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埼玉県には、川がいっぱい！不思議がいっぱい！ 

今回は、川のしくみや、川に住んでいる生きもの、人と川の関わりなど、川にまつわる本を集めました。 

たくさん読んで、きみも川はかせになろう！ 

１ 川について 
●リストは書名五十音順で並んでいます。 
 また令和３年６月末現在、埼玉県立久喜図書館で所蔵している資料です。  

  
はかせ 

 

埼玉県のマスコット 

コバトン＆さいたまっち 

 
 めざせ！ 

書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 

かわ 加古里子／作／画 福音館書店 1966 ｶｺ001 

かわ 鈴木のりたけ／著 幻冬舎 2010 Eｽｽ111 

かわ 竹内敏信／写真 誠文堂新光社 1984 Eｶ 

川 前川かずお／著 こぐま社 1992 Eｶ 

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ｶﾜ 

川ナビブック１～３  教育画劇 2010 452ｶﾜ 

川においでよ！！ 大井里美／作・絵 
川に学ぶ体験活動

協議会 
2008 452ｶﾜ 

川に親しむ 松浦秀俊／著 岩波書店 2000 452ｶﾜ 

川の総合学習 １～３ 岡崎務／文 ポプラ社 2004 452ｶﾜ 

川の大研究 どりむ社／編 ＰＨＰ研究所 2010 452ｶﾜ 

川のたんけん 福手 勤／監修 星の環会 2020 517ｶﾜ 

川の水はどこから 正村貞治／文 草土文化 1979 51ｶ 

川は生きている 富山和子／著 講談社 1994 51ﾄ 

楽しく学ぶ川の学校 １～１０  学習研究社 2002 452ﾀﾉ 

たまがわ 村松昭／さく 偕成社 2008 291ﾀﾏ 

タマゾン川 山崎充哲／著 旬報社 2012 519ﾀﾏ 

日本の川を調べる  理論社 1996 51ﾆ 
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書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 

