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集まれ日本のあばれ川 
さいたま川の博物館準備事務所 

／編 

さいたま川の博物館準備

事務所 
１９９７ 517 

荒川の舟運 
あらかわ学会・歴史民俗委員会 

／編 
Ａ＆Ｉデザイン １９９９ 684 

荒川の植物 埼玉県生態系保護協会／制作 
国土交通省関東地方整備

局荒川上流河川事務所 
２００３ 470 

荒川の動物 埼玉県生態系保護協会／制作 
国土交通省関東地方整備

局荒川上流河川事務所 
２００４ 480 

イシガメの里 松久保晃作／文・写真 小峰書店 ２００５ 487 

おじいちゃんは水のにおいがした 今森光彦／著 偕成社 ２００６ 664 

風のまにまに号の旅 ＢＢ／作 神鳥統夫／訳 大日本図書 １９８８ 933 

かわ 加古里子／作・画 福音館書店 １９６２ E 

川であそぶ 
小菅盛平／編著  

成田寛／編著 
アリス館 ２００８ 786 

川と海辺にチャレンジ 
地学団体研究会『シリーズ・ 

自然だいすき』編集委員会／編 
大月書店 ２００４ 786 

川と湖の博物館  山海堂 １９９５ 51 

川を知ろう、川であそぼう 

資料展示リスト（８月3日～９月２７日） 

 埼玉県には、荒川をはじめとした数多くの川

が流れています。実は、埼玉県は、県の面積に

占める河川の面積が、日本一なんです。 

 今回はそんな、わたしたちの身近に流れる

「川」と、川辺にはかかせない「石」に関する

本を集めてみました。 
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書名 著者名 出版社 出版年 分類記号 

