
 

 

 

 

ハチってどんなむし？（ハチのことをしる本
ほん

） 

書名 著者名 出版社 出版年 分類 

あしながばち 甲斐信枝／さく 福音館書店 1984.5 E 

アシナガバチ観察事典 
小田英智／構成  

小川宏／文・写真 
偕成社 2005.7 486 

アシナガバチの親子 

ブンちゃんのねがい 

新開孝／写真 

深山さくら／文 
旺文社 2007.12 E 

イヌビワとコバチのやくそく 
浜島繁隆／共著 

鈴木達夫／共著 
文研出版 1994.12 48 

おどろきのスズメバチ 中村雅雄／著 講談社 2013.6 486 

Kumada Chikabo’s little World

ファーブルの虫たち １ 

ハナムグリ ショウブヒトツメゾウム

シ シマコハナバチ 

熊田千佳慕／絵 

北川幸比古／詩・文 
創育 1988.2 48 

里山にすむクロスズメバチ 
高嶋清明／写真・文 

海野和男／監修 
偕成社 2005.3 486 

ずかん ハチ 
ｃｏｃｏ／写真・イラスト 

松本吏樹郎／監修 
技術評論社 2014.5 486 

ハチ 

ベス・Ｂ．ノーデン／ぶん 

ビルタ・エーカーバーグス・ハンセン／え  

大出健／訳 

大日本絵画 1992.11 48 

はち ふたもんあしながばちの一生 得田之久／ぶん・え 福音館書店 2010.6 486 

ハチのうた アシナガバチの生活 須田貢正／著 ほるぷ出版 1988.10 48 

ハチのおかあさん 小川宏／著 新日本出版社 1985.8 48 

はちのくらし 今関信子／文 小川宏／写真 世界文化社 1978 48 

ハチのふしぎとアリのなぞ 矢島稔／著 偕成社 2008.12 486 

ハリフマンの昆虫ウオッチング １ 

ミツバチの世界 上 

ヨシフ・ハリフマン／著 

金光節／訳 
理論社 1988.3 48 

ハリフマンの昆虫ウオッチング ２ 

ミツバチの世界 下 

ヨシフ・ハリフマン／著 

金光節／訳 
理論社 1988.3 48 

ハリフマンの昆虫ウオッチング ３ 

マルハナバチの謎 上 

ヨシフ・ハリフマン／著 

金光節／訳 
理論社 1988.3 48 

ハリフマンの昆虫ウオッチング ４ 

マルハナバチの謎 下 

ヨシフ・ハリフマン／著 

金光節／訳 
理論社 1988.3 48 

書名 著者名 出版社 出版年 分類 

ファーブルえほん昆虫記 ２ 

まほうのひとさしカリバチ 

奥本大三郎／文／写真 

海野和男／写真 
理論社 2010.8 E 

ファーブルこんちゅう記 ３ 

かりゅうどバチのひみつ 

ファーブル／〔著〕 

小林清之介／文 
小峰書店 2006.6 486 

ファーブル昆虫記 ２ 

狩りをするハチたち 

ファーブル／作 

八杉貞雄／訳 
ポプラ社 1988.7 48 

ファーブル昆虫記 ２  

狩りをするハチ 

ファーブル／〔著〕 

奥本大三郎／訳／解説 
集英社 1991.5 48 

ファーブル昆虫記 ３  

アラメジガバチ・キバネアナバチ・シ

マコハナバチ 

Ｊ．Ｈ．ファーブル／原作 

熊田千佳慕／絵 
コーキ出版 1983.6 48 

ベッコウバチのクモがり 遠藤彰／〔著〕 岩波書店 1982.10 48 

みつばち 今森光彦／写真 薩摩忠／文 世界文化社 1980 486 

みつばち 斎藤光一／絵 吉田忠晴／指導 フレーベル館 1995.2 48 

ミツバチ 
栗林慧／写真 

日高敏隆／総合監修 
アスク 2007.10 486 

ミツバチのくに 
イリアン・ロールス／作・絵 

小田英智／文・解説 
偕成社 1980.3 48 

ミツバチのなぞ 

ジョアンナ・コール／文 

ブルース・ディーギン／絵 

藤田千枝／訳 

岩波書店 1999.10 486 

ミツバチのふしぎ 栗林慧／写真 七尾純／文 あかね書房 2005.4 486 

虫のくらし写真館 １１ ミツバチ 
海野和男／写真 

大木邦彦／文 
ポプラ社 2004.4 486 

雄太昆虫記 

ぼくのアシナガバチ研究所日記 
中川雄太／作 くもん出版 2002.3 486 

 

養蜂
ようほう

 ハチを飼
か

うおしごと 

書名 著者名 出版社 出版年 分類 

生き物を育成する仕事  

養蜂業者 養殖漁業者 馬の牧場スタッフ 
ヴィットインターナショナル企画室／編 ほるぷ出版 2004.3 646 

とろーりあまい！はちみつ 小野正人／監修 チャイルド本社 2007.5 646 

はちみつができるまで 
片野隆司／写真撮影 

榎本功／写真撮影 
ひさかたチャイルド 2011.2 E 

はちみつってどこからきたの？ 
ナンシー・エリザベス・ウォーレス／作・絵  

ふしみみさを／訳 
ＰＨＰ研究所 2004.3 E 

ハチヤさんの旅 
沢木耕太郎／文  

内藤利朗／写真 
福音館書店 1992.10 646 

ミツバチとともに 養蜂家角田公次 大西暢夫／写真 農文協／編  農山漁村文化協会 2012.9 646 
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書名 著者名 出版社 出版年 分類 

