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                   資料展示リスト（201５年７月 1４日～8 月３０日） 

 

   

 

 

 

 
                              

 

 

   ・うんちでわかる どうぶつのこと・・・・・・１～２ 

   も ・しぜんにかえる むしのうんち・・・・・・・２ 

   く ・ヒトのうんち からだのしくみ・・・・・・・３ 

   じ ・やくだつうんち ・・・・・・・・・・・・・３～４ 

     ・うんちのえほんとむかしばなし ・・・・・・４ 

 

うんちでわかる どうぶつのこと  

書  名 著者名 出版社 出版年 請求記号 

イヌはそのときなぜ片足をあげるのか 今泉忠明著 ＴＯＴＯ出版 1992.10 48 ｲ 

ウマがうんこした （しぜんといっしょ ５） 福田幸広しゃしん ゆうきえつこぶん そうえん社 2014.1 489 ｳﾏ 

うんち ニコラ・デイビス文 フレーベル館 2004.6 48 ｳﾝ 

うんち （かがくだいすき） なかのひろみぶん ふくだとよふみしゃしん 福音館書店 2003.4 481 ｳﾝ 

ウンチをしたのはだーれ？ （かがくだいすき） 石原誠ぶん・しゃしん 大日本図書 1999.12 481 ｳﾝ 

うんちとおしっこのひみつ 竹田津実写真・文 国土社 1994.8 48 ｳ 

ウンチのてがみ （かがくだいすき） 石原誠ぶん・しゃしん 大日本図書 2003.2 489 ｳﾝ 

うんちレストラン （ふしぎいっぱい写真絵本 ５） 新開孝写真 ポプラ社 2006.7 481 ｳﾝ 

ずらーりウンチ 西川寛こうせい・ぶん アリス館 2004.3 481 ｽﾗ 

大研究動物うんこ図鑑 国土社編集部編 国土社 2014.8 481 ﾀｲ 

タヌキまるごと図鑑 （子ども科学図書館） 盛口満作 大日本図書 1997.7 489 ﾀﾇ 

たべたらうんち （はっけんたんけんえほん １） 山岡寛人写真と文 ポプラ社 1998.9 E ﾔﾏ 

でっかいぞ！きょうりゅうのうんち たかしよいち文 理論社 1992.2 45 ﾃﾞ 

動物おもしろカミカミうんち学 岡崎好秀著 少年写真新聞社 2012.11 481 ﾄｳ 

動物たべるとうんち （絵本図鑑） 加藤由子構成・文 小学館 1994.1 48 ﾄﾞ 

どうぶつのきたないもの学 シルビア・ブランゼイ文 ジャック・キーリー絵 講談社 1999.12 480 ﾄｳ 

どうぶつえんのたんけん （みぢかなかがく） なかのひろみ文 福田豊文写真 福音館書店 1996.6 48 ﾄﾞ 

フィールド動物観察 （ポケット版学研の図鑑 ９） 〔小宮輝之〕〔監修・指導〕 学習研究社 2004.3 480 ﾌｲ 

ぼくのコレクション 盛口満文・絵 福音館書店 2001.4 460 ﾎｸ 

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 
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書  名 著者名 出版社 出版年 請求記号 

みんなうんち （かがくのとも傑作集 ２２） 五味太郎さく 福音館書店 1977.7 E ｺﾐ 

野生動物ウオッチング （かがくのほん） 田中豊美さく 福音館書店 1994.3 48 ﾔ 

やってみたい総合学習 ５ うんち うんちたんけんたい 

動物園へ行く 
関口シュン絵 草土文化 2000.5 375 ﾔﾂ 

 

しぜんにかえる むしのうんち  

おちばのしたをのぞいてみたら… 皆越ようせい写真と文 ポプラ社 2000.8 E ﾐﾅ 

ずかん落ち葉の下の生きものとそのなかま ミミズくらぶ文・構成 皆越ようせい写真 技術評論社 2013.6 481 ｽｶ 

むしのうんこ 伊丹市昆虫館編 角正美雪こうせい・ぶん 柏書房 2005.3 486 ﾑｼ 

いもむしのうんち   アリス館 1995.9 48 ｲ 

かたつむりのいろいろ色ウンチ  四方圭一郎写真・文 飯田市美術博物館 2013.8 E ｼｶ 

うまれたよ！ダンゴムシ  皆越ようせい写真 小杉みのり構成・文 岩崎書店 2011.3 E ﾐﾅ 

こんにちは！だんごむし  皆越ようせい写真 杉本深由起文 チャイルド本社 2010.11 E ﾐﾅ 

ダンゴムシ （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 2010.3 485 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 2002.7 485 ﾀﾝ 