いま「水」を考える １～３ 沖大幹／監修 岩崎書店 2020 517ｲﾏ 

地球の水ＳＯＳ図鑑 田中賢治／著 ＰＨＰ研究所 2010 517ﾁｷ 

地球の未来と「水」全三巻 岸上祐子／著 さ・え・ら書房 2007 517ﾁｷ 

１００年後の水を守る 橋本淳司／著 文研出版 2015 517ﾋﾔ 

みず 
日本地下水学会市民コミュニケー

ション委員会／監修 

パイインターナ

ショナル 
2019 452ﾐｽ 

みず  内藤貞夫／絵 フレーベル館 1995 45ﾐ 

水 塚本治弘／著 あかね書房 2005 452ﾐｽﾞ 

水をまもる ジュード・ウェルトン／著 ほるぷ出版 2006 518ﾐｽ 

水をめぐる争い 橋本淳司／著 文研出版 2010 517ﾐｽ 

水資源をかんがえる 岩田一彦／監修 岩崎書店 2003 517ﾐｽ 

水ってなんだろう１～５ 嶋田泰子／文 ポプラ社 2009 452ﾐｽ 

水と環境問題 橋本淳司／著 文研出版 2010 517ﾐｽ 

水と生命と地球 半谷高久／著 小峰書店 1993 45ﾐ 

水と人びとのくらし 橋本淳司／著 文研出版 2010 517ﾐｽ 

水のコレクション 内山りゅう／写真・文 フレーベル館 2013 452ﾐｽ 

水の総合学習 七尾純／著 あかね書房 2003 452ﾐｽﾞ 

水の大研究 橋本淳司／著 ＰＨＰ研究所 2005 518ﾐｽ 

水のたび ジョアンナ・コール／文 岩波書店 1995 51ﾐ 

水の本 
ピエール・マリ・バラ／原案・制

作 
岳陽舎 2006 452ﾐｽﾞ 

水はどこから来るのか？ 高堂彰二／監修 ＰＨＰ研究所 2018 518ﾐｽ 

和の文化を発見する水とくらす 

日本のわざ 
中庭 光彦／監修 汐文社 2019 517ﾜﾉ 

２ 水について 

書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 

雨の日の地下トンネル 鎌田 歩／作 アリス館 2020 Eｶﾏ011 

自然災害から人々を守る活動 片田 敏孝／監修 廣済堂あかつき 2020 369ｼｾ 

水害の大研究 河田 惠昭／監修 ＰＨＰ研究所 2020 369ｽｲ 

どっちを選ぶ？クイズで学ぶ！自

然災害サバイバル ２ 
木原 実／監修 日本図書センター 2020 369ﾄﾂ 

防災にも役立つ！川のしくみ 川上真哉／著 誠文堂新光社 2021 452ﾎｳ 

わかる！取り組む！災害と防災 

５ 
帝国書院編集部／編集 帝国書院 2017 369ﾜｶ 

３ 水から人を守る 
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書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 

浄水場・下水処理場図鑑 梅澤 真一／監修 金の星社 2018 518ｼﾖ 

浄水場・清掃工場を知ろう １  あかね書房 2019 518ｼﾖ 

まちのしごとば大研究 ３ まちのしごとば取材班／編 岩崎書店 2016 366ﾏﾁ 

わたしたちの地球環境と天然資源 １ 本間愼／監修 新日本出版社 2018 519ﾜﾀ 

４ 水をきれいにするしくみ 

書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 

川づり  フレーベル館 1997 787ｶﾜ 

川の遊び方 佐藤秀明／著 旬報社 2001 786ﾁｷ 

川であそぶ 小菅盛平／編著 アリス館 2008 786ｶﾜ 

川の楽校 皆川哲／著 山と渓谷社 2003 786ｶﾜ 

調べ学習・自由研究に役立つ野外遊び

ｂｏｏｋ 
大海淳／監修 成美堂出版 2004 786ｼﾗ 

ゼロからのつり入門 西野弘章／監修 小学館 2013 787ｾﾛ 

はじめてのつり図鑑 刈田敏／著 偕成社 1999 787ﾂﾘ 

ぼうけん図鑑 ホールアース自然学校／監修 ＰＨＰ研究所 2013 786ﾎｳ 

まるごと川あそび 阿部夏丸／文・絵 

ＰＨＰエディ

ターズ・グルー

プ 

2004 786ﾏﾙ 

５ 川であそぶ 

書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 

ザリガニ 今泉忠明／監修 金の星社 2013 485ｻﾘ 

ザリガニ 関慎太郎／写真 フレーベル館 2008 485ｻﾘ 

ザリガニ 武田正倫／監修 学習研究社 2005 485ｻﾘ 

ざりがに 武田正倫／監修 フレーベル館 2008 Eﾃﾗ027 

ザリガニ 中谷勇／監修 集英社 2004 485ｻﾘ 

ザリガニがきえる！？ 谷本雄治／著 ポプラ社 2006 485ｻﾘ 

ザリガニ観察事典 小田英智／構成・文 偕成社 1997 485ｻﾘ 

ざりがにちょっきん 久保秀一／写真 偕成社 2002 485ｻﾘ 

ザリガニのかいかたそだてかた 小宮輝之／文 岩崎書店 1998 485ｻﾘ 

ザリガニ・メダカ・金魚の飼い方 伊地知英信／著 成美堂出版 2000 485ｻﾘ 

６ 川の生き物 ６－１ ザリガニ 
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書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 

