
書名 著者（出版者） 出版年 請求記号

あったよ!野山のごちそう
月刊たくさんのふしぎ 第291号

布施知子／文
棚橋亜左子／絵（福音館書店）

2009 051/ﾀｸｻ/09.6

きになるみがなる
月刊たくさんのふしぎ 115号

越智典子／文
横山敏子／絵（福音館書店）

1994 051/ﾀｸｻ/

日本の地理 3
埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨

井田仁康／監修（学研） 2007 291/ｲﾀ/07.2

世界の保存食 1
果実の保存食

谷澤容子／著
こどもくらぶ／編（星の環会）

2007 383/ﾀﾆｻ/07.10

新・小学校理科の教室 2
実やたねができた

（大日本図書） 2001 407/ｼﾝｼ/

教科書に出てくる生きもの観察図鑑 4
植物

（学研教育出版） 2011 460/ｷｮｳ/11.1

くもんのはじめてのずかん
はな・くだもの・やさい・かいそう

山田卓三／監修
あきびんご／絵（くもん出版）

2010 460/ﾔﾏﾀ/10.10

身近な植物と友だちになる本 4
草のちからたねのふしぎ

おくやまひさし／作（偕成社） 2005 470/ｵｸﾔ/

土にねむるたねのふしぎ 2
林の土から芽がでたよ

松尾洋子／写真
多田多恵子／監修（アリス館）

2010 470/ﾏﾂｵ/10.4

ひっつき虫観察便利帳 ふしぎが楽しい 岩槻秀明／著（いかだ社） 2010 471/ｲﾜﾂ/10.7

たねのりょこう
福音館の科学シリーズ 13

アーマE.ウェバー／ぶん・え
滝沢海南子／やく（福音館書店）

1968 471/ｳｪﾊ/

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 3
モミジのつばさ

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

花のたね・木の実のちえ 4
ドングリとリス

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

花のたね・木の実のちえ 5
オナモミのとげ

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

たねのゆくえ
科学のアルバム 植物10

埴沙萠／著（あかね書房） 2005 471/ﾊﾆ/

たねのずかん とぶ・はじける・くっつく
みるずかん・かんじるずかん 金の本

高森登志夫／え
古矢一穂／ぶん（福音館書店）

1990 471/ﾌﾙﾔ/

世界の不思議な花と果実
さまざまなしくみと彩り

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 3
くだもの

（文溪堂） 2005 498/ﾔｻｲ/

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/

※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。

実りの本

　くだものや木の実など、秋の実りに関する本を集めました。新しい本だけでなく、書庫に入っている資料も展示していま
す。まだまだ暑い毎日ですが、秋の準備はいかがでしょうか。



