
書名 著者（出版者） 出版年 請求記号

おおきなポケット 2004年6月号
マイマイおじさんのカタツムリ日記

（福音館書店） 2004 051/ｵｵｷ/2004

NHKやってみようなんでも実験 第4集3
忍者?てんとう虫のひみつ・カタツムリの不思議

（理論社） 2000 407/ｴﾇｴ/

はじめての飼育と栽培 2
かたつむり

生活科を創る会／編
本間正樹／文（小峰書店）

1993 460/ｾｲｶ/

よくわかる生物多様性 2
カタツムリ

中山れいこ／著
アトリエモレリ／制作（くろしお出版）

2011 468/ﾅｶﾔ/11.4

飼い方観察完全ガイド 1学校で飼う身近な生き物
学校で飼う小さな生き物

木村義志／著
小宮輝之／監修（学研）

2007 480/ｷﾑﾗ/07.3

はじめての飼育 3
カタツムリ

東京学芸大学附属
小金井小学校生活科部／指導
本間正樹／文（小峰書店）

2011 480/ﾄｳｷ/11.4

のろり とろり カタツムリ 観察と実験のいろいろ
子ども科学図書館

いぬいみのる／文（大日本図書） 1980 484/ｲﾇｲ/

カタツムリ観察ブック
小田英智／構成・文
久保秀一／写真（偕成社）

2009 484/ｵﾀ/09.6

カタツムリ観察事典
自然の観察事典 13

小田英智／構成・文
久保秀一／写真（偕成社）

1997 484/ｵﾀ/

カタツムリ
草野慎二／写真
栗林慧／写真（アスク）

2008 484/ｸｻﾉ/08.1

カタツムリ
科学のアルバム 動物・鳥6

増田戻樹／写真
小池康之／文（あかね書房）

2005 484/ｺｲｹ/

カタツムリの親子 くるりんまいごになる
ぼくたち親子だよ

武田晋一／写真
西沢杏子／文（旺文社）

2008 484/ﾀｹﾀ/08.1

うずまき・うずまき・かたつむり
かがくだいすき

津田真帆／ぶん・え（大日本図書） 2000 484/ﾂﾀ/

ぼくの庭にきた虫たち 4写真絵本
カタツムリ

佐藤信治／著（農山漁村文化協会） 2009 486/ｻﾄｳ/09.2

ドキドキいっぱい!虫のくらし写真館 24
カタツムリ

高家博成／監修（ポプラ社） 2005 486/ﾀｶｲ/

かめとかたつむりの本
はじめての発見 26

ジルベール・オーブル／原案・制作
ガリマール・ジュネス社／原案・制作
（岳陽舎）

2003 487/ｳﾌﾙ/

夢の技術を次々生み出す自然界の超能力! 3
たてものづくり

鷲見辰美／監修（学研） 2009 500/ｽﾐ/09.2

子どもを食べる大きな木の話
福音館文庫 ショヴォー氏とルノー君のお話集 S-14

レオポルド・ショヴォー／作
出口裕弘／訳（福音館書店）

2003 908/ﾌｸｲ/

ふたりはいい勝負
福音館文庫 ショヴォー氏とルノー君のお話集 S-23

レオポルド・ショヴォー／作
出口裕弘／訳（福音館書店）

2003 908/ﾌｸｲ/

かたつむりの詩 清水たみ子詩集
創作文学シリーズ詩歌 24

清水たみ子／著
内山懋／画（かど創房）

1990 911/ｼﾐｽ/

※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。

かたつむりの本

　かたつむりに関する本を展示しています。かたつむりと言えば、雨ですね。少し早いですが、梅雨の季節に向けて、じっ
くり本を選んではいかがでしょうか。



書名 著者（出版者） 出版年 請求記号

でんでんむしのハガキ
まどみちお／詩
かわかみたかこ／絵（理論社）

2002 911/ﾏﾄ/

でんでんむしの競馬
少年少女／創作文学

安藤美紀夫／〔著〕（偕成社） 1972 913.6/ｱﾝﾄ/

テッちゃんにあげるカタツムリ
草炎社こども文庫 37

北村けんじ／作
今井弓子／絵（草炎社）

1990 913.6/ｷﾀﾑ/

宇宙人のしゅくだい
講談社青い鳥文庫 SLシリーズ

小松左京／作
堤直子／絵（講談社）

2004 913.6/ｺﾏﾂ/

ひみつのかたつむり号
現代童話館 6

佐藤さとる／作
村上勉／画（童心社）

1976 913.6/ｻﾄｳ/

重松清
はじめての文学

重松清／著（文藝春秋） 2007 913.6/ｼｹﾏ/07.7

カタツムリはサーカス名人?
ユウくんはむし探偵

谷本雄治／作
こぐれけんじろう／絵（文溪堂）

2010 913.6/ﾀﾆﾓ/10.7

でんでんむしのかなしみ
新美南吉／作
かみやしん／絵（大日本図書）

1999 913.6/ﾆｲﾐ/

しあわせアパート 仁科幸子／[著]（偕成社） 2011 913.6/ﾆｼﾅ/11.9

夏ものがたり
ものがたり12か月

野上暁／編
高畠那生／画（偕成社）

2008 913.6/ﾉｶﾐ/08.6

かたつむりのおくりもの
はやしさちよ／文
なかむたけんじ／絵（石風社）

2009 913.6/ﾊﾔｼ/09.7

