
県立中央博物館との連携展示 2017年7月22日（土）～9月10日（日）

№ 書名 著者名 出版社

1 あめのひ きのこは……
ホセ=アルエーゴ／絵
エーリアン=デューイ／絵

偕成社

2 ねむいねむいねずみは おなかがすいた ささき まき／作・絵 PHP研究所

3 まのいいりょうし 日本の昔話 赤羽 末吉／画 福音館書店

4 14ひきのあきまつり いわむら かずお／さく 童心社

5 森のおひめさま
ジビュレ・フォン・オル
ファース／作

平凡社

6 ランスロットのきのこがり たむら しげる／作 偕成社

7 おもいのたけ 田島 征三／絵 えほんの杜

8 くさびら もとした いづみ／文 講談社

9 ナミチカのきのこがり 降矢 なな／作 童心社

10 ぼうしのおうち エルサ・ベスコフ／さく・え 福音館書店

11 もりのこびとたち エルサ・ベスコフ／さく・え 福音館書店

12 スマーフ物語2 キングスマーフ ペヨ／作 セーラー出版

 県立中央博物館では、７月２２日（土）～９月１０日（日）まで、「きのこワンダー
ランド」という企画展を行っています。 
 この企画展にあわせて、県立中央図書館の児童資料室でも、きのこについて書かれた
本や、きのこが出てくる絵本や物語の展示をしています。本をとおして、きのこってど
んなものか、そのふしぎさ、おもしろさにふれてみませんか。 
 児童資料室まえのパネル展「きのこのお話と森の文化」もぜひごらんください。 
  
 7月３０日（日） きのこのおはなし会（おはなしの部屋） 
          13:30～14:00 ５歳以上の方はどなたでも入れます。 

おはなしの中の「きのこ」を探してみてください。どんな描かれかたをしているでしょうか？ 
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13 ペトロニーユと120ぴきのこどもたち クロード・ポンティ／さく 福音館書店

14 権大納言とおどるきのこ ほりかわ りまこ／作 偕成社

15 かものむすめ ウクライナ民話 オリガ・ヤクトーヴィチ／絵 福音館書店

16 もぐらとずぼん ズデネック・ミレル／え 福音館書店

17
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 好学社

18 きのこの森のまよいの森のかみさまの森 渡辺 節子／絵 和泉書房

19
セロ弾きのゴーシュより
  「さるのこしかけ」

宮沢 賢治／著 偕成社

20 ふしぎの国のアリス ルイス・キャロル／作 福音館書店

21 魔女と空飛ぶきのこ ルース・チュウ／作 フレーベル館

№ 書名 著者名 出版社

1
きのこはともだち
  さがす・みつける・たべる

松岡 達英／構成 偕成社

2 原色 きのこ 清水 大典／[ほか]著 家の光協会

3 キノコ 矢萩 信夫／著
ニュー・サイ
エンス社

4 おどるキノコイカタケのひみつ 吉見 昭一／著 岩崎書店

5 キノコの女王キヌガサタケが開く! 吉見 昭一／文と写真 大日本図書

6 たおされたカシの木きのこのちから 吉見 昭一／著 文研出版

7
虫をたおすキノコ冬虫夏草(とうちゅうか
そう)

吉見 昭一／文と写真 大日本図書

8 図解観察シリーズ10 身近な植物 旺文社

9 きのこ・こけ・しだ 井上 浩／著 小学館

10 きのこの話 新井 文彦／著 筑摩書房

11 キノコの世界 伊沢 正名／著 あかね書房

12 ほら、きのこが… 越智 典子／文 福音館書店

13 キノコ 大場 裕一／著 くもん出版

14 森のきのこ 小林 路子／作 岩崎書店

15 ふしぎな花キノコ 七宮 清／ぶん 福音館書店

16 きのこふわり胞子の舞 埴 沙萠／写真・文 ポプラ社
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17
きのこの不思議  きのこの生態・進化・
生きる環境

保坂 健太郎／著 誠文堂新光社

18
菌類の世界 きのこ・カビ・酵母の多様な
生き方

細矢 剛／著 誠文堂新光社

19 きのこの絵本 ちいさな森のいのち 小林 路子／文と絵
ハッピーオウ
ル社

20 シイタケの絵本 おおもり せいじゅ／へん
農山漁村文化
協会

21 きのこ 菅原 光二／著 小学館

22 きのこの絵本 こいで ひろし／へん
農山漁村文化
協会

23 きのこ 高山 栄／指導・絵 フレーベル館

24 きのこはげんき 伊沢 正名／写真 講談社

№ 書名 著者名 出版社

1
世界の保存食 2
考えよう!「もったいない」・食料・環境

谷澤 容子／著 星の環会

2 野あそびずかん 松岡 達英／さく 福音館書店

3
栗林慧ひみつの瞬間写真館 3
　時間をとめた生きものたち

栗林 慧／写真 金の星社

4 日本フィールド博物記 菅原 光二／写真・文 小学館

5 カビ・キノコの働き 小川 真／著 小峰書店

6
食べ物で見つけた進化のふしぎ
　ゲッチョ先生の食べ物コレクション

盛口 満／文・絵
少年写真新聞
社

7 土をつくる生きものたち 谷本 雄治／文 岩崎書店

8 すぐできる環境調査3 環境体験学習 梅沢 実／監修 学研

9 すてきにへんな家 タイガー立石／作 福音館書店

10 土の絵本2 日本土壌肥料学会／へん
農山漁村文化
協会

11 身近な食べもののひみつ3 学研

12 里山いきもの図鑑
今森 光彦／写真・文・切り
絵

童心社

13 数え方と単位の本4 飯田 朝子／監修 学研

千葉県立中央図書館　児童資料室作成

食べ物になったり、土を作ったり、きのこは大活躍。思いがけないところにきのこが出てきます。 

あちこち探してみてください。 
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