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埼玉県のマスコット 

埼玉県立久喜図書館 子ども図書室 

久喜市下早見85－5 Tel：0480-21-2659 

資料展示リスト（７月２１日～９月１３日） 

●リストは、令和２年７月現在、埼玉県立久喜図書館子ども図書室で所蔵している資料です。 

書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 

科学のタネを育てよう 森圭子／著 少年写真新聞社 2018 407ｶｶ 

かがくのとも ２０１９年３月「つちはどこ？」 坂井治／作 福音館書店 2019   

写真がかっこよくとれる３０のわざ 塩見徹／監修 くもん出版 2018 743ｼﾔ 

たくさんのふしぎ ２０２０年１月「南米アマゾン土を

食う動物たち」 
山口大志／文・写真 福音館書店 2020   

探検！発見！ミクロのふしぎ 近藤俊三／著 少年写真新聞社 2013 460ﾀﾝ 

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 マイルスタッフ 2018 460ﾁｲ 

土の絵本 日本土壌肥料学会／編 農山漁村文化協会 2002 613ﾂﾁ 

電子顕微鏡でみる超ミクロの世界 矢口行雄／著 誠文堂新光社 2010 460ﾃﾝ 

のぞいてびっくり！顕微鏡 1～3 忍足和彦／著 ポプラ社 2018 746ﾉｿ 

博物館のプロのスゴ技で自然を調べよう 1 小川誠／共著 少年写真新聞社 2019 400ﾊｸ 

○シリーズ 博物館のプロのスゴ技で自然を調べよう 2 （2019）         

はじめての飼育 
東京学芸大学附属小金井

小学校生活科部／指導 
小峰書店 2011 480ﾊｼ 

ふしぎなふしぎなミクロの世界 
スティーブン・クレイ

マー／著 
丸善 2003 460ﾌｼ 

ミクロの世界 田中敬一／文・写真 福音館書店 1998 460ﾐｸ 

ミクロの世界にズームイン！ 阿達直樹／著 文研出版 2007 460ﾐｸ 

ミクロの世界を探検しよう 
医学生物学電子顕微鏡

技術学会／編 
小峰書店 2016 460ﾐｸ 

ミクロの世界大研究 阿達直樹／監修 ＰＨＰ研究所 2012 460ﾐｸ 

虫の飼いかた・観察のしかた 海野和男／文・写真 偕成社 1998 486ﾑｼ 

目でみる地下の図鑑 こどもくらぶ／編 東京書籍 2017 400ﾒﾃ 
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書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 

