
書名 著者（出版者） 出版年 請求記号

世界の保存食 0001考えよう!「もったいない」・食料・環境
谷澤 容子／著
こどもくらぶ／編
（星の環会）

2007 383/ﾀﾆｻ/07.10

はじめての草花あそび 0002
おくやま ひさし／指導
（ポプラ社）

2010 384/ｵｸﾔ/10.3

新・小学校理科の教室 0002  （大日本図書） 2001 407/ｼﾝｼ/

野あそびずかん
福音館のかがくのほん

松岡 達英／さく
（福音館書店）

2003 407/ﾏﾂｵ/

せんせい!これなあに? 0003なまえしらべずかん  （偕成社） 2011 460/ｾﾝｾ/11.10

くらしに役立つ木の実図鑑 人の知恵、種のくふう
楽しい調べ学習シリーズ

いわさ ゆうこ／著
高岡 昌江／著
（PHP研究所）

2014 471/ｲﾜｻ/14.10

ずかん たね 見ながら学習調べてなっとく
近田 文弘／著
久保 秀一／写真
（技術評論社）

2014 471/ｺﾝﾀ/14.8

タネの大図鑑 色・形・大きさがよくわかる
サカタのタネ／監修
ワン・ステップ／編集
（PHP研究所）

2010 471/ｻｶﾀ/10.11

花のたね・木の実のちえ 0004
多田 多恵子／監修
ネイチャー・プロ編集室／編著
（偕成社）

2008 471/ﾀﾀ/08.3

身近な木の実・植物の種図鑑&採集ガイド
多田 多恵子／著
（実業之日本社）

2012 471/ﾀﾀ/12.1

世界の不思議な花と果実 さまざまなしくみと彩り
子供の科学★サイエンスブックス

湯浅 浩史／著
（誠文堂新光社）

2009 471/ﾕｱｻ/09.12

やさいパワー調べて食べて元気なからだ 0003  （文溪堂） 2005 498/ﾔｻｲ/

保存食の絵本 0002
つくってあそぼう 37

こしみず まさみ／へん
（農山漁村文化協会）

2012 588/ｺｼﾐ/12.3

果物のひみつ
やさしい科学 たのしい料理と実験

小竹 千香子／著
（さ・え・ら書房）

2002 596/ｵﾀｹ/

おだんご先生のおいしい!手づくり和菓子 0003
芝崎 本実／著
二木 ちかこ／絵
（童心社）

2015 596/ｼﾊｻ/15.3

農業の発明発見物語 0003
小泉 光久／著
堀江 篤史／絵
（大月書店）

2015 612/ｺｲｽ/15.10

発見!植物の力 0008
小山 鐵夫／監修
（小峰書店）

2007 615/ｺﾔﾏ/07.4

身近な食べもののひみつ 0004  （学研） 2006 619/ﾐｼｶ/06.2

クリの絵本
そだててあそぼう 73

あらき ひとし／へん
かわかみ かずお／え
（農山漁村文化協会）

2007 625/ｱﾗｷ/07.3

くだものノート 知ってたのしい食べてジューシー
いわさ ゆうこ／作
（文化学園文化出版局）

2016 625/ｲﾜｻ/16.3

※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。

実りの本

まだまだ暑い毎日ですが、夏の後には秋がやってきます。木の実やくだものなど、“実りの秋”に関する本を集めました。
ひと足早い秋の気配を感じてみませんか？（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

