
書名 著者（出版者） 出版年 請求記号

しぜんかんさつずかん 0002見わける!調べる!
おくやま ひさし／写真・文
（ポプラ社）

2016 407/ｵｸﾔ/16.4

しぜんかんさつずかん 0004見わける!調べる!
おくやま ひさし／写真・文
（ポプラ社）

2016 407/ｵｸﾔ/16.4

外来生物ずかん 見る知る考えるずかん
五箇 公一／監修
ネイチャー&サイエンス／編著
（ほるぷ出版）

2016 468/ｺｶ/16.11

田んぼの生き物わくわく探検! さがそう、あぜ道、草むら、水の
中
楽しい調べ学習シリーズ

大澤 啓志／監修
飯村 茂樹／写真
（PHP研究所）

2015 481/ｵｵｻ/15.4

動物の骨
骨の博物館 1

ロブ・コルソン／文
サンドラ・ドイル／イラスト
（辰巳出版）

2015 481/ｺﾙｿ/15.4

密着!動物たちの24時間 熱帯雨林編
[Fleur Star／編著]
小宮 輝之／日本語版監修
（汐文社）

2015 481/ｽﾀ/15.1

たんぼのカエルのだいへんしん
ふしぎいっぱい写真絵本 15

内山 りゅう／写真・文
（ポプラ社）

2009 487/ｳﾁﾔ/09.3

幻のカエル がけに卵をうむタゴガエル
ドキュメント地球のなかまたち

大木 淳一／写真 文
（新日本出版社）

2006 487/ｵｵｷ/06.8

カエル観察ブック
小田 英智／構成・文
桜井 淳史／写真
（偕成社）

2009 487/ｵﾀ/09.6

アカメアマガエル
いきもの写真絵本館

ジョイ・カウリー／文
ニック・ビショップ／写真
（ほるぷ出版）

2005 487/ｶｳﾘ/05.10

アマガエル
草野 慎二／写真
栗林 慧／写真
（アスク）

2007 487/ｸｻﾉ/07.10

世界と日本のカエル大図鑑 地球のカエル大集合!
関 慎太郎／写真・文
松井 正文／監修
（PHP研究所）

2004 487/ｾｷ/

ずらーりカエルならべてみると…
高岡 昌江／ぶん
松橋 利光／しゃしん
（アリス館）

2002 487/ﾀｶｵ/

カエルのたんじょう
科学のアルバム 動物・鳥1 動物・鳥1

種村 ひろし／著
（あかね書房）

2005 487/ﾀﾈﾑ/

にんじゃあまがえる
チャイルド科学絵本館 なんでもサイエンス 3

 
（チャイルド本社）

2016 487/ﾆﾝｼ/16.6

田んぼのコレクション
ふしぎコレクション ９

内山 りゅう／写真・文
（フレーベル館）

2016 616/ｳﾁﾔ/16.2

かえるのエルタ
中川 李枝子／さく
大村 百合子／え
（福音館書店）

1974 913.6/ﾅｶｶ/

ツトムとでんしゃのカミサマ
おはなしだいすき

にしかわ おさむ／ぶん・え
（小峰書店）

2016 913.6/ﾆｼｶ/16.5

※請求記号のうち、「E」は絵本を指しますが、実際の背ラベルでは省略されています。

カエルの本

　梅雨の季節に向けて、直近２年に出版された本と、長年読み継がれてきた本を中心に、カエルの出てくる本を集めまし
た。雨の日も楽しい気分にさせてくれる本がたくさんあります。手に取ってご覧ください。（子ども図書研究室所蔵分）