あそんでわかる昆虫の不思議な世界 3 須田孫七／監修 汐文社 1999 486ｱﾘ 

アリ 栗林慧／写真 アスク 2009 486ｱﾘ 

アリ！？ずかん 山口進／写真・文 アリス館 2005 486ｱﾘ 

アリ・ハチのなかま 海野和男／写真・文 新日本出版社 2010 486ｱﾘ 

ありこのおつかい 石井桃子／作 福音館書店 1982 Eｱ 

ありさんがほっ こわせたまみ／作 鈴木出版 1990 Eｱ 

ありさんとぞうさんのおさんぽ 林木林／作 鈴木出版 2009 Eﾌｸ046 

アリとくらすむし 島田たく／写真・文 ポプラ社 2015 486ｱﾘ 

ありとすいか たむらしげる／著 ポプラ社 2003 Eﾀﾑ005 

ありのぎょうれつ 得田之久／作 童心社 1980 Eｱ 

アリのくらしに大接近 丸山宗利／文 あかね書房 2015 486ｱﾘ 

アリの巣のお客さん        丸山宗利／文 あかね書房 2015 486ｱﾘ 

ありのごちそう 高家博成／文 新日本出版社 1979 Eｱ 

ありのごちそうなーに？ 得田之久／作 童心社 2004 Eﾄｸ005 

アリのたんけん 栗林慧／写真 小学館 2016 Eｸﾘ016 

ありのなぜなぜ 二本柳泉ほか／絵 チャイルド本社 1994 486ｱﾘ 

アリの行列 寺山守／監修 金の星社 2014 486ｱﾘ 

ありの子ギータ 渡辺一枝／文 クレヨンハウス 1993 Eｱ 

アリの子ツク 矢島稔／文 ポプラ社 1977 48ｱ 

アリの巣のお客さん 丸山宗利／文 あかね書房 2015 486ｱﾘ 

ありのフェルダ 
オンドジェイ・セコラ／作・絵   

関沢明子／訳 
福音館書店 2008 989ｾｺ702 

○続編 とらわれのフェルダ（2011）、ありづかのフェルダ（2017）  

ありんこリンコちゃん タダサトシ／作 こぐま社 2007 Eﾀﾀ008 

アリ観察事典 小田英智／構成・文 偕成社 1997 486ｱﾘ 

イソップものがたり            

（「ありときりぎりす」を収録） 
イソップ／原著 富山房企畫 2014 991ｱｲ709 

いそっぷ童話集              

（「ありとせみ」を収録） 
イソップ／原作 童話屋 2004 991ｱｲ709 

うまれたよ！アリ 山口進／写真 岩崎書店 2011 Eﾔﾏ065 

お姫さまのアリの巣たんけん 秋山亜由子／作 福音館書店 2007 486ｵﾋ 

新編イソップ寓話                        

（「蟻とキリギリス」「ヘルメスと蟻に咬ま

れた男」を収録） 

イソップ／著 風媒社 2014 991ｱｲ709 

すみれとあり 矢間芳子／作 福音館書店 2002 Eﾔｻ003 

ぜんぶわかる！アリ 島田拓／著 ポプラ社 2019 486ｾﾝ 

ハチのふしぎとアリのなぞ 矢島稔／著 偕成社 2008 486ﾊﾁ 

ファーブル昆虫記 あり 小林清之介／文 ひさかたチャイルド 2008 Eﾌｱ 

虫のくらし写真館 ５ アリ 海野和男／写真 ポプラ社 2003 486ﾑｼ 

リスとアリとゾウ デイジー・ムラースコヴァー／作 ＢＬ出版 2006 Eﾑﾗ704 
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書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 

あなふさぎのジグモンタ 
とみながまい／作                 

たかおゆうこ／絵 
ひさかたチャイルド 2020 Eﾀｶ206 

アナンシと６ぴきのむすこ ジェラルド・マクダーモット／作 ほるぷ出版 1980 Eｱ 

アラネア あるクモのぼうけん Ｊ．ワグナー／文 岩波書店 1979 Eｱ 

うまれたよ！クモ 新開孝／写真・文 岩崎書店 2016 Eﾐﾝ033 

おどろきのクモの世界 新海栄一／著 誠文堂新光社 2009 485ｵﾄ 

クモ 新海栄一／文・写真 農山漁村文化協会 2014 485ｸﾓ 

くも 新宮晋／作 文化出版局 1979 Eｸ 

クモ観察記 佐藤信治／著 農山漁村文化協会 2010 485ｸﾓ 

クモくんのにっき ドリーン・クローニン／文 朔北社 2010 Eﾌﾘ731 

くもさんおへんじどうしたの エリック＝カール／作 偕成社 1985 Eｸ 

くもだんなとかえる まつたにみよこ／文 ポプラ社 1969 Eｸ 

くものアナンシとねばねばにんぎょう マイケル・ポク／再話／絵 福武書店 1990 Eｸ 

くものいえ 得田之久／作 童心社 1981 Eｸ 

クモのいと 新開孝／写真・文 ポプラ社 2009 485ｸﾓ 

くものすおやぶんとりものちょう 秋山あゆ子／作 福音館書店 2005 Eｱｷ042 

○続編 くものすおやぶんほとけのさばき（2010）         

クモの巣図鑑 新海明／著 偕成社 2013 485ｸﾓ 

クモのひみつ 栗林慧／著 あかね書房 2005 485ｸﾓ 

ちいさなハンターハエトリグモ 坂本昇久／写真・文 ポプラ社 2019 485ﾁｲ 

８本あしのゆかいな仲間クモ 谷本雄治／文 くもん出版 2005 485ﾊﾂ 

虫のくらし写真館 22クモ 海野和男／写真 ポプラ社 2005 486ﾑｼ 

書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 

あなたの知らないミミズのはなし 山村紳一郎／文 大月書店 2007 483ｱﾅ 

スキャリーおじさんのミミズのローリー リチャード・スキャリー／作 ＢＬ出版 2014 Eｽｷ701 

ダーウィンのミミズの研究 新妻昭夫／文 福音館書店 2000 483ﾀｳ 

たんぽぽの目 村岡花子／文 河出書房新社 2014 
913.6ﾑﾗ

062 

ポットくんとミミズくん 真木文絵／文 福音館書店 2006 Eｲｼ037 

ミミズ 皆越ようせい／著 あかね書房 2013 483ﾐﾐ 

ミミズ・フライの食べ方 トマス・ロックウェル／著 早川書房 2003 933ﾛﾂ706 

ミミズが鳴くってほんとう？ 谷本雄治／著 アリス館 2001 483ﾐﾐ 

ミミズくんのにっき ドリーン・クローニン／文 朔北社 2005 Eﾌﾘ731 

みみずのオッサン 長新太／作 童心社 2003 Eﾁﾖ001 

みみずのかんたろう 田島征彦／作 くもん出版 1992 Eﾐ 

みみずのたっくんさあ、にげろ！ 関屋敏隆／作・絵 ポプラ社 1992 Eﾐ 

ミミズのふしぎ 皆越ようせい／写真・文 ポプラ社 2004 483ﾐﾐ 

ミミズの謎 柴田康平／著 誠文堂新光社 2015 483ﾐﾐ 

ミミズはヘビのしんせき？ アニタ・ガネリ／文 草土文化 1994 Eﾐ 

ミミズは耳がいい？ 谷本雄治／作 文渓堂 2009 483ﾐﾐ 

大地の主のものがたり ジャネット・アルバーグ／作 文化出版局 1995 Eﾀﾞ 
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書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 