ミツバチの絵本 
吉田忠晴／へん 

高部晴市／え 
農山漁村文化協会 2002.3 646 

みつばちの本 

ウテ・フュール／原案・制作 

ラウル・ソーテ／原案・制作 

手塚千史／訳 

岳陽舎 2000.6 646 

ミツバチ利用の昔と今 松香光夫／著 パステル／絵  農山漁村文化協会 1998.6 646 

やってみたいなこんなしごと 

ハチ屋さん 
細川剛／写真・文 あかね書房 1989.4 36 

 

ハチのえほん・ものがたり 

書名 著者名 出版社 出版年 分類 

おじいさんとぼくのミツバチ 
多加山悠哉／作 

岡本順／絵 
ポプラ社 2001.3 913.6 

かめとからすとはちのおんがえし 
小澤俊夫／さいわ 

篠原良隆／え 
くもん出版 2008.1 E 

クマくんのはちみつぶんぶんケーキ 柳生まち子／さく 福音館書店 1994.10 E 

獣の奏者 １ （闘蛇編） 上橋菜穂子／作 講談社 2006.11 913.6 

獣の奏者 ２ （王獣編） 上橋菜穂子／作 講談社 2006.11 913.6 

ジャイアントジャムサンド 
ジョン・ヴァーノン・ロード／ぶん・え  

安西徹雄／やく 
アリス館牧新社 1976 E 

しりたがりやのこいぬとみつばち 

イバ＝ヘルツィーコバー／さく 

ズデネック＝ミレル／え 

ちのえいいち／やく 

偕成社 1974.12 E 

ちびはち 
エドワード・ギブス／作 

谷川俊太郎／訳 
光村教育図書 2013.8 E 

つるばら村のはちみつ屋さん 
茂市久美子／作 

柿田ゆかり／絵 
講談社 2005.3 913.6 

トン・ウーとはち 
小風さち／作 

小野かおる／絵 
講談社 2009.5 E 

はちのヤヤ 得田之久／さく 童心社 1987.7 E 

はちみつのタネ 
尾山理津子／作 

新野めぐみ／絵 
ポプラ社 2003.8 913.6 

はちみつはちみつ 

ウィリアム・リプキンド／作 

ロジャー・デュボアザン／絵 

掛川恭子／訳 

佑学社 1980.11 E 

プーのはちみつとり 

Ａ．Ａ．ミルン／ぶん 

Ｅ．Ｈ．シェパード／え 

石井桃子／やく 

岩波書店 1982.6 E 

ふらふらみつばち 
うえきまさのぶ／作 

かとうようこ／絵 
ひさかたチャイルド  2008.3 E 

書名 著者名 出版社 出版年 分類 

ポムとナナはちみつのたね ちばみなこ／著 岩崎書店 2010.11 E 

まるはなばちのレオン 
Ａ．クリングス／作 

奥本大三郎／訳 
岩波書店 2002.9 E 

みつばち 

フランクリン・ラッセル／著 

コレット・ポータル／絵 

谷川俊太郎／訳 

至光社 1973 E 

ミツバチ、ともだち 
今井恭子／作 

土田義晴／絵 
ポプラ社 2002.6 913.6 

ミツバチ・マアヤの冒険 
ボンゼルス／作 

実吉捷郎／訳 
岩波書店 1951.4 

 

みつばちじいさんの旅 

フランク・ストックトン／作 

モーリス・センダック／絵 

光吉夏弥／訳 

童話館出版 1998.8 933 

みつばちのミッチー 

エレナ・チェプチェコバー／作 

リュバ・コンチェコバー・ベセラー／絵  

柏木美津／訳 

佑学社 1978.9 E 

みつばちのミレイユ 
Ａ．クリングス／作 

奥本大三郎／訳 
岩波書店 2001.7 E 

みつばちバジーちゃん やまだうたこ／ぶんとえ 偕成社 2006.10 E 

みつばちぴい 北杜夫／文 和田誠／絵 フレーベル館 1984.4 E 

みつばちマーヤの冒険 
ワルデマル・ボンゼルス／原作 

熊田千佳慕／絵 
小学館 1996.5 E 

みつばちマーヤの冒険 
ワルデマル・ボンゼルス／原作  

高橋健二／訳 
国土社 1976.11 

 

みつばちみつひめ  

どどんとなつまつりの巻 
秋山あゆ子／作 ブロンズ新社 2010.7 E 

みつばちみつひめ てんやわん

やおてつだいの巻 
秋山あゆ子／作 ブロンズ新社 2008.5 E 

女王バチ グリム童話 

グリム／〔原作〕 

フィリップ・デュマ／絵 

大庭みな子／訳 

西村書店 1992.3 
 

小さなハチかい 岩崎京子／著 福音館書店 1971 
 

蜂飼いのアヤとマントが原 
鞠阿野純子／作 

ふりやかよこ／絵 
ポプラ社 2004.9 913.6 

蜜蜂マアヤ 
ボンゼルス／作 

実吉捷郎／訳 
岩波書店 1937.10 J943 

 

ミニ資料展示リスト（2015年 11 月 20 日～2015 年 12 月 13 日） 

自然の博物館セミナー ～埼玉の自然がわかる講演会～ 
平成 2７年１２月１２日（土）1０:３0～1５:３0（開場１０：００） 

会場：１階視聴覚ホール 入場無料・申込不要 
埼玉県のマスコット 

コバトン 


