
書名 著者（出版者） 出版年 請求記号

メンデルエンドウマメと遺伝の法則
天才!?科学者シリーズ10

ルカ・ノヴェッリ／文・絵
滝川洋二／日本語版監修（岩崎書店）

2009 289.3/ﾒﾝﾃ/09.10

トンボとエダマメ論
何が夢をかなえるのか

猪口孝／著
（西村書店）

2007 304/ｲﾉｸ/07.1

職場体験完全ガイド23
和菓子職人・すし職人・豆腐職人・杜氏

（ポプラ社） 2011 366/ｼｮｸ/11.3

おくむらあやおふるさとの伝承料理3
ヘンシン大豆はえらい

奥村彪生／文
（農山漁村文化協会）

2006 383/ｵｸﾑ/06.3

調べてみよう!日本の職人伝統のワザ1
「食」の職人

（学研教育出版） 2011 502/ｼﾗﾍ/11.2

発酵食品の大研究
おどろきの栄養パワー

小泉武夫／監修
（PHP研究所）

2010 588/ｺｲｽ/10.1

おもしろふしぎ日本の伝統食材5
だいず

おくむらあやお／作
中川学／絵（農山漁村文化協会）

2008 596/ｵｸﾑ/08.3

食育にやくだつ食材図鑑5
米・麦・豆

（ポプラ社） 2009 596/ｼﾖｸ/09.3

漬けものの絵本1
つくってあそぼう31

（農山漁村文化協会） 2009 596/ﾂｹﾓ/09.8

稲、麦、大豆の研究開発
農林水産・研究開発シリーズ

安東郁男／[ほか著]
（草土文化）

2007 616/ｱﾝﾄ/07.4

大豆の大研究
体にいい、地球にやさしい

加藤昇／監修
造事務所／編集・構成（PHP研究所）

2009 616/ｶﾄｳ/09.12

インゲンマメの絵本
そだててあそぼう81

十勝農業試験場菜豆グループ／へん
バンチハル／え（農山漁村文化協会）

2009 616/ﾎﾂｶ/09.2

大研究!!「豆」のひみつがわかる本1
豆はとってもすぐれもの

吉田よし子／総監修
（岩崎書店）

2008 616/ﾖｼﾀ/08.2

大研究!!「豆」のひみつがわかる本2
豆を育ててみよう!

吉田よし子／総監修
（岩崎書店）

2008 616/ﾖｼﾀ/08.3

大研究!!「豆」のひみつがわかる本3
豆でかんたんクッキング

吉田よし子／総監修
（岩崎書店）

2008 616/ﾖｼﾀ/08.3

食べものはかせになろう!1
豆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

ぷるぷるやわらか!とうふ
どうやってできるの?ものづくり絵本シリーズ10

日本豆腐協会／監修
（チャイルド本社）

2008 619/ﾆﾎﾝ/08.1

へんしんだいずくん
しぜんにタッチ!

（ひさかたチャイルド） 2010 619/ﾍﾝｼ/10.12

身近な食べもののひみつ2
すがたをかえる豆

（学研） 2006 619/ﾐｼｶ/06.2

大豆のひみつ
学研まんがでよくわかるシリーズ33

山口育孝／漫画
（学研CB事業部教材資料制作室）

2007 619/ﾔﾏｸ/07.7

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

まめ・マメ・豆の本２

２月３日の節分と言えば豆まきですね。子ども図書研究室では、平成18年度にも豆に関する本を展示しました。今回は、そ
れ以降に収集した本の中から、第２弾として、豆に関する本を展示します。