くだもの王国
絵本図鑑シリーズ 3

さとうち 藍／文
松岡 達英／絵
（岩崎書店）

1987 625/ｻﾄｳ/

ブドウの絵本 
そだててあそぼう 45
たかはし くにあき／へん
さわだ としき／え
（農山漁村文化協会）

2002 625/ﾀｶﾊ/

スイカやイチゴ いろいろなくだもの
たのしい野菜づくり育てて食べよう 8

林 義人／文
高橋 久光／監修
（小峰書店）

2003 625/ﾊﾔｼ/

くだものと木の実いっぱい絵本
ほりかわ りまこ／作
三輪 正幸／監修
（あすなろ書房）

2015 625/ﾎﾘｶ/15.11

カキの絵本
そだててあそぼう 30

まつむら ひろゆき／へん
きくち ひでお／え
（農山漁村文化協会）

2001 625/ﾏﾂﾑ/

食べられたがる果物のヒミツ ゲッチョ先生の果物コレクション
盛口 満／文・絵
（少年写真新聞社）

2013 625/ﾓﾘｸ/13.2

みぢかなしぜんやさい・くだもの  （教育画劇） 2005 626/ﾐｼｶ/

雑木林のおくりもの 里山からのメッセージ
今森 光彦／写真・文
（世界文化社）

2010 653/ｲﾏﾓ/10.5

まつぼっくりノート ひろってふしぎつくってたのしい
いわさ ゆうこ／作
（文化出版局）

2001 653/ｲﾜｻ/

木の本
福音館のかがくのほん

高森 登志夫／え
萩原 信介／ぶん
（福音館書店）

1986 653/ﾊｷﾜ/

ブナの森は宝の山 
平野 伸明／文
野沢 耕治／写真
（福音館書店）

2006 653/ﾋﾗﾉ/06.4

コロコロどんぐりみゅーじあむ
いわさ ゆうこ／著
（アリス館）

2007 657/ｲﾜｻ/07.11

どんぐりノート ひろってうれしい知ってたのしい
いわさ ゆうこ／作
大滝 玲子／作
（文化出版局）

1995 657/ｲﾜｻ/

どんぐりころころ
しぜんにタッチ!

大久保 茂徳／監修
片野 隆司／写真撮影
（ひさかたチャイルド）

2007 657/ｵｵｸ/07.9

山菜と木の実の図鑑
おくやま ひさし／[著]
（ポプラ社）

2003 657/ｵｸﾔ/

ドングリ観察ブック 
小田 英智／構成・文
久保 秀一／写真
（偕成社）

2009 657/ｵﾀ/09.9

ドングリ
科学のアルバム 植物17

埴 沙萠／著
（あかね書房）

2005 657/ﾊﾆ/

どんぐりころころ大図鑑 大きさ、形、いろいろ
星野 義延／監修
飯村 茂樹／写真
（PHP研究所）

2012 657/ﾎｼﾉ/12.11

ひろった・あつめたぼくのドングリ図鑑
ちしきのぽけっと 12

盛口 満／絵・文
（岩崎書店）

2010 657/ﾓﾘｸ/10.10

森の工作図鑑 0001
岩藤 しおい／著
（いかだ社）

2006 750/ｲﾜﾌ/06.10

森の工作図鑑 0001
岩藤 しおい／著
（いかだ社）

2009 750/ｲﾜﾌ/09.12

どんぐり・木の実・おち葉 秋のほっこり工作
ぷち工作クラブ

岩藤 しおい／著
（いかだ社）

2011 750/ｲﾜﾌ/11.9



書名 著者（出版者） 出版年 請求記号

楽しい!どんぐりまつぼっくり落ち葉の工作BOOK
おさだ のび子／著
（ナツメ社）

2011 750/ｵｻﾀ/11.9

どんぐりかいぎ
かがくのとも絵本

こうや すすむ／文
片山 健／絵
（福音館書店）

2012 E/ｶﾀﾔ/12.12

くだものなんだ
幼児絵本シリーズ

きうち かつ／さく・え
（福音館書店）

2007 E/ｷｳﾁ/07.4

どんぐり 
エドワード・ギブス／作
谷川 俊太郎／訳
（光村教育図書）

2014 E/ｷﾌｽ/14.2

ドングリ・ドングラ
コマヤスカン／作
（くもん出版）

2015 E/ｺﾏﾔ/15.2

木の実とともだち みつける・たべる・つくる
松岡 達英／構成
下田 智美／絵と文
（偕成社）

1996 E/ｼﾓﾀ/

りんごのき
世界傑作絵本シリーズ チェコの絵本

エドアルド・ペチシカ／ぶん
ヘレナ・ズマトリーコバー／え
（福音館書店）

1972 E/ｽﾏﾄ/

くだものさん
PETIT POOKA

tupera tupera／さく
（学研教育出版）

2010 E/ﾂﾍﾗ/10.7

くだもの
福音館の幼児絵本

平山 和子／さく
（福音館書店）

1981 E/ﾋﾗﾔ/

ドングリさがして 
ドン・フリーマン／作
ロイ・フリーマン／作
（BL出版）

2012 E/ﾌﾘﾏ/12.10

リスのナトキンのおはなし
ピーターラビットの絵本 0010

ビアトリクス・ポター／さく・え
（福音館書店）

1988 E/ﾎﾀ/

くだものだいすき! 
マレーク・ベロニカ／文と絵
マンディ・ハシモト・レナ／訳
（風濤社）

2011 E/ﾏﾚｸ/11.6

たべたのはだれ? 
薮内 正幸／さく
（童心社）

2004 E/ﾔﾌｳ/

展示期間　2016年8月２日～9月29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）


