
区分 № 書名 出版者 出版年

1 E あき くものすおやぶんとりものちょう 秋山　あゆ子　さく 福音館書店 2005

2 E かい ちょうちょはやくこないかな 甲斐　信枝　さく 福音館書店 1997

3 E ごみ きいろいのは　ちょうちょ 五味　太郎　作・絵 偕成社 1983

4 E すと サラダとまほうのおみせ カズコ・Ｇ・ストーン　作 福音館書店 1997

5 E たし とべバッタ 田島　征三　作 偕成社 1988

6 E なか ありこのおつかい 石井　桃子　さく 中川　宗弥　え 福音館書店 1968

7 E にし ちょうちょうひらひら まど　みちお　文 にしまき　かやこ　絵 こぐま社 2008

8 E にし むしむしでんしゃ 内田　麟太郎　文 西村　繁男　絵 童心社 2009

9 E はた むしとりにいこうよ！ はた　こうしろう　作 ほるぷ出版 2013

10 E カー くもさんおへんじどうしたの エリック＝カール　さく もり　ひさし　やく 偕成社 1985

11 E デユ ぼく、ムシになっちゃった ローレンス・デイヴィッド　文 デルフィーン・デュラーンド　絵 青山　南　訳 小峰書店 2002

12 E フリ 野はらの音楽家マヌエロ ドン・フリーマン　作 みはら　いずみ　訳 あすなろ書房 2006

13 E レオ ひとあし　ひとあし レオ・レオニ　作 谷川　俊太郎　訳 好学社 1969

14 E ロー ジャイアントジャムサンド ジョン・ヴァーノン・ロード　ぶん・え 安西　徹雄　やく アリス館牧新社 1983

15 E ワイ あめがふるときちょうちょうはどこへ メイ・ゲアリック　文 レナード・ワイスガード　絵 岡部　うた子　訳 金の星社 1974

16 EK かみ せみとりめいじん かみや　しん　作 福音館書店 2001

17 EK たか わたし、くわがた 得田　之久　ぶん たかはし　きよし　え 福音館書店 2011

18 EK たて ぎふちょう 舘野　鴻　作　絵 偕成社 2013

19 EK ひろ スズムシくん 木坂　涼　文 廣野　研一　絵 福音館書店 2013

20 EK まつ よるになると 松岡　達英　さく 福音館書店 2015

21 EM いい むかでのいしゃむかえ 飯野　和好　さく 福音館書店 1998

22 380 の 虫はごちそう！ 野中　健一　著 小峰書店 2009

23 380 よ ハチごはん 横塚　眞己人　写真と文 ほるぷ出版 2018

24 482 ふ ファーブルの昆虫記　上、下 ファーブル　〔著〕 大岡　信　編訳 岩波書店 2000

25 485 え まちぼうけの生態学 遠藤　知二　文 岡本　よしろう　絵 福音館書店 2015

26 485 み ダンゴムシみつけたよ 皆越　ようせい　写真・文 ポプラ社 2002
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６/４「虫の日」にちなみ、虫に関する本を集めました

展示している本プラスアルファ No.３７０（２０１９．６）

５-Daysこども図書館（広島市こども図書館）

〒７３０－００１１ 広島市中区基町５－８３

TEL（０８２）２２１－６７５５ FAX （０８２）２２２－７０２０

※ ＥＫは科学絵本、ＥＭは昔話絵本です
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27 486 あ あわふきむし 藤丸　篤夫　しゃしん 有沢　重雄　ぶん そうえん社 2015

28 486 う 昆虫たちの世渡り術 海野　和男　著 河出書房新社 2016

29 486 く アリの世界 栗林　慧　著 あかね書房 2005

30 486 し ぼくは昆虫カメラマン 新開　孝　写真・文 岩崎書店 2010

31 486 た 鳴く虫の科学 高嶋　清明　写真・文 誠文堂新光社 2013

32 486 つ はじめてのむしのしいくとかんさつ 筒井　学　写真・文 学研教育出版 2015

33 486 な かがやく昆虫のひみつ 中瀬　悠太　著・写真 内村　尚志　絵 ポプラ社 2017

34 486 な おどろきのスズメバチ 中村　雅雄　著 講談社 2013

35 486 ま アリのくらしに大接近 丸山　宗利　文 島田　拓　写真 小松　貴　写真 あかね書房 2015

36 486 み サナギのひみつ 三輪　一雄　著 ポプラ社 2018

37 486 も 虫のくる宿 森上　信夫　写真・文 アリス館 2007

38 486 も ものまね名人ツノゼミ 森島　啓司　文・写真 福音館書店 2012

39 486 や 米が育てたオオクワガタ 山口　進　写真・文 岩崎書店 2006

40 486 よ 昆虫の体重測定 吉谷　昭憲　文・絵 福音館書店 2018

41 640 は はちみつができるまで ひさかたチャイルド 2011

42 750 い わくわく切り紙昆虫館 今森　光彦　作 童心社 2010

43 911 ま むしいっぱい まど　みちお　著 長　新太　絵 理論社 1994

44 913 い ぼくたちけっこうすごいかも いとう　ひろし　作 徳間書店 2014

45 913 お 虫のいどころ人のいどころ おの　りえん　作 秋山　あゆ子　絵 理論社 2013

46 913 し 虫めずる姫の冒険 芝田　勝茂　作 小松　良佳　絵 あかね書房 2007

47 913 な クワガタクワジ物語 中島　みち　著 偕成社 2002

48 913 な 翔太の夏 那須　正幹　作 スカイエマ　絵 旺文社 2008

49 913 も つるばら村のはちみつ屋さん 茂市　久美子　作 柿田　ゆかり　絵 講談社 2005

50 933 き ソフィーとカタツムリ ディック・キング＝スミス　作 デイヴィッド・パーキンズ　絵 石随　じゅん　訳 評論社 2004

51 933 こ ポケットのたからもの レベッカ・コーディル　文 エバリン・ネス　絵 三木　卓　訳 リブリオ出版 2000

52 933 す かわいいゴキブリのおんなの子メイベルのぼうけん ケイティ・スペック　作 おびか　ゆうこ　訳 大野　八生　画 福音館書店 2013

53 933 せ 天才コオロギニューヨークへ ジョージ・セルデン　作 ガース・ウイリアムズ　絵 吉田　新一　訳 あすなろ書房 2004

54 933 た ロアルド・ダールコレクション　１　おばけ桃が行く ロアルド・ダール　著 クェンティン・ブレイク　絵 柳瀬　尚紀　訳 評論社 2005
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休館日 ６/３(月)、６/１０(月)、６/１７(月)、６/２４（月）
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