川ナビブック めざせ！川博士 １～３  教育画劇 ２０１０ 452 

川の上で 
ヘルマン・シュルツ／作  

渡辺広佐／訳 
徳間書店 ２００１ 943 

川の大研究 
どりむ社／編  

上田孝俊／監修 
ＰＨＰ研究所 ２０１０ 452 

川の遊び方 佐藤秀明／著 越谷英雄／著 旬報社 ２００１ 786 

かわやぬまのとり 藪内正幸／ぶん・え 福音館書店 １９７９ 48 

少年たちの夏 横山充男／作 村上豊／絵 ポプラ社 ２０００ 913.6 

たまがわ 日本の川 村松昭／さく 偕成社 ２００８ 291 

タマゾン川 山崎充哲／著 旬報社 ２０１２ 519 

まわってめぐってみんなの荒川 野村圭佑／編／著 あらかわ学会 ２０００ 517 

水のコレクション 内山りゅう／写真・文 フレーベル館 ２０１３ 452 

水辺であそぼう 
奥山英治／絵  

こどもくらぶ／編 
農山漁村文化協会 ２０１１ 407 

水べの生きもの野外観察ずかん ２・３ 
企画室トリトン／著  

武田正倫／監修 
ポプラ社 ２００３ 460 

水辺の自然・遊んで学ぼう １～３ 武田正倫／監修 学習研究社 ２００４ 460 

よしのがわ 日本の川 村松昭／さく 偕成社 ２０１１ 291 

よどがわ 日本の川 村松昭／さく 偕成社 ２０１３ 291 

川の絵本 

川の物語 

書名 著者名 出版社 出版年 分類記号 

あひるのピンのぼうけん 
マージョリー・フラック／ぶん  

クルト・ヴィーゼ／え 
瑞雲舎 １９９４ E 

おそばのくきはなぜあかい 石井桃子／文 初山滋／え 岩波書店 １９７１ E 

おとうさんねこのおくりもの 
メアリー・チャルマーズ／さく・え 

まつのまさこ／やく 
福音館書店 １９８０ E 

川 前川かずお／著 こぐま社 １９９２ E 

川をはさんでおおさわぎ 
ジョーン・オッペンハイム／さく  

アリキ・ブランデンバーグ／え 
アリス館牧新社 １９８１ E 

かわせみのマルタン 
リダ・フォシェ／文  

フェードル・ロジャンコフスキー／絵 
童話館出版 ２００３ E 

川とさかなたち 三芳悌吉／ぶん／え 福音館書店 １９８４ E 

川のぼうけん 
エリザベス・ローズ／文  

ジェラルド・ローズ／絵 
岩波書店 ２０１２ E 

ガンピーさんのふなあそび 
ジョン・バーニンガム／さく  

みつよしなつや／やく 
ほるぷ出版 １９８２ E 

スヴェンさんの橋 
アニタ・ローベル／文と絵  

松井るり子／訳 
セーラー出版 １９９３ E 

だいくとおにろく 松居直／再話 赤羽末吉／画 福音館書店 ２００７ E 

なつのかわ 姉崎一馬／著 福音館書店 １９８８ E 

書名 著者名 出版社 出版年 分類記号 

うそつき大ちゃん 阿部夏丸／著 村上豊／装画・挿絵 ポプラ社 ２００５ 913.6 

川中Ｗｏｗ（ウオ）部の釣りバトル 阿部夏丸／作 山崎浩／絵 講談社 ２００８ 913.6 

川べに恋風 
ウィリアム・ホーウッド／作  

パトリック・ベンソン／絵 
講談社 １９９８ 933 



3 

書名 著者名 出版社 出版年 分類記号 

集めて調べる川原の石ころ 渡辺一夫／著 誠文堂新光社 ２０１０ 458 

生きものとつながる石ころ探検 盛口満／文・絵 少年写真新聞社 ２０１８ 458 

いしころ 森宏詞／作 京田信太良／絵 文研出版 １９７９ E 

石ころがうまれた 渡辺一夫／著 ポプラ社 ２００４ 458 

石ころ地球のかけら 桂雄三／文 平野恵理子／絵 福音館書店 １９９８ 458 

石とどろんこ 水谷章三／文 荘司武臣／絵 岩崎書店 １９７９ E 

石の形さがし 羽場徳蔵／著 国土社 １９９６ 72 

石の卵 山田英春／文・写真 福音館書店 ２０１４ 459 

いしのはなし 
ダイアナ・アストン／文  

シルビア・ロング／絵 
ほるぷ出版 ２０１３ E 

川原の石ころ図鑑 渡辺一夫／〔著〕 ポプラ社 ２００２ 458 

川原の石の観察と実験 馬場勝良／著 さ・え・ら書房 ２００１ 458 

川原の石のしらべ方 「荒川の石」編集委員会／著 地学団体研究会 １９９９ 458 

岩石・鉱物 
木村一成／共著  

坂本隆彦／共著 
保育社 ２００３ 458 

岩石・鉱物 
ケビン・ウォルシュ／監修  

伊藤伸子／訳 
化学同人 ２０１７ 458 

鉱物 塚本治弘／著 あかね書房 ２００５ 459 

鉱物・化石探し 柴山元彦／編著 東方出版 ２０１６ 459 

鉱物・岩石 
〔白尾元理〕／〔ほか指導・執

筆〕 
学研教育出版 ２０１０ 459 

鉱物・岩石の世界 青木正博／著 誠文堂新光社 ２００８ 459 