書名 著者（出版者） 出版年 請求記号

くらべてわかる食品図鑑 5
野菜とくだもの

家庭科教育研究者連盟／編著
田村孝／絵（大月書店）

2008 596/ｶﾃｲ/08.1

食育にやくだつ食材図鑑 2
くだもの

（ポプラ社） 2009 596/ｼﾖｸ/09.3

くわしい!わかる!図解日本の産業 2
野菜・くだもの

保岡孝之／監修（学研） 2006 602/ﾔｽｵ/06.3

発見!植物の力 8
くだもの

小山鐵夫／監修（小峰書店） 2007 615/ｺﾔﾏ/07.4

食べものはかせになろう! 5
野菜・くだものからつくる食べもの

石谷孝佑／監修（ポプラ社） 2010 619/ｲｼﾀ/10.3

身近な食べもののひみつ 4
すがたをかえる果実・種実

（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

リンゴの絵本
そだててあそぼう 54

こいけひろお／へん
かわかみかずお／え
（農山漁村文化協会）

2003 625/ｺｲｹ/

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/

ナシの絵本
そだててあそぼう 68

さわむらゆたか／へん
かじうらいちろう／へん
（農山漁村文化協会）

2006 625/ｻﾜﾑ/06.3

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/

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/

ラッカセイの絵本
そだててあそぼう 15

すずきかずお／へん
ひらのえりこ／え
（農山漁村文化協会）

1999 626/ｽｽｷ/

やさい・くだもの
こどものずかんMio 11

（ひかりのくに） 2005 626/ﾔｻｲ/05.8

どんぐり銀行は森の中
どんぐりあつめて里山づくり

大塚菜生／文（国土社） 2010 654/ｵｵﾂ/10.11

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

ドングリ観察事典
自然の観察事典 16

小田英智／構成・文
久保秀一／写真（偕成社）

1998 657/ｵﾀ/



書名 著者（出版者） 出版年 請求記号

日本どんぐり大図鑑
徳永桂子／著
北岡明彦／監修・解説（偕成社）

2004 657/ﾄｸﾅ/

ドングリ
自然たんけん 15

佐藤有恒／指導
七尾純／構成・文（国土社）

1986 657/ﾅﾅｵ/

ドングリ
科学のアルバム 96

埴沙萠／著（あかね書房） 1987 657/ﾊﾆ/

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/

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 1
どんぐり・まつぼっくり

岩藤しおい／著（いかだ社） 2009 750/ｲﾜﾌ/09.12

まるごとどんぐりスペシャル
おおたきれいこ／著
みやづかなえ／写真
（かもがわ出版）

2010 750/ｵｵﾀ/10.10

あきのあそび
季節・行事の工作絵本 2

竹井史郎／作
笹沼香／絵（岩崎書店）

2010 750/ﾀｹｲ/10.10

ドングリと木のみのこうさく
竹井史郎／作
大森真司／絵（小峰書店）

2003 750/ﾀｹｲ/

くだものいろいろかくれんぼ
これなあに?かたぬきえほん 5

いしかわこうじ／作・絵
（ポプラ社）

2008 E/ｲｼｶ/08.7

くだものぱっくん
ママと赤ちゃんのたべもの絵本 3

真木文絵／さく
石倉ヒロユキ／え（岩崎書店）

2008 E/ｲｼｸ/08.2

ぼくはたねたびをするたねのはなし
甲斐信枝／さく
森田竜義／監修（福音館書店）

2009 E/ｶｲ/09.9

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

たねそだててみよう
みつけようかがく

ヘレンJ.ジョルダン／さく
ロレッタクルピンスキ／え
（福音館書店）

2009 E/ｸﾙﾋ/09.1

これなあに?くだもの
ジュリアンのはじめてえほん 2

（ジュリアン） 2007 E/ｺﾚﾅ/07.1

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/

くだもの
しろたにひでお／[画]
（文化出版局）

1992 E/ｼﾛﾀ/

くだものさん
PETIT POOKA

tuperatupera／さく
（学研教育出版）

2010 E/ﾂﾍﾗ/10.7

どんぐりむらのぼうしやさん
なかやみわ／さく
（学研教育出版）

2010 E/ﾅｶﾔ/10.9

じゃがいもポテトくん
長谷川義史／作・絵
（小学館）

2010 E/ﾊｾｶ/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/

くだものあーん
ふくざわゆみこ／さく・え
（ひかりのくに）

2010 E/ﾌｸｻ/10.2



書名 著者（出版者） 出版年 請求記号

どんぐりどんぐり
こどものとも0.1.2. 128号

降矢なな／さく（福音館書店） 2005 E/ﾌﾘﾔ/2005

くいしんぼうのどんぐりくん
どんぐりくんのことばえほん

まついのりこ／作（講談社） 2010 E/ﾏﾂｲ/10.10

どんぐりひろばの12つき
どんぐりくんのことばえほん

まついのりこ／作（講談社） 2010 E/ﾏﾂｲ/10.11

やくそくのどんぐり
大門高子／文
松永禎郎／絵（新日本出版社）

2010 E/ﾏﾂﾅ/10.9

りんごがコロコロコロリンコ 三浦太郎／作（講談社） 2011 E/ﾐｳﾗ/11.1

くだもの
たべものえほん 2

みえだみなこ／作・絵（ポプラ社） 2008 E/ﾐｴﾀ/08

野をわたる風にのる 植物のたび
大型絵本 かがくとなかよし

アンネ・メッラー／文絵
今泉みね子／訳（岩波書店）

2006 E/ﾒｯﾗ/06.11

たべたのはだれ? 薮内正幸／さく（童心社） 2004 E/ﾔﾌｳ/

たねのはなし
かしこくておしゃれでふしぎな、ちいさないのち

ダイアナ・アストン／文
シルビア・ロング／絵
（ほるぷ出版）

2008 E/ﾛﾝｸ/08.3

展示期間　2011年７月30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）