うまれたよ！メダカ 松沢陽士／写真 岩崎書店 2011 Eﾏﾂ215 

金魚・メダカ・オタマジャクシなどの飼い

方 
狩野晋／監修 成美堂出版 2002 686ｷﾝ 

小学生でも安心！はじめての金魚＆メダカ

正しい飼い方・育て方 
徳永 久志／監修 メイツ出版 2019 666ｼﾖ 

ぜんぶわかる！メダカ 内山りゅう／著 ポプラ社 2015 487ｾﾝ 

そらまめくんとめだかのこ なかやみわ／さく・え 福音館書店 2000 Eﾅｶ135 

ドキドキワクワク生き物飼育教室 ５ か

えるよ！メダカ 
アトリエモレリ／作・絵 リブリオ出版 2003 480ﾄｷ 

メダカ 岩松鷹司／監修 集英社 2005 487ﾒﾀ 

メダカ 草野慎二／著 あかね書房 2012 487ﾒﾀ 

メダカ 草野慎二／写真 アスク 2008 487ﾒﾀ 

めだか 吉崎正巳／さく 福音館書店 1978 Eﾒ 

メダカ観察事典 小田英智／構成・文 偕成社 2007 487ﾒﾀ 

めだかのがっこう 武田晋一／写真 世界文化社 2005 Eﾌｼ 

メダカのくらし 草野慎二／著 あかね書房 2005 487ﾒﾀ 

メダカのたんじょう 岩松鷹司／さく 大日本図書 1998 487ﾒﾀ 

めだかのぼうけん 渡辺昌和／写真 ポプラ社 2007 487ﾒﾀ 

６－２ メダカ 

６－３ トンボ・ヤゴ 

書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 

いつもトンボとにらめっこ 谷本雄治／著 岩崎書店 2010 486ｲﾂ 

ギンヤンマ 中瀬潤／写真 アスク 2008 486ｷﾝ 

ぜんぶわかる！トンボ 尾園暁／著 ポプラ社 2016 486ｾﾝ 

空とぶ宝石トンボ 今森光彦／文・写真 福音館書店 1998 486ｿﾗ 

とんぼ 得田之久／ぶん・え 福音館書店 2010 486ﾄﾝ 

トンボ 中瀬潤／著 あかね書房 2010 486ﾄﾝ 

トンボをさがそう、観察しよう 新井裕／著 ＰＨＰ研究所 2016 486ﾄﾝ 

はぐろとんぼのぼうけん おかだ しんご／ぶん 三恵社 2020 Eﾆｼ159 

万葉と令和をつなぐアキアカネ 山口 進／写真・文 岩崎書店 2020 486ﾏﾝ 
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書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 

ドキドキワクワク生き物飼育教室 

６ かえるよ！ホタル 
アトリエモレリ／作・絵 リブリオ出版 2003 480ﾄｷ 

ホタル 栗林慧／著 あかね書房 2005 486ﾎﾀ 

ホタル 栗林慧／写真 アスク 2009 486ﾎﾀ 

ホタルの国から さとうなおみ／写真／文 新日本出版社 2008 486ﾎﾀ 

ほたるホテル カズコ・Ｇ．ストーン／さく 福音館書店 1998 Eｽﾄ704 

書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 

うなぎ一億年の謎を追う 塚本勝巳／著 学研教育出版 2014 487ｳﾅ 

ウナギのいる川いない川 内山りゅう／著 ポプラ社 2016 487ｳﾅ 

うなぎのうーちゃんだいぼうけん くろきまり／文 福音館書店 2014 Eｽｶ024 

ウナギのなぞを追って 塚本勝巳／監修 金の星社 2014 487ｳﾅ 

ウナギのひみつ カレン・ウォレス／文 岩波書店 1996 Eｳ 

長鼻くんといううなぎの話 コンスタンチン・イオシーホフ／著 講談社 1973 ｲ 

６－４ ホタル 

６－５ ウナギ 

書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 

カワセミとヒバリとヨタカ あべ弘士／作 小学館 2016 Eｱﾍ010 

かわせみのさかなとり 吉野俊幸／写真と文 童心社 1984 Eｶ 

かわせみのマルタン リダ・フォシェ／文 童話館出版 2003 Eﾛｼ703 

みずべのとり 村田浩一／監修 金の星社 2015 488ﾐｽ 

水辺の鳥を観察しよう！ 飯村茂樹／著 ＰＨＰ研究所 2017 488ﾐｽ 

６－６ 水辺の鳥 

６－７ プランクトン・水草 

書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 

珪藻美術館 奥修／文・写真 福音館書店 2020 473ｹｲ 

植物プランクトン 吉田丈人／監修 ほるぷ出版 2018 468ｼﾖ 

ずかんプランクトン 清水洋美／編著 技術評論社 2011 468ｽｶ 

小さなプランクトンの大きな世界 小田部家邦／文 福音館書店 2016 468ﾁｲ 

水草のひみつ 守矢登／著 あかね書房 2005 471ﾐｽ 

水草の森 今森洋輔／絵・文 岩崎書店 2010 468ﾐｽ 
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書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 

