ 2森 

本間愼∥監修 こどもくらぶ∥編 新日本出版社 

 

分類記号 57 化学工業（1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 

沖大幹∥監修 岩崎書店 

 

分類記号 58 製造工業（6冊） 

書名 著者名 出版者 

おもしろ“紙学” 

～紙の未来とわたしたちの生活～ 

～エコ 紙はやさしいんだ!環境を守ってくれる～ 

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 紙は強いんだ!わたしたちを守ってくれる～ 

小六信和∥著  

中村文人∥著 

くもん出版 

和紙ってなに? 1 東日本の和紙 「和紙ってなに?」編集室∥[著] 理論社 

和紙ってなに? 2 西日本の和紙 「和紙ってなに?」編集室∥[著] 理論社 

和紙ってなに? 3 和紙のきほん 「和紙ってなに?」編集室∥[著] 理論社 

和紙ってなに? 4 くらしのなかの和紙 「和紙ってなに?」編集室∥[著] 理論社 

 

分類記号 596 食品・料理（3冊） 

書名 著者名 出版者 

楽しい草つみ花つみクッキング 1 草と花のカラフルおやつ 農文協∥編 農山漁村文化協会 

楽しい草つみ花つみクッキング 2 イチゴとベリーのジューシーおやつ 農文協∥編 農山漁村文化協会 

楽しい草つみ花つみクッキング 3 葉っぱでかおりのラッピング 農文協∥編 農山漁村文化協会 

【488 鳥類】【51～519 土木・環境】【57 化学工業】【58製造工業】【596 食品・料理】 
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分類記号 61 農業（1冊） 

書名 著者名 出版者 

田んぼの 1年 ～里山の自然～ 瀬長剛∥絵・文 偕成社 

 

分類記号 65 林業（51冊） 

書名 著者名 出版者 

イチョウの絵本 

(まるごと発見!校庭の木・野山の木 2) 

濱野 周泰∥編 竹内 通雅∥絵 農山漁村文化協会 

おいでよ森へ ～空と水と大地をめぐる命の話～ 「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  

～ゲッチョ先生の落ち葉コレクション～ 

盛口満∥文・絵 少年写真新聞社 

カエデ(モミジ)の絵本 

(まるごと発見!校庭の木・野山の木 4) 

田中 浩∥編 むらい ゆうこ∥絵 農山漁村文化協会 

学校のまわりでさがせる植物図鑑 樹木 ハンディ版 平野隆久∥写真 近田文弘∥監修 金の星社 

木と日本人 1 材木-丸太と板 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 樹皮と枝・つる 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 葉や花、実と種 ゆのきようこ∥監修・文 長谷川哲雄

∥樹木画 

理論社 

木のなまえノート  

～知ってそうなの?会えてなるほど～ 

いわさゆうこ∥作 文化出版局 

木づくり(子どもに伝えたい和の技術 8) 和の技術を知る会∥著 文溪堂 

きのこの絵本(そだててあそぼう 93) 小出博志∥へん 高岡洋介∥え 農山漁村文化協会 

木の実のたんけん(ぼくの自然観察記) おくやまひさし∥著 少年写真新聞社 

木の実ノート  

～みつけてうれしいあそんでゆかいな～ 

いわさゆうこ∥作 文化出版局 

きほんの木 ～大きくなる～ 姉崎エミリー∥文 姉崎一馬∥写真 アリス館 

きほんの木 ～花がきれい～ 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  

～人の知恵、種のくふう～ 

(楽しい調べ学習シリーズ) 

いわさゆうこ∥著 高岡昌江∥著  

柴田規夫∥監修 

PHP 研究所 

ケヤキの絵本 

(まるごと発見!校庭の木・野山の木 8) 

横井秀一∥編 川上和生∥絵 農山漁村文化協会 

木の葉や花をたのしむ 12 か月 

(生きものカレンダー 4) 

姉崎一馬∥著 アリス館 

サクラの絵本 

(まるごと発見!校庭の木・野山の木 1) 

勝木 俊雄∥編 森谷 明子∥絵 農山漁村文化協会 

【61 農業】【65林業】 
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書名 著者名 出版者 

里山は未来の風景 [1] 里山の田んぼ 今森光彦∥監修 金の星社 

里山は未来の風景 [2] 里山の水辺 今森光彦∥監修 金の星社 

里山は未来の風景 [3] 里山の雑木林 今森光彦∥監修 金の星社 

里山は未来の風景 [4] 里山はしぜんのおくり物 今森光彦∥監修 金の星社 

山菜の絵本 (そだててあそぼう 92) 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 ～きのこ農家中本清治～ 