書名 著者（出版者） 出版年 請求記号

ソラマメの絵本
そだててあそぼう71

こぐれきよし／へん
かとうまふみ／え（農山漁村文化協会）

2007 626/ｺｸﾚ/07.1

食育野菜をそだてる5
だいず

後藤真樹／写真と文
（小峰書店）

2007 626/ｺﾄｳ/07.4

ジャックの豆の木
青い鳥文庫fシリーズ

後藤みわこ／作
ワラビーノ・クーゲ／絵（講談社）

2007 908/ｱｵｲ/07.1

サヤエンドウじいさん
世界の民話

矢崎源九郎／ほか作
むらかみひとみ／絵（日本標準）

2007 908/ﾔｻｷ/07.6

ぼくんち豆腐屋
上條さなえ／作
相沢るつ子／絵（角川学芸出版）

2011 913.6/ｶﾐｼ/11.1

ひらけ!なんきんまめ
竹下文子／作
田中六大／絵（小峰書店）

2008 913.6/ﾀｹｼ/08.11

ミッキーマウス名作集
ミッキーと豆の木★王子と少年★クリスマス・キャロル

しぶやまさこ／文
（偕成社）

2008 933/ｼﾌﾔ/08.3

そばがらじさまとまめじさま
日本の昔話

小林輝子／再話
赤羽末吉／画（福音館書店）

2008 E/ｱｶﾊ/08.10

ねぎぼうずのあさたろう6
みそだまのでんごろうのわるだくみ

飯野和好／作
（福音館書店）

2006 E/ｲｲﾉ/06.11

おとうふやさん
かがくのとも512号

飯野まき／さく
（福音館書店）

2011 E/ｲｲﾉ/11.11

まめくまくん
いでるりこ／作・絵
（ひさかたチャイルド）

2007 E/ｲﾃ/07.3

おんどりとえんどうまめ
ロシアの昔話より

宮川やすえ／ぶん
岩本康之亮／え（チャイルド本社）

2010 E/ｲﾜﾓ/10.7

グリーンピースのあかちゃん
カレン・ベイカー／ぶん
サム・ウィリアムズ／え（主婦の友社）

2007 E/ｳｨﾘ/07.6

グリンピースのいえ
及川賢治／作・絵
竹内繭子／作・絵（教育画劇）

2006 E/ｵｲｶ/06.11

ゆうれいなっとう
苅田澄子／文
大島妙子／絵（アリス館）

2011 E/ｵｵｼ/11.7

まいごのまめのつる
こだまともこ／さく
おりもきょうこ／え（福音館書店）

2011 E/ｵﾘﾓ/11.4

そらまめとわらとすみ
日本民話

川上越子／絵
（鈴木出版）

2008 E/ｶﾜｶ/08.1

グリーンピースはおおあわて
ラプーたんていのじけんぼ2

ベネディクト・ゲチエ／作
野崎歓／訳（クレヨンハウス）

2010 E/ｹｯﾃ/10.7

サムリまめをとりかえすタイの昔話
こどものとも年中向き247号

よしざわようこ／再話
チャイヤン・コムキャウ／絵（福音館書
店）

2006 E/ｺﾑｷ/06.10

ジャックとまめのつる
[ジョゼフ・ジェイコブズ／原作]
（サンスポ開発）

2006 E/ｼｬｯ/06.9

ぜったいぜったいたべないからね!
チャーリーとローラのおはなし

ローレン・チャイルド／さく
みましょうこ／やく（大日本絵画）

2010 E/ﾁｬｲ/10

ふたりのサンドウィッチ
ラーニア・アル・アブドッラー／さく
ケリー・ディプキオ／ぶん（TOブックス）

2010 E/ﾄｩｻ/10.11
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とうふさんがね…
おいしいともだち

とよたかずひこ／さく・え
（童心社）

2009 E/ﾄﾖﾀ/09.9

なっとうさんがね…
おいしいともだち

とよたかずひこ／さく・え
（童心社）

2009 E/ﾄﾖﾀ/09.9

そらまめくんとながいながいまめ
なかやみわ／さく
（小学館）

2009 E/ﾅｶﾔ/09.4

あずきまる
早川純子／さく・え
（農山漁村文化協会）

2008 E/ﾊﾔｶ/08.10

納豆侍まめ太郎でござる
漫画兄弟／著
（幻冬舎）

2008 E/ﾏﾝｶ/08.11

なっとうくん西へいく
三輪一雄／作・絵
（PHP研究所）

2008 E/ﾐﾜ/08.12

ジャックとまめの木
「イギリス民話」より

森山京／文
村上勉／絵（小学館）

2007 E/ﾑﾗｶ/07.5

だいず
みそ・しょうゆ

山本明義／写真
（フレーベル館）

2007 E/ﾔﾏﾓ/07.10

ジャックとまめのき
さくらともこ／再話
米山永一／絵（PHP研究所）

2008 E/ﾖﾈﾔ/08.7

おとうふちゃん
わたなべあや／[作]
（学研）

2009 E/ﾜﾀﾅ/09.9

まめたろう
今西祐行／文
渡辺三郎／絵（チャイルド本社）

2004 E/ﾜﾀﾅ/

Ｂｉｇｂｅａｎｉｅ’ｓｂｅｄ
（『そらまめくんのベッド』英語版）

ｗｒｉｔｔｅｎ ａｎｄ ｉｌｌｕｓｔｒａｔｅｄ ｂｙ Ｍｉｗａ Ｎａ
ｋａｙａ
ｔｒａｎｓｌａｔｅｄ ｂｙ Ｍｉａ Ｌｙｎｎ Ｐｅｒｒｙ

2004 GE/NAK/

豌豆上的公主
（『えんどうまめの上のおひめさま』中国語版）

安徒生／原著
季穎／文（上海辞書出版社）

2005 GE/NIS/

Ｗａｎｄｕｋ’ｏｎｇｗｉｅｓｏｃｈａｎｋｏｎｇｊｕｎｉｍ
（『えんどうまめの上のおひめさま』韓国語版）

〔Ｈ．Ｃ．Ａｎｄｅｒｕｓｅｎ，ｗｏｎｊａｋ〕
〔Ｏｍ Ｇｉｗｏｎ，ｋｕｌ〕
（Ｈａｌｌｉｍ Ｃｈ’ｕｌｐ’ａｎｓａ）

2005 GE/NIS/

展示期間　2011年11月30日～2012年１月31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）


