
書名 著者（出版者） 出版年 請求記号

未来へ伝えたい日本の伝統料理 0003
後藤 真樹／著
小泉 武夫／監修
（小峰書店）

2010 383/ｺﾄｳ/10.4

世界の保存食 0002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/07.11

かこさとしこどもの行事しぜんと生活 0010
かこ さとし／文・絵
（小峰書店）

2012 386/ｶｺ/12.9

里山百年図鑑 野遊びを楽しむ
松岡 達英／作
（小学館）

2008 407/ﾏﾂｵ/08.8

自然観察
新・ポケット版学研の図鑑 16 16

 （学研教育出版） 2013 460/ｼｾﾝ/13.7

森の生きもの
クローズアップ図鑑 9 9

K.テイラー／写真
J.バートン／写真
（岩波書店）

1994 460/ﾃｲﾗ/

カビ・キノコの働き
自然科学シリーズ 26 26

小川 真／著
（小峰書店）

1980 465/ｵｶﾜ/

あなたの知らないカビのはなし
熊田 薫／監修
粕谷 亮美／文・編集
（大月書店）

2010 465/ｸﾏﾀ/10.4

カビの不思議
ちくまプリマーブックス 87 87

椿 啓介／著
（筑摩書房）

1995 465/ﾂﾊｷ/

身近な自然でふるさと学習 0006
守山 弘／監修・著
（小峰書店）

2004 468/ﾓﾘﾔ/

植物のふしぎ
ポプラディア情報館

小林 正明／監修
（ポプラ社）

2011 470/ｺﾊﾔ/11.1

植物のくらし
生きものROM図鑑 美しい写真と動く映像で生きものがよくわか
る!

埴 沙萠／文・写真・映像
（偕成社）

2010 471/ﾊﾆ/10.6

きのこの話
ちくまプリマー新書 176 176

新井 文彦／著
（筑摩書房）

2012 474/ｱﾗｲ/12.3

キノコの世界
科学のアルバム 植物9 植物9

伊沢 正名／著
（あかね書房）

2005 474/ｲｻﾜ/

きのこ
ジュニア図鑑 31 31

上田 俊穂／著
（保育社）

1982 474/ｳｴﾀ/

ほら、きのこが…
たくさんのふしぎ傑作集

越智 典子／文
伊沢 正名／写真
（福音館書店）

2000 474/ｵﾁ/

森のきのこ
絵本図鑑シリーズ 11 11

小林 路子／作
（岩崎書店）

1991 474/ｺﾊﾔ/

きのこ ふわり胞子の舞
ふしぎいっぱい写真絵本 18 18

埴 沙萠／写真・文
（ポプラ社）

2011 474/ﾊﾆ/11.9

きのこのひみつ
学研まんがでよくわかるシリーズ 27 27

ひろ ゆうこ／漫画
（学研CB事業部教材資料制作室）

2007 474/ﾋﾛ/07.3

きのこの不思議 きのこの生態・進化・生きる環境
子供の科学★サイエンスブックス

保坂 健太郎／著
（誠文堂新光社）

2012 474/ﾎｻｶ/12.8

※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。

きのこの本

まだまだ暑い毎日ですが、夏の後には秋がやってきます。“実りの秋”から、「きのこ」にスポットを当てて、きのこの本
を集めてみました。きのこの出てくる絵本や物語をはじめ、図鑑や食べ物の本などにも、きのこは紹介されています。
ひと足早い秋の気配を感じてみませんか？



