
書名 著者（出版者） 出版年 請求記号

安全を守る仕事 3
海上保安庁

国土社編集部／編（国土社） 2010 317/ｺｸﾄ/10.3

日本の妖怪大図鑑 3
海の妖怪

常光徹／監修（ミネルヴァ書房） 2010 388/ﾂﾈﾐ/10.3

まんがで読む防衛白書 2009
ソマリア沖・アデン湾における海賊対処

（防衛省） 2010 392/ﾏﾝｶ/10.3

かずの冒険 海編 香川元太郎／作・絵（小学館） 2010 410/ｶｶﾜ/10.12

深海の世界
科学しかけえほん 新発見シリーズ

ジョン・ウッドワード／ぶん
小坂香保里／やく（大日本絵画）

2010 452/ｳｯﾄ/10

ザバーン! オ・ド・ロ・キ海百科
荒俣宏／監修
なかのひろみ／訳（フレーベル館）

2010 468/ｱﾗﾏ/10.4

深海の女王がゆく
水深一〇〇〇メートルに見たもうひとつの地球

シルビア・アール／著
伯耆友子／訳
（日経ナショナルジオグラフィック社）

2010 468/ｱﾙ/10.7

みんなでかんがえよう!生物多様性と地球環境 3
世界の多様な生きものと環境

（岩崎書店） 2010 468/ﾐﾝﾅ/10.10

大切ないのち、生まれたよ! 3
どうぶつの赤ちゃんフォトストーリー

今泉忠明／監修（学研教育出版） 2010 480/ｲﾏｲ/10.2

うみのいきもの
SUPER KIDS HYAKKA 3さいからのずかん 9

（ひかりのくに） 2010 481/ｳﾐﾉ/10.4

ほんとのおおきさ水族館
小宮輝之／監修
松橋利光／写真（学研教育出版）

2010 481/ｺﾐﾔ/10.3

すいぞく館 原寸大
小学館の図鑑NEO 本物の大きさ絵本

さかなクン／作
松沢陽士／写真（小学館）

2010 481/ｻｶﾅ/10.3

ホネからわかる!動物ふしぎ大図鑑 3
富田京一／監修
（日本図書センター）

2010 481/ﾄﾐﾀ/10.4

ホネホネすいぞくかん
西澤真樹子／監修・解説
大西成明／しゃしん（アリス館）

2010 481/ﾆｼｻ/10.7

深海の不思議な生物
過酷な深海で生き抜くための奇妙な姿と生態

藤倉克則／監修
子供の科学編集部／編
（誠文堂新光社）

2010 481/ﾌｼｸ/10.10

水の生き物
新・ポケット版学研の図鑑 4

（学研教育出版） 2010 481/ﾐｽﾉ/10.7

クラゲ大図鑑
何を食べてる?どうやって刺す?