アライグマ博士と仲間たち ベン・ルーシャン・バーマ
ン／作 福音館書店 2003 933               

ﾊﾏ705 

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ｵｼ 

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 福音館書店 1980 Eｵ 

川をはさんでおおさわぎ ジョーン・オッペンハイム／
さく アリス館牧新社 1981 Eｶ 

川とノリオ いぬいとみこ／作 理論社 1982 ｲ 

川のいし かみやしん／著 ほるぷ出版 1990 Eｶ 

川の上で ヘルマン・シュルツ／作 徳間書店 2001 943              
ｼﾕ737 

川のぼうけん エリザベス・ローズ／文 岩波書店 2012 Eﾛｽ711 

川べのちいさなモグラ紳士 フィリパ・ピアス／作 岩波書店 2005 
933             

ﾋｱ703 

川はどこからながれてくるの トマス＝ロッカー／さく 偕成社 1992 Eｶ 

川はよみがえる リン・チェリー／作 童話屋 1996 Eｶ 

ガンピーさんのふなあそび ジョン・バーニンガム／さく ほるぷ出版 1976 Eﾊﾆ701 

消えない水たまり 武田晋一／写真・文 偕成社 2011 452ｷｴ 

木が生える沼 武田晋一／写真・文 偕成社 2011 452ｷｶ 

死の川とたたかう 八田清信／著 偕成社 1983 51ﾊ 

少年たちの夏 横山充男／作 ポプラ社 2000 913.6               
ﾖｺ016 

スヴェンさんの橋 アニタ・ローベル／文と絵 セーラー出版 1993 Eｽ 

それからそれから 中野 真典／絵 リトルモア 2020 Eﾅｶ384 

たのしい川べ ケネス・グレーアム／作 岩波書店 1983 933              
ｸﾚ706 

楽しいスケート遠足 ヒルダ・ファン・ストック
ム／作／絵 福音館書店 2009 933              

ｽﾄ738 

なつのかわ 姉崎一馬／著 福音館書店 1988 Eﾅ 

ハヤ号セイ川をいく フィリッパ＝ピアス／作 講談社 1974 93ﾋﾟ 

みどりの川のぎんしょきしょき いぬいとみこ／作 福音館書店 1978 ｲ 

夢の川 マーク・マーティン／作 六耀社 2017 Eﾏﾃ713 

書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 

カジカおじさんの川語り 稗田一俊／文・写真 福音館書店 2014 487ｶｼ 

川とさかなたち 三芳悌吉／ぶん／え 福音館書店 1984 Eｶ 

川ナビブック ２  教育画劇 2010 452ｶﾜ 

川や池の魚 河合典彦／共著 保育社 2004 487ｶﾜ 

サケが帰ってきた！ 奥山文弥／著 小学館 2017 664ｻｹ 

さわがにのあぶく おおたに やすお／ぶん 法藏館 2020 Eﾀﾅ134 

「調べ学習」に役立つ水辺の生きもの 佐々木洋／著 実業之日本社 2011 481ｼﾗ 

たろうめいじんのたからもの 小出保子／さく 福音館書店 2013 Eｺｲ002 

ピリカ、おかあさんへの旅 越智典子／文 福音館書店 2006 Eｻﾜ007 

身近な生き物淡水魚・淡水生物１～３ さいたま水族館／監修 汐文社 2020 481ﾐｼ 

水辺の生き物  山と渓谷社 2002 481ﾐｽ 

６－８ その他（淡水魚など） 

７ 川が舞台のおはなし 
 


