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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　花見川図書館花見川団地分館　児童展示

　　　　　　　　　　　　　　　　　　むしのほん　図書リスト

しょめい ちょしゃめい しゅっぱんしゃ せいきゅうきごう タイトルコード

ありのあちち つちはし としこ／さく 福音館書店 Ｅツチ． 1000010568147

かたつむり 得田 之久／さく 福音館書店 Ｅトク． 1000110048127

てんとうむしのとん 得田 之久／さく 福音館書店 Ｅトク． 1000010451926

かまきりのこどもがうまれた 得田 之久／さく 福音館書店 Ｅトク． 1000410059920

とのさまばった 得田 之久／さく 福音館書店 Ｅトク． 1000010583712

いろいろなむし 得田 之久／さく 福音館書店 Ｅトク． 1000010022903

むしをさがそう 得田 之久／さく 福音館書店 Ｅトク． 1000010516792

はっぱのおうち 征矢 清／さく、林 明子／え 福音館書店 Ｅハヤ． 1000010126767

はちみつ ふじわら ゆみこ／文、いせ ひでこ／絵 福音館書店 Ｅイセ 1000110002390

ちいさなにわの ちいさなむしたち 岩本 敏男／さく、いとう ひろし／え 福音館書店 Ｅイト 1000010868006

はらぺこあおむし エリック=カール／さく、もり ひさし／やく 偕成社 Ｅカル 1000110064844

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 Ｅカル 1000010099954

むしたちのおんがくかい 得田 之久／文、久住 卓也／絵 童心社 Ｅクス 1000310086136

むしたちのサーカス 得田 之久／文、久住 卓也／絵 童心社 Ｅクス 1000800855274

むしたちのうんどうかい 得田 之久／文、久住 卓也／絵 童心社 Ｅクス 1000110088882

ヘレン、ようこそどうぶつえんへ マーガレット・ブロイ・グレアム／さく・え、ともの ふゆひこ／やく キッズメイト Ｅグレ 1000010868920

かまきりっこ 近藤 薫美子／著 アリス館 Ｅコン 1000010447700



ほたるホテル カズコ・G・ストーン／作 福音館書店 Ｅスト 1000010586873

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 Ｅスト 1000010520886

しのだけむらのやぶがっこう カズコ・G.ストーン／さく 福音館書店 Ｅスト 1000610055358

ぼく、だんごむし 得田 之久／ぶん、たかはし きよし／え 福音館書店 Ｅタカ 1000800707399

とべバッタ 田島 征三／作 偕成社 Ｅタシ 1000010119515

かまきりのちょん 得田 之久／さく.え 福音館書店 Ｅトク 1000010761613

ありこのおつかい 石井 桃子／さく、中川 宗弥／え 福音館書店 Ｅナカ 1000010048305

ひとあしひとあし レオ・レオニ／作、谷川 俊太郎／訳 好学社 Ｅレオ 1000010041641

これはのみのぴこ 谷川 俊太郎／作、和田 誠／絵 サンリード Ｅワダ 1000010059842

ダンゴムシ 今森 光彦／文・写真 アリス館 485 1000210048317

ダンゴムシみつけたよ 皆越 ようせい／写真・文 ポプラ社 485 1000210066978

まるまるだんごむし 須田 孫七／監修、榎本 功／写真撮影 ひさかたチャイルド 485 1000610042131

こがねぐも 甲斐 信枝／さく、八木沼 健夫／監修 福音館書店 485 1000410032773

やぶかのはなし 栗原 毅／ぶん、長 新太／え 福音館書店 486 1000801771518

カイコの絵本 きうち まこと／へん、もと くにこ／え 農山漁村文化協会 486 1000010614947

162ひきのカマキリたち 得田 之久／さく 福音館書店 486 1000410032779

あり 小林 勇／ぶん・え 福音館書店 486 1000010078685

アリからみると 桑原 隆一／文、栗林 慧／写真 福音館書店 486 1000800739633

あげは 小林 勇／ぶん・え 福音館書店 486 1000010496724

むしのあかちゃん 伊丹市昆虫館／編、奥山 清市／こうせい・ぶん 柏書房 486 1000610059151

むしのうんこ 伊丹市昆虫館／編、角正 美雪／こうせい・ぶん 柏書房 486 1000510021262



ちがうのどれかな 得田 之久／さく 福音館書店 486 1000310045773

昆虫の体重測定 吉谷 昭憲／文・絵 福音館書店 486 1000801682692

昆虫 得田 之久／ぶん・え 福音館書店 486 1000010041367

今森光彦の昆虫教室　とりかた・みつけかた 今森 光彦／作 童心社 486 1000800951950

今森光彦の昆虫教室　くらしとかいかた 今森 光彦／作、廣野 研一／絵 童心社 486 1000800951953

だれだかわかるかい? 今森 光彦／ぶん・写真 福音館書店 486 1000010385971

ぼくのわたしのこんちゅうえん 小林 俊樹／文、津田 櫓冬／絵 福音館書店 486 1000010845829

むしたちのさくせん 宮武 頼夫／文、得田 之久／絵 福音館書店 486 1000800885747

虫さがし 海野 和男／文・写真、筒井 学／文・写真 偕成社 486 1000010555436

虫を採る・虫を飼う・標本をつくる 海野 和男／文・写真、筒井 学／文・写真 偕成社 486 1000010555437

近所の虫の飼いかた　１ 海野 和男／文・写真、筒井 学／文・写真 偕成社 486 1000010591805

近所の虫の飼いかた　２ 海野 和男／文・写真、筒井 学／文・写真 偕成社 486 1000010608119

水辺の虫の飼いかた 海野 和男／文・写真、筒井 学／文・写真 偕成社 486 1000010608621

なく虫ずかん 松岡 達英／え、篠原 栄太／もじ 福音館書店 486 1000010214863