書名 著者（出版者） 出版年 請求記号

ケロニャンヌ
わくわくライブラリー

安田 夏菜／作
しんや ゆうこ／絵
（講談社）

2015 913.6/ﾔｽﾀ/15.4

たのしい川べ ヒキガエルの冒険
ケネス・グレーアム／作
石井 桃子／訳
（岩波書店）

2006 933/ｸﾚｱ/06.7

しりたがりやのちいさな魚のお話
エルサ・ベスコフ／作・絵
石井 登志子／訳
（徳間書店）

2000 949/ﾍｽｺ/

おへそがえる・ごん 0001
福音館創作童話シリーズ

赤羽 末吉／さく・え
（福音館書店）

1986 E/ｱｶﾊ/

おへそがえる・ごん 0002
福音館創作童話シリーズ

赤羽 末吉／さく・え
（福音館書店）

1986 E/ｱｶﾊ/

おへそがえる・ごん 0003
福音館創作童話シリーズ

赤羽 末吉／さく・え
（福音館書店）

1986 E/ｱｶﾊ/

ごびらっふの独白
声にだすことばえほん

草野 心平／詩
いちかわ なつこ／絵
（ほるぷ出版）

2007 E/ｲﾁｶ/07.3

ケロッポとゆかいななかまたち
いせき ことじ／文
いわはし とくこ／絵
（文芸社）

2016 E/ｲﾜﾊ/16.4

かんがえるカエルくん 
いわむら かずお／作
（福音館書店）

1996 E/ｲﾜﾑ/

まだかんがえるカエルくん
いわむら かずお／作
（福音館書店）

1998 E/ｲﾜﾑ/

あたしもすっごい魔女になるんだ!
魔女のえほん

ミッシェル・ヴァン・ゼブラン／作
金原 瑞人／訳
（小峰書店）

2004 E/ｳｧﾝ/

かえるくんととりのうた
マックス・ベルジュイス／文と絵
清水 奈緒子／訳
（セーラー出版）

1991 E/ｳｪﾙ/

げんきをだしてねかえるくん
マックス・ベルジュイス／文と絵
清水 奈緒子／訳
（セーラー出版）

1993 E/ｳｪﾙ/

おやゆびひめ
ハンス・クリスチャン・アンデルセン／作
スベン・オットー／絵
（童話館出版）

1996 E/ｵｯﾄ/

カエルの目だま
日高 敏隆／文
大野 八生／絵
（福音館書店）

2011 E/ｵｵﾉ/11.5

がまぐちがえるのつゆくさじむしょ
かげやま まき／[作]
（フレーベル館）

2016 E/ｶｹﾔ/16.3

さるとびっき 山形の昔話
こどものとも日本の昔話10のとびら

武田 正／再話
梶山 俊夫／画
（福音館書店）

2016 E/ｶｼﾔ/16.3

かえるのごほうび
日本傑作絵本シリーズ

木島 始／さく
梶山 俊夫／レイアウト
（福音館書店）

1976 E/ｶｼﾔ/

ゆかいなかえる
世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本

ジュリエット・キープス／ぶん・え
いしい　ももこ／やく
（福音館書店）

1964 E/ｷﾌｽ/

かえるのつなひき
こどものとも傑作集 ４８

儀間　比呂志／さく・え
（福音館書店）

1972 E/ｷﾏ/

あまのじゃくなかえる
イ サンベ／ぶん
キム ドンソン／え
（少年写真新聞社）

2005 E/ｷﾑ/



書名 著者（出版者） 出版年 請求記号

こわがりのかえるぼうや
キティ・クローザー／作・絵
平岡 敦／訳
（徳間書店）

2003 E/ｸﾛｻ/

蛙の消滅 蛙のゴム靴初期形
画本宮澤賢治

宮澤 賢治／作
小林 敏也／画
（好学社）

2015 E/ｺﾊﾔ/15.2

かえるをのんだととさん 日本の昔話
こどものとも絵本

日野 十成／再話
斎藤 隆夫／絵
（福音館書店）

2008 E/ｻｲﾄ/08.1

かえるの平家ものがたり
日本傑作絵本シリーズ

日野 十成／文
斎藤 隆夫／絵
（福音館書店）

2002 E/ｻｲﾄ/

イーラちゃんとあめふりピアノ
しまだ ともみ／作
（偕成社）

2015 E/ｼﾏﾀ/15.6

ほたるホテル
こどものとも傑作集 やなぎむらのおはなし

カズコ・G・ストーン／作
（福音館書店）

1998 E/ｽﾄﾝ/

かえる
だいすきしぜん みずのいきもの 1

関 慎太郎／写真
（フレーベル館）

2009 E/ｾｷ/09.5

かえるとカレーライス
福音館の幼児絵本

長 新太／さく
（福音館書店）

1996 E/ﾁｮｳ/

おひめさまとカエルさん
岩波の子どもの本