並河洋／監修（PHP研究所） 2010 483/ﾅﾐｶ/10.7

100の知識サメのなかま
スティーブ・パーカー／著
渡辺政隆／日本語版監修
（文研出版）

2010 487/ﾊｶ/10.11

海獣図鑑
アシカ セイウチ アザラシ

荒井一利／文
田中豊美／画（文溪堂）

2010 489/ｱﾗｲ/10.2

イルカ
ぼくら地球のなかまたち 1

水口博也／文・写真（アリス館） 2010 489/ﾐﾅｸ/10.5

※請求記号の「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。

海の本

　2010年に出版された資料の中から、海について書かれた本、海が舞台になっている本など、海が出てくる本を展示してい
ます。



書名 著者（出版者） 出版年 請求記号

クジラと海とぼく
水口博也／文
しろ／絵（アリス館）

2010 489/ﾐﾅｸ/10.9

「モノ」の仕組み図鑑 4
船・潜水艦

スティーブ・パーカー／著
（ゆまに書房）

2010 508/ﾊｶ/10.9

地球の水SOS図鑑
田中賢治／著
浜口俊雄／著（PHP研究所）

2010 517/ﾀﾅｶ/10.7

水と人びとのくらし
世界と日本の水問題

橋本淳司／著（文研出版） 2010 517/ﾊｼﾓ/10.10

砂上の船 水上の家
アラル海とツバルふたつの水物語

会田法行／写真文（ポプラ社） 2010 519/ｱｲﾀ/10.8

水と環境問題
世界と日本の水問題

橋本淳司／著（文研出版） 2010 519/ﾊｼﾓ/10.11

海の工作図鑑
貝・石・砂・海草・草花でつくる

岩藤しおい／著（いかだ社） 2010 750/ｲﾜﾌ/10.2

波乗り入門
ちくまプリマー新書

出川三千男／著（筑摩書房） 2010 785/ﾃｶﾜ/10.6

21世紀版少年少女世界文学館 5
ロビンソン漂流記

井上靖／企画編集（講談社） 2010 908/ｲﾉｳ/10.11

21世紀版少年少女世界文学館 6
宝島

井上靖／企画編集（講談社） 2010 908/ｲﾉｳ/10.11

ツバメ号とアマゾン号 上
岩波少年文庫

アーサー・ランサム／作
神宮輝夫／訳（岩波書店）

2010 908/ｲﾜﾅ/10.7

海のたまご
岩波少年文庫

ルーシー・M・ボストン／作
猪熊葉子／訳（岩波書店）

1997 908/ｲﾜﾅ/

海の宮殿
フォア文庫

三條星亜／作
裕龍ながれ／画（理論社）

2010 908/ﾌｫｱ/10.1

瀬戸内少年野球団 上 阿久悠／著（金の星社） 2010 913.6/ｱｸ/10.1

海のシルクロード
庄野英二／作
大古尅己／絵（理論社）

2010 913.6/ｼﾖｳ/10.1

赤い髪のミウ
末吉暁子／著
平澤朋子／画（講談社）

2010 913.6/ｽｴﾖ/10.7

潮風に流れる歌 関口尚／著（徳間書店） 2010 913.6/ｾｷｸ/10.2

プカプカ島たんけん
谷真介／作
赤坂三好／絵（理論社）

2010 913.6/ﾀﾆ/10.2

パパとミッポと海の1号室
田部智子／作
小倉正巳／絵（岩崎書店）

2010 913.6/ﾀﾍ/10.2

ブラック・ジャック シャチの贈りもの アニメ版
手塚治虫／原作
藤田晋一／文（金の星社）

2010 913.6/ﾃｽｶ/10.6

時のかなたの人魚の島
シノダ!