(農家になろう 8) 

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 

～10 歳から学ぶ狩猟の世界～ 

千松信也∥著 旬報社 

スギの絵本 

(まるごと発見!校庭の木・野山の木 7) 

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  

～ふしぎな生態、人とのかかわりをさぐろう～ 

(楽しい調べ学習シリーズ) 

内村悦三∥著 PHP 研究所 

土をつくる生きものたち ～雑木林の絵本～ 

(ちしきのぽけっと 1) 

谷本雄治∥文 盛口満∥絵 岩崎書店 

どこでもどんぐり おおたきれいこ∥著 かもがわ出版 

ドングリ 新装版 

(科学のアルバム 植物 17) 

埴沙萠∥著 あかね書房 

ドングリ観察ブック 小田英智∥構成・文 久保秀一∥写真 偕成社 

ドングリ〈コナラ〉の絵本 

(まるごと発見!校庭の木・野山の木 5) 

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(調べてみよう名前のひみつ) 宮國晋一∥写真・文 汐文社 

ドングリとリス(花のたね・木の実のちえ 4) ネイチャー・プロ編集室∥編著 偕成社 

どんぐりノート  

～ひろってうれしい知ってたのしい～ 

いわさゆうこ∥作  

大滝玲子∥作 

文化出版局 

20 本の木のノート  

～であってうれしい木はともだち～ 

いわさゆうこ∥作 文化出版局 

葉っぱで調べる身近な樹木  

～よく見る木の名前・性格がわかる～ 

(子供の科学・サイエンスブックス) 

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(ちしきのぽけっと 24) 

盛口満∥絵・文 岩崎書店 

ひろって調べる落ち葉のずかん(調べる学習百科) 安田守∥写真・文 中川重年∥監修 岩崎書店 

ブナの絵本 

(まるごと発見!校庭の木・野山の木 6) 

大久保達弘∥編  

城芽ハヤト∥絵 

農山漁村文化協会 

【65 林業】 
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書名 著者名 出版者 

ブナの森を探検しよう!  

～さぐろう、四季と生物多様性～ 

(楽しい調べ学習シリーズ) 

瀬川強∥著 PHP 研究所 

ぼくのドングリ図鑑 ～ひろった・あつめ

た～(ちしきのぽけっと 12) 

盛口満∥絵・文 岩崎書店 

マツの絵本 

(まるごと発見!校庭の木・野山の木 3) 

福田 健二∥編  

深津 真也∥絵 

農山漁村文化協会 

まつぼっくりノート  

～ひろってふしぎつくってたのしい～ 

いわさゆうこ∥作 文化出版局 

みぢかな樹木のえほん ～生きものやく

らしとつながる「一本の木の物語」～ 

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 

(シリーズ・自然いのちひと 21) 

藤原幸一∥写真・文 ポプラ社 

森を育てる生きものたち ～雑木林の絵本～

(ちしきのぽけっと 8) 

谷本雄治∥文  

盛口満∥絵 

岩崎書店 

山をつくる ～東京チェンソーズの挑戦～ 菅聖子∥文 小峰書店 

山に肉をとりに行く 

(ちしきのぽけっと 15) 

田口茂男∥写真・文 岩崎書店 

 

分類記号 75 工芸・工作（19冊） 

書名 著者名 出版者 

藍染の絵本(つくってあそぼう 26) 山崎和樹∥へん 城芽ハヤト∥え 農山漁村文化協会 

糸に染まる季節(ちしきのぽけっと 13) 大西暢夫∥写真・文 岩崎書店 

おし花の工作図鑑 図書館版 ～野原の草花、

育てた草花を身近な材料でおし花しましょう～ 

岩藤しおい∥著 いかだ社 

親子で作る!自然素材のかんたん雑貨&おもちゃ まちとこ∥編 光橋翠∥監修 日東書院本社 

切り紙昆虫館 ハサミで作ろう! 今森光彦∥作 童心社 

調べてみよう!日本の伝統工芸のみりょく 

1 衣にかかわる伝統工芸 1 

伝統的工芸品産業振興協会∥監修 ポプラ社 

調べてみよう!日本の伝統工芸のみりょく 

2 衣にかかわる伝統工芸 2 

伝統的工芸品産業振興協会∥監修 ポプラ社 

調べてみよう!日本の伝統工芸のみりょく 

3 食にかかわる伝統工芸 1 

伝統的工芸品産業振興協会∥監修 ポプラ社 

調べてみよう!日本の伝統工芸のみりょく 

4 食にかかわる伝統工芸 2 

伝統的工芸品産業振興協会∥監修 ポプラ社 

調べてみよう!日本の伝統工芸のみりょく 

5 住にかかわる伝統工芸 1 

伝統的工芸品産業振興協会∥監修 ポプラ社 

【65 林業】【75工芸・工作】 
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書名 著者名 出版者 