書名 著者（出版者） 出版年 請求記号

菌類の世界 きのこ・カビ・酵母の多様な生き方
子供の科学★サイエンスブックス
細矢 剛／著
（誠文堂新光社）

2011 474/ﾎｿﾔ/11.7

たおされたカシの木 きのこのちから
文研科学の読み物
吉見 昭一／著
石部 虎二／絵
（文研出版）

1976 474/ﾖｼﾐ/

土をつくる生きものたち 
ちしきのぽけっと 1 雑木林の絵本 1
谷本 雄治／文
盛口 満／絵
（岩崎書店）

2005 481/ﾀﾆﾓ/05.11

キノコを育てるアリ ハキリアリのふしぎなくらし
ドキュメント地球のなかまたち

高家 博成／監修
多摩動物公園ハキリアリ飼育展示グ
ループ／編
（新日本出版社）

2007 486/ﾀｶｲ/07.2

まるごといつもの食材 
学研もちあるき図鑑
木村 義志／監修
松井 淳江／監修
（学研教育出版）

2011 498/ｷﾑﾗ/11.7

農家になろう 0008
農文協／編
（農山漁村文化協会）

2015 610/ﾉｳｻ/15.2

野菜と果物 
小学館の図鑑NEO 20 20
板木 利隆／[ほか]監修・執筆
真木 文絵／企画・執筆
（小学館）

2013 626/ｲﾀｷ/13.4

育てよう!食べよう!野菜づくりの本 0007
小菅 知三／監修
こどもくらぶ／編・著
（ポプラ社）

2003 626/ｺｽｹ/

里山いきもの図鑑 
今森 光彦／写真・文・切り絵
（童心社）

2008 653/ｲﾏﾓ/08.7

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

シイタケの絵本 
そだててあそぼう 35 35
おおもり せいじゅ／へん
いいの かずよし／え
（農山漁村文化協会）

2001 657/ｵｵﾓ/

きのこの絵本 
そだててあそぼう 93 93
こいで ひろし／へん
たかおか ようすけ／え
（農山漁村文化協会）

2010 657/ｺｲﾃ/10.4

きのこの絵本 ちいさな森のいのち
しぜんのほん
小林 路子／文と絵
（ハッピーオウル社）

2008 657/ｺﾊﾔ/08.10

くらやみの谷の小人たち 
いぬい とみこ／作
吉井 忠／画
（福音館書店）

1973 913.6/ｲﾇｲ/

キノシタキノコさん 
とっておきのどうわ
小薗江 圭子／さく
井上 洋介／え
（PHP研究所）

1999 913.6/ｵｿﾉ/

きのこのばけもの 
おはなし12か月 11 11
日本民話の会／編
（国土社）

1991 913.6/ｷﾉｺ/

すすめ!ドクきのこ団 
文研ブックランド
村上 しいこ／作
中川 洋典／絵
（文研出版）

2011 913.6/ﾑﾗｶ/11.11

魔女と空飛ぶきのこ 
魔女の本棚 6 6
ルース・チュウ／作
日当 陽子／訳
（フレーベル館）

2009 933/ﾁﾕｳ/09.1

こねずみとえんぴつ 12のたのしいおはなしとえのほん
世界傑作童話シリーズ
ステーエフ／さく・え
松谷 さやか／やく
（福音館書店）

1982 983/ｽﾃｴ/

なかないで、毒きのこちゃん 森のむすめカテジナのはなし
デイジー・ムラースコヴァー／作
関沢 明子／訳
（理論社）

2010 989/ﾑﾗｽ/10.5

ソケットとおとのまほう 
新井 洋行／作・絵
（フレーベル館）

2007 E/ｱﾗｲ/07.1

くろずみ小太郎旅日記 0008
飯野 和好／[作]
（クレヨンハウス）

2014 E/ｲｲﾉ/14.9
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ぶたときまぐれきのこ 
ユリア ヴォリ／作
しまだ ゆか／訳
（文溪堂）

2011 E/ｳｫﾘ/11.5

いつでもおなかがペッコペコ 
絵本のおもちゃばこ 9 5ひきのこぶたのミュージカル 9
岡本 颯子／作・絵
（ポプラ社）

2005 E/ｵｶﾓ/

まるまるまるごといただきます 
絵本のおもちゃばこ 29 5ひきのこぶたのミュージカル 29
岡本 颯子／作・絵
（ポプラ社）

2008 E/ｵｶﾓ/08.6

パックン!おいしいむかしばなし 
ルーシー・カズンズ／さく・え
灰島 かり／やく
（岩崎書店）

2010 E/ｶｽﾝ/10.3

たのしいふゆごもり 
日本傑作絵本シリーズ
片山 令子／作
片山 健／絵
（福音館書店）

1991 E/ｶﾀﾔ/

いれていれて 
かとう まふみ／作 絵
（教育画劇）

2011 E/ｶﾄｳ/11.9

ほなまた 
わくわくたべものおはなしえほん 9 9
こしだ ミカ／さく・え
（農山漁村文化協会）

2008 E/ｺｼﾀ/08.3

さるのこしかけ 宮沢賢治名作絵本
宮沢 賢治／作
さいとう よしみ／絵
（小学館）

2007 E/ｻｲﾄ/07.3

きのこはともだち さがす・みつける・たべる
松岡 達英／構成
下田 智美／絵と文
（偕成社）

2001 E/ｼﾓﾀ/

きのこ 
だいすきしぜん しょくぶつ 6 高山 栄／指導・絵 
（フレーベル館） 2008 E/ﾀｶﾔ/08.10

ランスロットのきのこがり 
ロボットのランスロット たむら しげる／作 
（偕成社） 2004 E/ﾀﾑﾗ/

きのこのおうち 
めくりしかけえほん ベンジー・デイヴィス／え
上野 和子／やく 
（大日本絵画）2009 E/ﾃｲｳ/09

きのこきのこきのこ 
こどものとも年中向き 188号 188号 中西 恵子／さく 
（福音館書店） 2001 E/ﾅｶﾆ/

まゆとブカブカブー 
こどものとも 549号 やまんばのむすめまゆのおはなし 549号富安 陽子／文
降矢 なな／絵 
（福音館書店）2001 E/ﾌﾘﾔ/

ナミチカのきのこがり 
絵本・こどものひろば 降矢 なな／作 
（童心社） 2010 E/ﾌﾘﾔ/10.9

もりのこびとたち 
世界傑作絵本シリーズ スウェーデンの絵本 エルサ・ベスコフ／さく・え
おおつか ゆうぞう／やく 
（福音館書店）1981 E/ﾍｽｺ/

権大納言とおどるきのこ 
今昔物語絵本 ほりかわ りまこ／作 
（偕成社） 2009 E/ﾎﾘｶ/09.9

ペトロニーユと120ぴきのこどもたち
世界傑作絵本シリーズ フランスの絵本

クロード・ポンティ／さく
やまわき ゆりこ／やく 
（福音館書店）2009 E/ﾎﾝﾃ/09.6

まじかるきのこさん きのこむらはおおさわぎ 
こどもプレス 本 秀康／著 
（イースト・プレス） 2011 E/ﾓﾄ/11.11

まじかるきのこさん 
こどもプレス 本 秀康／作 
（イースト・プレス） 2011 E/ﾓﾄ/11.2

シオドアとものいうきのこ えらくなりすぎたねずみのはなし レオ=レオニ／作
谷川 俊太郎／訳 
（好学社）2011 E/ﾚｵﾆ/11.2

展示期間2015年８月１日～10月５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TEL054-262-1243（資料課）