Ｋｕｍａｄａ Ｃｈｉｋａｂｏ’ｓ ｌｉｔｔｌｅ ｗｏｒｌｄ ２ 熊田千佳慕絵 北川幸比古詩・文 創育 1988.9 48 ｸ 

巣をつくるあなをほる 虫の子育て アンネ・メッラー文絵 今泉みね子訳 岩波書店 2006.11 E ﾒﾗ 

スカラベ 写真昆虫記 今森光彦著 平凡社 1991.12 48 ｽ 

ファーブル昆虫記 １ ファーブル〔著〕 奥本大三郎訳・解説 集英社 1991.3 48 ﾌ 

ファーブルこんちゅう記 １ ファーブル〔著〕 小林清之介文 小峰書店 2006.6 486 ﾌｱ 

ファーブル昆虫記 たまころがし 小林清之介文 松岡達英絵 ひさかたチャイルド 2007.4 E ﾌｱ 

フンを食べる虫 （ジュニア写真動物記 ２８） 今森光彦著 平凡社 1985.9 48 ﾌ 

ふんをたべるむし ふんちゅう  吉谷昭憲さく 福音館書店 1991 E ﾌ 

ふんころがしのめいじんスカラベ  奥本大三郎文 海野和男写真 理論社 2010.4 E ﾌﾝ 

フン虫 （やあ！出会えたね ５） 今森光彦文・写真 アリス館 2006.4 486 ﾌﾝ 

森からの手紙 飯能博物誌 盛口満著 創元社 1995.3 46 ﾓ 

あなたの知らないミミズのはなし 山村紳一郎文 皆越ようせい写真 大月書店 2007.5 483 ｱﾅ 

ダーウィンのミミズの研究  新妻昭夫文 杉田比呂美絵 福音館書店 2000.6 483 ﾀｳ 

ミミズ （科学のアルバムかがやくいのち １３） 皆越ようせい著 あかね書房 2013.3 483 ﾐﾐ 

ミミズの生活を調べよう （やさしい科学） 渡辺弘之著 さ・え・ら書房 1983.6 48 ﾐ 

ミミズのふしぎ （ふしぎいっぱい写真絵本 ３） 皆越ようせい写真・文 ポプラ社 2004.6 483 ﾐﾐ 

ミミズ博士と生きている土  谷本雄治文 つだかつみ絵 偕成社 2004.6 483 ﾐﾐ 

ミミズは耳がいい？ （ユウくんはむし探偵） 谷本雄治作 こぐれけんじろう絵 文渓堂 2009.7 483 ﾐﾐ 
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ヒトのうんち からだのしくみ  

書  名 著者名 出版社 出版年 請求記号 

うんこいってきます！ スギヤマカナヨ作 佼成出版社 2007.6 E ｽｷ 

うんちのえほん （いのちのえほん １５） 藤田紘一郎文 上野直大絵 岩崎書店 2004.7 E ｳｴ 

きみのうんこはどんないろ？  藤森弘構成・文 偕成社 1989.12 49 ｷ 

きみのからだのきたないもの学 シルビア・ブランゼイ文 講談社 1998.5 491 ｷﾐ 

元気のしるし朝うんち 辨野義己・加藤篤共著 少年写真新聞社 2010.9 491 ｹﾝ 

げんきなうんちくん 若山憲作 童心社 1993.6 E ｹﾞ 

スルスルスルリンウンチをだすぞ  すみもとななみえ 少年写真新聞社 2013.2 491 ｽﾙ 

たべものたべたら  中川ひろたか文 保育社 2013.7 E ﾌｼ 

たべもののたび （かこさとしからだの本 ２） かこさとし著 童心社 1982.10 49 ﾀ 

たんけん！人のからだ ５ 坂井建雄文 めぐろみよ絵 岩波書店 1999.11 491 ﾀﾝ 

ドクター・トミーのからだの本 １ うんこはなんでもしって

いる  
田沢梨枝子絵 小峰書店 1993.7 49 ｳ 

よーするに医学えほん おなか編 きむらゆういち作 講談社 2006.11 491 ﾖｽ 

 

やくだつうんち  

アラヤシキの住人たち 本橋成一写真と文 農山漁村文化協会 2015.3 E ﾓﾄ 

ウンコに学べ！ （ちくま新書 ３１６） 有田正光著 筑摩書房 2001.10 
[一般書] 

518.24 ｳﾝ 

うんこはごちそう 伊沢正名写真と文 農山漁村文化協会 2013.12 E ｳﾝ 

うんちの正体 （ポプラサイエンスランド ３） 坂元志歩著 ポプラ社 2015.2 491 ｳﾝ 

うんちのちから ホ・ウンミぶん キム・ビョンホえ 主婦の友社 2006.10 E ｷﾑ 

江戸のくらしから学ぶ『もったいない』 第１巻 秋山浩子文 汐文社 2008.12 382 ｴﾄ 

資源・環境・リサイクル ２ 板倉聖宣監修 小峰書店 2002.4 519 ｼｹ 

シリーズ・世界の家とくらし １ 暑い土地の家 河津千代訳 リブリオ出版 1989.9 52 ｼ 

世界あちこちゆかいな家めぐり  小松義夫文・写真 福音館書店 2004.10 383 ｾｶ 

素材の実験 （くうねるところにすむところ 子どもたちに

伝えたい家の本 １０） 
隈研吾著 

インデックス・コミュ

ニケーションズ 
2005.11 527 ｿｻ 

ちきゅうがウンチだらけにならないわけ 松岡たつひでさく 福音館書店 2013.6 E ﾏﾂ 

土をつくる生きものたち （ちしきのぽけっと １） 谷本雄治文 岩崎書店 2005.11 654 ﾂﾁ 

トイレをつくる未来をつくる  会田法行写真・文 ポプラ社 2014.9 498 ﾄｲ 

トイレのおかげ （たくさんのふしぎ傑作集） 森枝雄司写真・文 福音館書店 2007.10 383 ﾄｲ 

トコトンやさしいバイオガスの本 澤山茂樹著 日刊工業新聞社 2009.6 
[一般書] 