鉱物・宝石のひみつ 松原聰／監修 岩崎書店 ２０１７ 459 

鉱物キャラクター図鑑 
松原聰／監修  

いとうみつる／イラスト 
日本図書センター ２０１７ 459 

こども鉱物図鑑 八川シズエ／著 中央アート出版社 ２００７ 459 

書名 著者名 出版社 出版年 分類記号 

川べにこがらし 
ウィリアム・ホーウッド／作  

パトリック・ベンソン／絵 
講談社 １９９４ 93 

たのしい川べ 
ケネス・グレーアム／作  

石井桃子／訳 
岩波書店 １９８３ 933 

とどろケ淵のメッケ 富安陽子／作 広瀬弦／絵 佼成出版社 ２０１０ 913.6 

ハックルベリー・フィンの冒険 上下 
マーク・トウェイン／作  

大塚勇三／訳 
福音館書店 １９９７ 933 

ハヤ号セイ川をいく 
フィリッパ＝ピアス／作  

足沢良子／訳 
講談社 １９７４ 93 

楽しいスケート遠足 
ヒルダ・ファン・ストックム／作／絵 

ふなとよし子／訳 
福音館書店 ２００９ 933 

小さい水の精 
オトフリート・プロイスラー／作 

ウィニー・ガイラー／絵 
徳間書店 ２００３ 943 

土手をかけおりよう！ あんずゆき／作 早川司寿乃／画 文研出版 ２０１１ 913.6 

橋の下のこどもたち 
ナタリー＝サベッジ＝カールソン／作 

なかがわちひろ／訳 
フェリシモ ２００２ 933 

「水辺の楽校」の所くん 本田有明／著 ＰＨＰ研究所 ２０１６ 913.6 

石を知ろう、石であそぼう 
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書名 著者名 出版社 出版年 分類記号 

いしになったかりゅうど 大塚勇三／再話 赤羽末吉／画 福音館書店 １９８３ E 

石になったマーペー 儀間比呂志／絵 谷真介／文 ほるぷ出版 １９８５ E 

石のきもち 村上康成／作 ひさかたチャイルド ２０１０ E 

石のししのものがたり 
大塚勇三／再話  

秋野亥左牟／画 
福音館書店 １９９２ E 

いしのスープ 
トニー・ロス／さく  

幾島幸子／やく 
アルク １９９０ E 

オオカミと石のスープ 
アナイス・ヴォージュラード／

作・絵 平岡敦／訳 
徳間書店 ２００１ E 

女トロルと８人の子どもたち 
グズルン・ヘルガドッティル／作  

ブリアン・ピルキングトン／絵 
偕成社 １９９３ E 

きいてよこいしがはなしてる 
ヒルデ・ハイドゥック-フート／作  

佐久間彪／文 
至光社 １９９６ E 

せかいいちおいしいスープ 
マーシャ・ブラウン／文・絵 

こみやゆう／訳 
岩波書店 ２０１０ Ｅ 

はまべにはいしがいっぱい 
レオ・レオニ／作  

谷川俊太郎／訳 
ペンギン社 １９７９ E 

ロバのシルベスターとまほうのこいし  
ウィリアム・スタイグ／〔作〕 

せたていじ／・やく  
評論社  １９８０ E 

書名 著者名 出版社 出版年 分類記号 

石切り山の人びと 竹崎有斐／著 講談社 １９８１ 913.6 

石のねずみストーン・マウス 
ジェニー・ニモ／作  

ヘレン・クレイグ／絵 
偕成社 １９９７ 933 

石の花 
パーヴェル・バジョーフ／作 

島原落穂／訳 
童心社 １９７９ 983 

シャナラの 妖精石
エルフストーン

 上下 
テリー・ブルックス／著  

森野そら／訳 
扶桑社 ２００７ 933 

シロガラス １ パワーストーン 佐藤多佳子／著 偕成社 ２０１４ 913.6 

砦 
モリー・ハンター／著  

田中明子／訳 
評論社 １９７８ 933 

ハリー・ポッターと賢者の石 
Ｊ．Ｋ．ローリング／作  

松岡佑子／訳 
静山社 １９９９ 933 

肥後の石工 今西祐行／作 岩波書店 ２００１ 913.6 

星に叫ぶ岩ナルガン 
Ｐ．ライトソン／作  

猪熊葉子／訳 
評論社 １９８２ 93 

書名 著者名 出版社 出版年 分類記号 

図説知っておきたい！スポット５０ 

岩石と鉱物 

スティーブ・パーカー／著  

Ｂａｂｅｌ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉ

ｏｎ／訳出協力 

六耀社 ２０１７ 458 

探検！日本の鉱物 寺島靖夫／著 ポプラ社 ２０１４ 459 

地球たんけんたい  リブリオ出版 ２００２ 450 

日本列島大地まるごと大研究  ポプラ社 ２０１２ 450 

よくわかる岩石・鉱物図鑑 円城寺守／監修 実業之日本社 ２０１１ 458 

わくわく石の実験室 地学団体研究会／編 大月書店 １９８７ 45 

石の絵本 

石の物語 