ゆうたの小さなカタツムリ
広越たかし／作
篠崎三朗／絵（国土社）

2001 913.6/ﾋﾛｺ/

ひとしずくのなみだ
宮下木花11歳童話集

宮下木花／作・絵（銀の鈴社） 2006 913.6/ﾐﾔｼ/06.11

猫のラーメン屋
5分で読める41編のメルヘン

和田登／作
和田春奈／画（総和社）

2007 913.6/ﾜﾀ/07.6

ソフィーとカタツムリ
評論社の児童図書館・文学の部屋

ディック・キング=スミス／作
デイヴィッド・パーキンズ／絵（評論社）

2004 933/ｷﾝｸ/

わが家の食卓にようこそ
ホラーセレクション 7

ロアルド・ダール／[ほか]著
赤木かん子／編（ポプラ社）

2006 933/ﾀﾙ/06.3

船乗りサッカレーの怖い話
クリス・プリーストリー／著
デイヴィッド・ロバーツ／画（理論社）

2009 933/ﾌﾘｽ/09.10

ロアルド・ダールコレクション 14
こわいい動物

ロアルド・ダール／著
クェンティン・ブレイク／絵（評論社）

2006 938/ﾀﾙ/06.10

完訳アンデルセン童話集 7
小学館ファンタジー文庫

アンデルセン／[著]
高橋健二／訳（小学館）

2010 949/ｱﾝﾃ/10.3

イソップ寓話集
イソップ／原作
亀山竜樹／訳（国土社）

2003 991/ｲｿｯ/03.9

すたすたかたつむり
えほん・ハートランド 18

あきやまただし／作・絵
（岩崎書店）

1998 E/ｱｷﾔ/

でんでんむしのかなしみ
新美南吉／作
井上ゆかり／絵
（にっけん教育出版社）

2005 E/ｲﾉｳ/



書名 著者（出版者） 出版年 請求記号

リゼッテとかたつむりのうばぐるま
カタリーナ・ヴァルクス／作
ふしみみさを／訳
（クレヨンハウス）

2008 E/ｳｧﾙ/08.7

マイマイとナイナイ
怪談えほん 2

皆川博子／作
宇野亜喜良／絵（岩崎書店）

2011 E/ｳﾉ/11.10

かたつむりみつけた
トミー・ウンゲラー／作
五味太郎／訳（架空社）

1987 E/ｳﾝｹ/

でんでんむし
おはなしのほん

新美南吉／作
織茂恭子／絵
（ハッピーオウル社）

2008 E/ｵﾘﾓ/08.4

かたつむりとさる ラオス・モン族の民話
こどものとも世界昔ばなしの旅 13

ヤン・サン／さいわ
ハー・ダン／したえ（福音館書店）

1997 E/ｶﾀﾂ/

かたつむり
狂言えほん 3

内田麟太郎／文
かつらこ／絵（ポプラ社）

2008 E/ｶﾂﾗ/08.6

カンスケとカタツムリくん
東田直樹／作
唐沢睦子／絵（交通新聞社）

2007 E/ｶﾗｻ/07.7

ちびっこかたつむり
偕成社のペーパーバック絵本

七尾純／作
久保秀一／写真（偕成社）

2001 E/ｸﾎ/

かたつむりのマルゴ
にわの小さななかまたち

A.クリングス／作
奥本大三郎／訳（岩波書店）

2001 E/ｸﾘﾝ/

カタツムリと鯨
評論社の児童図書館・絵本の部屋

ジュリア・ドナルドソン／文
アクセル・シェフラー／絵（評論社）

2007 E/ｼｪﾌ/07.10

かたつむりのグルーイのおはなし
旺文社創作童話

ヴィヴィアン・ウォルシュ／作
J.オットー・シーボルド／絵（旺文社）

2002 E/ｼﾎﾙ/

あかちゃんかたつむりのおうち
ちいさなかがくのとも 52号

いとうせつこ／ぶん
島津和子／え（福音館書店）

2006 E/ｼﾏｽ/06.7

いちはかたつむり、じゅうはかに あしでかぞえるかずのほん
評論社の児童図書館・絵本の部屋

A.P.セイヤー／ぶん
J.セイヤー／ぶん（評論社）

2004 E/ｾｲﾔ/

かたつむり
350シリーズ いきものしゃしんえほん

武田晋一／写真・解説・監修
（ポプラ社）

2006 E/ﾀｹﾀ/06.4

ヨクヨク 9
だいじょうぶ!カタツムリと3つのおはなし

エチエンヌ・ドゥレセール／絵・文
伊江倉藍／訳
（イエプレスコーポレーション）

1998 E/ﾄｩﾚ/

かたつむりタクシーそろりごう
とびだししかけえほん

アゴスティーノ・トライーニ／さく
マッシモ・ミシローリ／さく（大日本絵画）

2009 E/ﾄﾗｲ/09

かたつむり
かがくのとも はじめてであう科学絵本 336号

夏目義一／作（福音館書店） 1997 E/ﾅﾂﾒ/

空をとんだカタツムリ
ネストル・カンディ／作
オスヴァルド・ハリル／絵（新世研）

2003 E/ﾊﾘﾙ/

明りになったかたつむり
大型絵本 25

北畠八穂／文
丸木俊／絵（岩波書店）

1976 E/ﾏﾙｷ/

7いろのにじのものがたり
佐草一優／作
みぞぶちまさる／絵（チャイルド本社）

2008 E/ﾐｿﾌ/08.11

でんでんむし 他一編こぞうさんのおきょう
新美南吉・幼年童話えほん 3

新美南吉／作
村上豊／絵（チャイルド本社）

2005 E/ﾑﾗｶ/


	ＰＤＦ用