富安陽子／著
大庭賢哉／絵（偕成社）

2010 913.6/ﾄﾐﾔ/10.7

ふねにのっていきたいね
長崎夏海／作
おくはらゆめ／絵（ポプラ社）

2010 913.6/ﾅｶｻ/10.5



書名 著者（出版者） 出版年 請求記号

忍者サノスケじいさんわくわく旅日記
たたかう大イルカの巻

なすだみのる／作
あべはじめ／絵（ひくまの出版）

2010 913.6/ﾅｽﾀ/10.6

ザ・ラストメッセージ海猿
小学館ジュニアシネマ文庫

佐藤秀峰／原作
小森陽一／原案・取材（小学館）

2010 913.6/ﾊｼｸ/10.8

遠まわりして、遊びに行こう 花形みつる／作（理論社） 2010 913.6/ﾊﾅｶ/10.2

風よ!カナの島へ
森夏月／作
下平けーすけ／絵（国土社）

2010 913.6/ﾓﾘ/10.9

サリファ ツナミをのりこえて
山本斐子／作
りえきのりえかきのえ／絵（汐文社）

2010 913.6/ﾔﾏﾓ/10.9

海の妖怪ホテル
妖怪ホテル 1

妖怪ホテル編集委員会／編
マスリラ／絵（ポプラ社）

2010 913.6/ﾖｳｶ/10.7

氷の海を追ってきたクロ
井上こみち／文
ミヤハラヨウコ／絵
（学研教育出版）

2010 916/ｲﾉｳ/10.12

シャーロット・ドイルの告白
アヴィ／作
茅野美ど里／訳（あすなろ書房）

2010 933/ｱｳｨ/10.7

チキチキバンバン 1
チキチキバンバンはまほうの車

イアン・フレミング／さく
ジョン・バーニンガム／え
（あすなろ書房）

2010 933/ﾌﾚﾐ/10.9

スピリットベアにふれた島
ベン・マイケルセン／作
原田勝／訳（鈴木出版）

2010 933/ﾏｲｹ/10.9

わたしの世界一ひどいパパ
「弟からの手紙」

クリス・ドネール／作
アレックス・サンデール／画
（福音館書店）

2010 953/ﾄﾈﾙ/10.11

フォスターさんの郵便配達
エリアセル・カンシーノ／作
宇野和美／訳（偕成社）

2010 963/ｶﾝｼ/10.11

ユリシーズ・ムーアと時の扉
ULYSSES MOORE 1

[PierdomenicoBaccalario／著]
金原瑞人／訳（学研パブリッシング）

2010 973/ﾊｯｶ/10.10

にんぎょひめ
[アンデルセン／原作]
高田敏子／文（チャイルド本社）

2010 E/ｱｶｻ/10.1

ピッキーとポッキーのかいすいよく
あらしやまこうざぶろう／ぶん
あんざいみずまる／え
（福音館書店）

2010 E/ｱﾝｻ/10.5

四角いクラゲの子
えほんのもり

今江祥智／文
石井聖岳／絵（文研出版）

2010 E/ｲｼｲ/10.2

カクレクマノミは大きいほうがお母さん
鈴木克美／作
石井聖岳／絵（あかね書房）

2010 E/ｲｼｲ/10.3

かしこいさかなはかんがえた
クリス・ウォーメル／作・絵
吉上恭太／訳（徳間書店）

2010 E/ｳｫﾒ/10.9

たこぷーとぷよよんおばけ おおいじゅんこ／作・絵（教育画劇） 2010 E/ｵｵｲ/10.6

うみのうえでクリスマス オオノヨシヒロ／絵と文（至光社） 2010 E/ｵｵﾉ/10

ネコナ・デール船長
おくはらゆめ／作絵
（イースト・プレス）

2010 E/ｵｸﾊ/10.8

海からきたおじちゃん 織茂恭子／作（童心社） 2010 E/ｵﾘﾓ/10.6



書名 著者（出版者） 出版年 請求記号

さかながこわいクジラ
こころの病気がわかる絵本 3

宮田雄吾／ぶん
海谷泰水／え
（情報センター出版局）

2010 E/ｶｲﾔ/10.2

ふねがきた! 笠野裕一／さく（福音館書店） 2010 E/ｶｻﾉ/10.7

ヘリコプターくんうみをいく
きしらまゆこののりものしかけえほん

きしらまゆこ／作・絵
（ひさかたチャイルド）

2010 E/ｷｼﾗ/10.7

氷海のクロ
語り継ぐ戦争絵本シリーズ 7

神津良子／文
北野美子／絵（郷土出版社）

2010 E/ｷﾀﾉ/10.12

パナンペとペナンペうみのカムイによばれる
上田とし／語り
楠本克子／文
（アイヌ文化振興・研究推進機構）

2010 E/ｷﾀﾊ/10.3

うみべのいちにち
ナタリー・テュアル／作
イリヤ・グリーン／絵（講談社）

2010 E/ｸﾘﾝ/10.7