ハーヴ・ツェマック／文
ケーテ・ツェマック／文
（岩波書店）

2013 E/ﾂｪﾏ/13.9

年をとったひきがえる
バーニース・フレシェット／ぶん
ロジャー・デュボアザン／え
（童話館出版）

2001 E/ﾃｭﾎ/

カエルのおんがくたい
刀根 里衣／絵・文
（小学館）

2016 E/ﾄﾈ/16.6

10ぴきのかえるのピクニック
PHPにこにこえほん

間所 ひさこ／さく
仲川 道子／え
（PHP研究所）

2006 E/ﾅｶｶ/06.3

あおいカエル
長田 真作／え
石井 裕也／ぶん
（リトルモア）

2016 E/ﾅｶﾀ/16.3

かえるのあまがさ
与田凖一おはなしえほん

与田 凖一／[著]
那須 良輔／画
（童心社）

1977 E/ﾅｽ/

とべ、カエル、とべ!
児童図書館・絵本の部屋

ロバート・カラン／ぶん
バイロン・バートン／え
（評論社）

1988 E/ﾊﾄﾝ/

かえるがみえる
まつおか きょうこ／さく
馬場 のぼる／え
（こぐま社）

1975 E/ﾊﾊ/

いまはむかし さかえるかえるのものがたり
まつおか きょうこ／さく
馬場 のぼる／え
（こぐま社）

1987 E/ﾊﾊ/

ジェレミー・フィッシャーどんのおはなし
ピーターラビットの絵本 17

ビアトリクス・ポター／さく・え
（福音館書店）

1983 E/ﾎﾀ/

のねずみチュウチュウおくさんのおはなし
ピーターラビットの絵本 8

ビアトリクス・ポター／さく・え
いしい ももこ／やく
（福音館書店）

1972 E/ﾎﾀ/

かあさんのふしぎよほう
望月 あさひ／ぶん
ほり こずえ／え
（文芸社）

2015 E/ﾎﾘ/15.9

あまがえる先生まよなかのびっくりコンサート
ポプラ社の絵本 10

まつおか たつひで／作
（ポプラ社）

2012 E/ﾏﾂｵ/12.5
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カエルくんのだいはっけん!
松岡 達英／作
（小学館）

2016 E/ﾏﾂｵ/16.5

あまがえるりょこうしゃ トンボいけたんけん
福音館のかがくのほん

松岡 たつひで／さく
（福音館書店）

2004 E/ﾏﾂｵ/

いばりんぼうのカエルくん こわがりのガマくん
松橋 利光／著
（アリス館）

2016 E/ﾏﾂﾊ/16.4

ボクのこときらい? カエルのきもち
わたしのえほん

やすのぶ なおふみ／ぶん
まつはし としみつ／しゃしん
（PHP研究所）

2004 E/ﾏﾂﾊ/

カエルくんのたんこぶ
チューリップえほんシリーズ

宮西 達也／作・絵
（鈴木出版）

2015 E/ﾐﾔﾆ/15.9

カエルくんのおひるね
チューリップえほんシリーズ

宮西 達也／作・絵
（鈴木出版）

2000 E/ﾐﾔﾆ/

ひきがえる
かがくのほん

三芳 悌吉／ぶん・え
（福音館書店）

1977 E/ﾐﾖｼ/

イボイボガエルヒキガエル
三輪 一雄／作 絵
（偕成社）

2005 E/ﾐﾜ/05.10

かえるくんどこにいるの?
かえるくんのほん 2

マーサー・メイヤー／さく
（ほるぷ出版）

2006 E/ﾒｲﾔ/06.3

こんにちはかえるくん!
かえるくんのほん 1

マーサー・メイヤー／さく
（ほるぷ出版）

2006 E/ﾒｲﾔ/06.3

クッツケロ
加藤 志異／作
本 秀康／絵
（学研教育出版）

2015 E/ﾓﾄ/15.9

かえるのかさやさん
えほんのマーチ 3

戸田 和代／作
よしおか ひろこ／絵
（岩崎書店）

2003 E/ﾖｼｵ/

てぶくろ ウクライナ民話
世界傑作絵本シリーズ ソビエトの絵本

エウゲーニー・Ｍ・ラチョフ／え
うちだ　りさこ／やく
（福音館書店）

1965 E/ﾗﾁｮ/

かえるだんなのけっこんしき
ジョン・ラングスタッフ／再話
フョードル・ロジャンコフスキー／絵
（光村教育図書）

2001 E/ﾛｼｬ/

カエルもヒキガエルもうたえる
アーノルド・ローベル／作
エイドリアン・ローベル／彩色
（長崎出版）

2010 E/ﾛﾍﾙ/10.8

展示期間　2017年４月５日～５月30日
〒422-8002　静岡市駿河区谷田53-1　静岡県立中央図書館

子ども図書研究室　TEL 054-262-1243（資料課）