調べてみよう!日本の伝統工芸のみりょく 

6 住にかかわる伝統工芸 2 

伝統的工芸品産業振興協会∥監修 ポプラ社 

調べてみよう!日本の伝統工芸のみりょく 

7 伝統工芸のよさを伝えよう 

伝統的工芸品産業振興協会∥監修 ポプラ社 

スーパー図解工作図鑑  

～子どもが自分で最後まで作れる!～ 

かざまりんぺい∥著 主婦の友社 

竹細工 畑野栄三∥文 全国郷土玩具館∥監修 文溪堂 

葉っぱの工作図鑑  

～楽しいおもちゃ・制作ベスト 64～ 

岩藤しおい∥著 いかだ社 

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 

森の工作図鑑 vol.1 図書館版 どんぐり・まつぼっくり 岩藤しおい∥著 いかだ社 

森の工作図鑑 vol.2 図書館版 落ち葉 岩藤しおい∥著 いかだ社 

わくわく切り紙昆虫館 ～ハサミでチョキチョキ～ 今森光彦∥作 童心社 

 

分類記号 78 体育・スポーツ（7冊） 

書名 著者名 出版者 

安全に楽しむ!子どもの山登り 2 

みんなで山登り 

田部井淳子∥監修 鈴木出版 

おちばであそぼう(しぜんにタッチ!)   ひさかたチャイルド 

親子で楽しむしぜんあそび図鑑 

(チャイルドブックこども百科) 

山本克彦∥監修 チャイルド本社 

加藤英明スーパーサバイバル入門  

～生き残るための知恵!～ 

加藤英明∥著 新星出版社 

自然体験学習に役立つアウトドアガイド 

1 外へとびだせ!アウトドアたんけんガイド 

下城民夫∥監修 教育画劇 

自然体験学習に役立つアウトドアガイド 

2 やってみよう!アウトドアあそび 

下城民夫∥監修 教育画劇 

自然体験学習に役立つアウトドアガイド 

3 つくろう!おいしいアウトドアごはん! 

下城民夫∥監修 教育画劇 

 

分類記号 80 語学（4冊） 

書名 著者名 出版者 

話す力・聞く力がつく発表レッスン 1 気持ちが伝わるスピーチ 梅澤実∥監修 学研教育出版 

話す力・聞く力がつく発表レッスン 2 その気にさせるプレゼンテーション 梅澤実∥監修 学研教育出版 

話す力・聞く力がつく発表レッスン 3 理解が深まるディスカッション 梅澤実∥監修 学研教育出版 

話す力・聞く力がつく発表レッスン 4(活用編) 教科での発表 梅澤実∥監修 学研教育出版 

【75 工芸・工作】【78体育・スポーツ】【80語学】 
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分類記号 913 日本文学（6冊） 

書名 著者名 出版者 

エカシの森と子馬のポンコ 

(teens' best selections 56) 

加藤多一∥作  

大野八生∥絵 

ポプラ社 

くもとり山のイノシシびょういん  

～7 つのおはなし～（福音館創作童話シリーズ） 

かこさとし∥文 かこさとし∥絵  

なかじまかめい∥絵 

福音館書店 

ネムノキをきらないで(文研じゅべにーる) 岩瀬成子∥作 植田真∥絵 文研出版 

ひかりの森のフクロウ 広瀬寿子∥作 すがわらけいこ∥絵 国土社 

へんくつさんのお茶会  

～おいしい山のパン屋さんの物語～ 

(ジュニア文学館) 

楠章子∥作  

井田千秋∥絵 

学研プラス 

ぼくらのなぞ虫大研究(読書の時間 4) 谷本雄治∥作 羽尻利門∥絵 あかね書房 

 

分類記号 933 英米文学（1冊） 

書名 著者名 出版者 

きみのいた森で ピート・ハウトマン∥作 こだまともこ∥訳 評論社 

 