501.6 ﾄコ 

ヒゲとラクダとフンコロガシ インド西端・バルナ村滞在

記 
北尾トロ著 理論社 1999.12 292 ﾋｹ 

肥料と土つくりの絵本 １、２ 農文協編 農山漁村文化協会 2013 613 ﾋﾘ 
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書  名 著者名 出版社 出版年 請求記号 

ぼくのウンチはなんになる？  ツシッタ・ラナシンハ作 秋沢淳子訳 ミチコーポレーション 2006.11 E ﾗﾅ 

マンゴーとバナナ まめじかカンチルのおはなし 
ネイサン・クマール・スコット文 Ｔ．バラジ

絵 
アートン 2006.4 E ﾊﾗ 

綿・家畜からみる南アジア 小西正捷著 小峰書店 2014.4 382 ﾒﾝ 

もしもトイレがなかったら  日本トイレ協会監修 ほるぷ出版 2001.4 518 ﾓｼ 

わたしたちのくらしと家畜 １ 家畜ってなんだろう 池谷和信著 童心社 2013.3 645 ﾜﾀ 

 

うんちのえほんとむかしばなし  

うんこ！ サトシン文 西村敏雄絵 文溪堂 2010.1 E ﾆｼ 

うんこ日記 村中李衣作 川端誠作 ＢＬ出版 2004.7 E ｳﾝ 

うんこのたつじん みずうちきくお文 はたこうしろう絵 ＰＨＰ研究所 2011.7 E ﾊﾀ 

うんたろさん 山脇恭作 はたこうしろう絵 フレーベル館 2001.5 E ﾊﾀ 

うんちしたのはだれよ！ ヴェルナー・ホルツヴァルト文 偕成社 1993.11 E ｳ 

うんちだよ まつおかたつひで作・絵 ポプラ社 2004.9 E ﾏﾂ 

うんちっち ステファニー・ブレイク作 ふしみみさを訳 あすなろ書房 2011.11 E ﾌﾚ 

おー、うんこ 松下美砂子〔著〕 架空社 1997.10 E ﾏﾂ 

くさいくさい！ 和田登文 和田春奈絵 星の環会 2009.12 E ﾜﾀ 

くんくんくんおいしそう 阿部知暁さく 福音館書店 2014.4 E ｱﾍ 

かにむかし 木下順二文 清水崑絵 岩波書店 1976.12 E ｶ 

こいぬのうんち クォン・ジョンセン文 チョン・スンガク絵 平凡社 2000.9 E ﾁﾖ 

こんや、妖怪がやってくる 君島久子文 小野かおる絵 岩波書店 2014.4 E ｵﾉ 

さるとかに 神沢利子／ 赤羽末吉絵 銀河社 1974 E ｱｶ 

ぞうのさんすう ヘルメ・ハイネさく いとうひろしやく あすなろ書房 2000.7 E ﾊｲ 

ダンゴロゴロちゃん タダサトシ作・絵 ＰＨＰ研究所 2014.7 E ﾀﾀ 

ツーティのうんちはどこいった？ 松岡達英絵 越智典子文 偕成社 2001.5 E ﾏﾂ 

ハエくん まちにまったひがやってきました グスティさく 木坂涼やく フレーベル館 2007.1 E ｸｽ 

福岡県の民話 （県別ふるさとの民話 １５） 日本児童文学者協会編 偕成社 1979.10 ﾆ 

ふしぎなしろねずみ チャンチョルムン文 ユンミスク絵 岩波書店 2009.6 E ﾕﾝ 

昔話十二か月 一月の巻、二月の巻  （講談社文庫） 松谷みよ子編 講談社 1986.1 J388.1 ﾑ 

りっぱなうんち きたやまようこ作 あすなろ書房 2010.4 E ｷﾀ 

 

夏休みこども講座「教えて！学芸員さん」 

「うんち・フン・ふ～ん！」 

講師：奥村みほ子さん（県立自然の博物館 学芸員） 

日時：平成 27 年 7 月 30 日（木）14:00～15:30 

会場：埼玉県立久喜図書館１階視聴覚ホール 入場無料 

特別展「うんち・糞・フン  

     ～ダンゴムシからゾウまで～」 
期間：平成27年7月１１日（土）～8月３１日（月） 

会場：県立自然の博物館 

TEL：０４９４－６６－０４０４ 

県立自然の博物館 関連イベント 