増補版  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 2010 485ｳﾐ 

こんにちは！だんごむし 皆越ようせい／写真 チャイルド本社 2010 Eﾐﾅ017 

ダンゴムシ 布村昇／監修 集英社 2004 485ﾀﾝ 

だんごむし 布村昇／指導 フレーベル館 2007 Eﾃﾗ027 

ダンゴムシ 皆越ようせい／著 あかね書房 2010 485ﾀﾝ 

ダンゴムシ 今泉忠明／監修 金の星社 2013 485ﾀﾝ 

ダンゴムシ 今森光彦／文・写真 アリス館 2020 485ﾀﾝ 

だんごむしそらをとぶ 松岡達英／作 小学館 2000 Eﾏﾂ005 

○続編 だんごむしうみへいく（2001）、だんごむしと恐竜のレプトぼうや（2003）        

ダンゴムシだんごろう みおちづる／作 鈴木出版 2014 913.6ﾐｵ001 

○続編 ダンゴムシだんごろう 2 たびの空（2014）、ダンゴムシだんごろう 3 たびのおわり（2015）         

だんごむしのかぞく 武田晋一／写真 世界文化社 2005 Eﾌｼ 

ダンゴムシのコロリンコくん カズコ・Ｇ．ストーン／文・絵 岩波書店 2016 Eｽﾄ704 

だんごむしのダディダンダン おのりえん／作 福音館書店 2011 Eｻﾜ025 

ダンゴムシの親子 新開孝／写真 旺文社 2007 Eｼﾝ033 

ダンゴムシの本 奥山風太郎／著 ＤＵ ＢＯＯＫＳ 2013 485ﾀﾝ 

ダンゴムシはだんご好き？ 谷本雄治／作 文渓堂 2006 485ﾀﾝ 

ダンゴムシみつけたよ 皆越ようせい／写真・文 ポプラ社 2002 485ﾀﾝ 

ダンゴロゴロちゃん タダサトシ／作・絵 ＰＨＰ研究所 2014 Eﾀﾀ008 

なぜダンゴムシはまるまるの？ 佐々木洋／監修 講談社 2011 480ﾅｾ 

ふきげんなダンゴムシ わたなべめぐみ／作 草土文化 2007 913.6ﾜﾀ029 

ぼく、だんごむし 得田之久／文 福音館書店 2005 Eﾀｶ057 

ぼくらはもりのダンゴムシ 松岡達英／作 ほるぷ出版 2020 Eﾏﾂ005 

虫のくらし写真館 16 ダンゴムシ 海野和男／写真 ポプラ社 2004 486ﾑｼ 

ゆめみるダンゴムシ 阿部夏丸／作 佼成出版社 2005 913.6ｱﾍ019 

わるがきノートン ディック・キング＝スミス／作 偕成社 2001 933ｷﾝ703 

書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 

あまのじゃく 青井芳美／作・絵 ブックローン出版 1987 Eｱ 

おちばのしたのそうじやさん 早野美智代／文 チャイルド本社 2009 Eﾀﾂ012 

おちばのしたをのぞいてみたら… 皆越ようせい／写真・文 ポプラ社 2000 Eﾐﾅ017 

ここにいるよ！ナメクジ 皆越ようせい／写真・文 ポプラ社 2014 Eﾐﾅ017 

ここにも！そこにも！ダニ 皆越ようせい／写真・文 ポプラ社 2018 485ｺｺ 

ご近所のムシがおもしろい！ 谷本雄治／著 岩波書店 2012 486ｺｷ 

じめんのしたの小さなむし たしろちさと／作 福音館書店 2011 486ｼﾒ 

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 2013 481ｽｶ 

地面の下のいきもの 松岡達英／絵 福音館書店 1988 48ｼﾞ 

つちはんみょう 舘野鴻／作／絵 偕成社 2016 Eﾀﾃ016 

つちらんど 近藤薫美子／著 アリス館 1997 Eｺﾝ003 

どのあしがさき？ ほそのあやこ／作 鈴木出版 1999 Eｸﾚ711 

なめくじ バングオンザドア／作・絵 あかね書房 1999 Eﾅﾒ 

ハサミムシのおやこ 皆越ようせい／写真・文 ポプラ社 2008 486ﾊｻ 

ハンミョウ 栗林慧／写真 アスク 2009 486ﾊﾝ 

プチプチパンパン１００のくつ 板倉美代子／作 金の星社 1989 Eﾌﾟ 

むかでのいしゃむかえ 飯野和好／作 福音館書店 1996 Eｲｲ005 

むかでのおかいもの ミルトン・カマルゴ／作・絵 新世研 2000 Eｶﾏ701 
目に見えない微生物の世界        
あらゆるところにたくさんいる！ エレーヌ・ラッジカクほか／著 河出書房新社 2018 465ﾒﾆ 