分類記号 E 絵本（34冊） 

書名 著者名 出版者 

いがぐり三兄弟の伝説 ～石庭村の昔話

とマキノピックランド誕生ものがたり～ 

伊丹俊次∥作・画 伊丹俊次 

うまれたよ!シデムシ 

(よみきかせいきものしゃしんえほん 39) 

安田守∥写真・文 岩崎書店 

うまれたよ!ベニシジミ 

(よみきかせいきものしゃしんえほん 38） 

新開孝∥写真・文 岩崎書店 

うりぼうと母さん  

～矢野誠人の写真絵本～ 

矢野誠人∥写真・文  

林良博∥監修 

大空出版 

おうさまのさる(えほんのもり) くすはら順子∥[作] 文研出版 

カブトムシのガブリエル、もりのヒーロー 

～INSECT LAND～(講談社の創作絵本) 

香川照之∥作  

ロマン・トマ∥絵 

講談社 

カマキリのシャルロットとすずらんでんわ 

～INSECT LAND～(講談社の創作絵本) 

香川照之∥作  

ロマン・トマ∥絵 

講談社 

きりかぶのきりじいちゃんときりばあちゃん なかやみわ∥さく 小学館 

くわがたむしのなつ 谷本雄治∥文 サトウマサノリ∥絵 文溪堂 

けんちゃんのもみの木 美谷島邦子∥文 いせひでこ∥絵 BL 出版 

ごちそうたべにきてください 

(講談社の創作絵本) 

茂市久美子∥作  

しもかわらゆみ∥絵 

講談社 

【913 日本文学】【933 英米文学】【E 絵本】 
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書名 著者名 出版者 

このかみなあに?  

～トイレットペーパーのはなし～ 

谷内つねお∥さく 福音館書店 

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 

シマフクロウとサケ  

～アイヌのカムイユカラ〈神謡〉より～ 

宇梶静江∥古布絵制作・再話 藤原書店 

すごい虫ずかん くさむらのむこうには じゅえき太郎∥作 須田研司∥監修 KADOKAWA 

空を飛ぶミジンコのなぞ 星輝行∥写真・文 少年写真新聞社 

たのしい森をさがして 

(中国絵本館) 

ヤンホンイン∥文 エレーヌ・ルヌヴ

ー∥絵 中由美子∥訳 

樹立社 

ダンゴムシ(やあ!出会えたね 1) 今森光彦∥文・写真 アリス館 

つかまえた 田島征三∥[作] 偕成社 

つばきレストラン(幼児絵本ふしぎなたねシリーズ) おおたぐろまり∥さく 福音館書店 

野ねずみきょうだいの草花あそび  

～秋から春まで～ 

相澤悦子∥さく  

長谷川直子∥え 

福音館書店 

100 さいの森 松岡達英∥著 伊藤弥寿彦∥監修 講談社 

ふゆごもりのまえに 

(世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本) 

ジャン・ブレット∥作  

こうのすゆきこ∥訳 

福音館書店 

ボクなかないよ! ～密猟されたメジロたち～ くにすあきこ∥絵 なかむらけいこ∥文 垂井日之出印刷所 

ぼくらはもりのダンゴムシ 

(はじめてのいきもの) 

まつおかたつひで∥さく ほるぷ出版 

みみずくと 3 びきのこねこ 新版 アリス・プロベンセン∥さく マーティン・プ

ロベンセン∥さく きしだえりこ∥やく 

ほるぷ出版 

めくってみつけてもりのなか  

～イラストでみるしぜん～ 

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 みたかよこ∥やく 

大日本絵画 

もみのきそのみをかざりなさい 五味太郎∥著 KTC 中央出版 

もりのおふとん(幼児絵本シリーズ) 西村敏雄∥さく 福音館書店 

もりのかばんやさん ふくざわゆみこ∥作・絵 学研プラス 

もりねこ(えほんのもり) くさかみなこ∥文 品田紗桜里∥絵 文研出版 

4 ひきのちいさいおおかみ スベンヤ・ヘルマン∥文 ヨゼフ・ヴ

ィルコン∥絵 石川素子∥訳 

徳間書店 

よんひゃくまんさいのびわこさん 梨木香歩∥作 小沢さかえ∥絵 理論社 

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 

 

分類記号 C 紙芝居（1冊） 

書名 著者名 出版者 

とちもちもちもちおいしいね 

(おひさまこんにちは年少向) 

土田義晴∥脚本・絵 童心社 

【E 絵本】【C 紙芝居】 
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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 https://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 

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

※2 号は、2020年 10 月に刊行した 1 号の増補版です。 