森の海のとびうおダンサー
こうやちかこ／絵
ふかやあきと／文
（角川学芸出版角川出版企画センター）

2010 E/ｺｳﾔ/10.4

オヤジの海 さくらせかい／作（自由国民社） 2010 E/ｻｸﾗ/10.6

心をビンにとじこめて
オリヴァー・ジェファーズ／文と絵
三辺律子／訳（あすなろ書房）

2010 E/ｼｪﾌ/10.2

ディアナ号がやってきた！
日本人とロシア人に生まれた心の絆

静岡県立吉原高等学校世界の子ども
の心を繋ぐ物語を作る会／作絵
加藤昭夫／編著・監修
（富士市日ロ友好協会）

2010 E/ｼｽｵ/10.5

マグナス・マクシマス、なんでもはかります
キャスリーン・T.ペリー／文
S.D.シンドラー／絵（光村教育図書）

2010 E/ｼﾝﾄ/10.7

リヤ王と白鳥になった子どもたち
シーラ・マックギル=キャラハン／文
ガナディ・スピリン／絵
（冨山房インターナショナル）

2010 E/ｽﾋﾘ/10.6

まいごのしろくま
アンドレ・ダーハン／作
角田光代／訳（学研教育出版）

2010 E/ﾀﾊﾝ/10.8

おつきさまとちいさなくま
アンドレ・ダーハン／作
きたやまようこ／訳（講談社）

2010 E/ﾀﾊﾝ/10.8

サンゴがたいへんだ!
うみの森がなくなっちゃう

さわみつはる／ぶん
つつみきよし／え
（児童環境教育研究会）

2010 E/ﾂﾂﾐ/10.2

カミーユとすてきなうみのおくりもの
きりんのカミーユ

ジャック・デュケノワ／さく
石津ちひろ／やく（大日本図書）

2010 E/ﾃｭｹ/10.7

ひかるもの とくひらようこ／作・絵（リーブル出版） 2010 E/ﾄｸﾋ/10.11

ジュゴンの海
長浜益美／さく・え
前田一舟／解説
（ボーダーインク）

2010 E/ﾅｶﾊ/10.6

かあさんどうして
谷川俊太郎／詩
中村悦子／絵（佼成出版社）

2010 E/ﾅｶﾑ/10.7

ふたごのかいぞく
ウイリアム・ニコルソン／作
谷川俊太郎／訳（復刊ドットコム）

2010 E/ﾆｺﾙ/10.1

イルカの子 姫野ちとせ／絵と文（主婦の友社） 2010 E/ﾋﾒﾉ/10.8

はやくはやくっていわないで
益田ミリ／作
平澤一平／絵（ミシマ社）

2010 E/ﾋﾗｻ/10.11



書名 著者（出版者） 出版年 請求記号

いるかのすむしま
エコ育絵本ちきゅうのなかまたち 5

ひらのてつお／写真・文
（チャイルド本社）

2010 E/ﾋﾗﾉ/10.8

にじいろのさかな0歳の本 1
みんななかよし

マーカス・フィスター／絵
講談社／編（講談社）

2010 E/ﾌｨｽ/10.6

にじいろのさかな0歳の本 2
うみのいきもの

マーカス・フィスター／絵
講談社／編（講談社）

2010 E/ﾌｨｽ/10.6

ぶどう酒びんのふしぎな旅
藤城清治／影絵
アンデルセン／原作（講談社）

2010 E/ﾌｼｼ/10.4

ちいさなタグボートポッポ
セバスチャン・ブラウン／作・絵
まえざわあきえ／訳（徳間書店）

2010 E/ﾌﾗｳ/10.6

うさこちゃんとうみ
ディック・ブルーナ／ぶんえ
いしいももこ／やく（福音館書店）

2010 E/ﾌﾙﾅ/10.4

海と灯台の本
V.マヤコフスキー／文
B.ポクロフスキー／絵
（新教出版社）

2010 E/ﾎｸﾛ/10.9

さあ、ひっぱるぞ!
ケイト・マクマラン／ぶん
ジム・マクマラン／え（評論社）

2010 E/ﾏｸﾏ/10.6

うらしまたろう
日本の昔話えほん 6

山下明生／文
町田尚子／絵（あかね書房）

2010 E/ﾏﾁﾀ/10.5

まんが日本昔ばなし 9
うらしまたろう・きき耳ずきん

川内彩友美／編（講談社） 2010 E/ﾏﾝｶ/10.6

みんなの聖書絵本シリーズ 25
モーセものがたり

日本聖書協会／文（日本聖書協会） 2010 E/ﾐﾝﾅ/10.4

ねこのローズ、氷の島をめざす 吉沢深雪／著（DINOBOX） 2010 E/ﾖｼｻ/10.3

ねこざかなのおしっこ
わたなべゆういち／作・絵
（フレーベル館）

2010 E/ﾜﾀﾅ/10.8

展示期間　2011年４月30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）


