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 ※ リストの資料は全て北海道立図書館で所蔵しているものです。請求記号の赤いラベルは一般資料、緑色は北方資料になります。 

※ 出版事項は順に、書名・著者名、出版者・発行年・大きさ・本体価格、ISBN を記載しています。 

【小学校 低学年】 

No 出版事項 著者紹介 内容紹介 請求記号 

1 まるごとどんぐりスペシャル  
おおたき/れいこ著  

か も が わ 出 版  2010 63p 
21cm ¥1500 

978-4-7803-0383-4 

1951 年栃木県生まれ。武蔵野
美術大学造形学部産業デザイン

学科卒業。どんぐり遊びの達人。
親子山歩きの隊長歴 25 年。東

京都武蔵野市「地域子ども館・
あそべえ」元館長。 

車、すごろく、カレンダー、やじろべえなど、どんぐりを使った工作
が大集合! 花や草木、虫や石ころを拾うのが好きな子どもたち

と大人たちに贈るどんぐりの本。どんぐりクッキーのレシピも収
録。 

J75 

MA 

2 くすのきだんちのなつやすみ 
武鹿/悦子作  
ひかりのくに 2013 31p 27cm 

¥1200 
978-4-564-01867-1 

1928 年東京都生まれ。2011

年第 50 回児童文化功労賞受
賞。 

くすのきだんちの住人たちは、旅行などでみんなお出かけです。

管理人のもぐはひとりぼっちになってしまいました。そこに、留守
の家からものを盗むルスアラシがやってきて…。くすのきだんちシ

リーズ第 5 弾。 

E 

KU 

3 クヌギくんのぼうし  
古沢/たつお作  
風濤社 2014 1 冊(ページ付な

し) 27cm ¥1500 
978-4-89219-388-0 

1976 年東京生まれ。絵本のワ

ークショップ「あとさき塾」で学ぶ。
第 16 回小学館おひさま大賞優

秀賞を受賞。絵本の作品に「おし
ゃれなからすガラフィーさん」があ

る。 

仲良しのコナラくんとミズナラちゃんと、公園に遊びにきたクヌギ

くん。すべりだいですべっていると、クヌギくんのぼうしがとんでい
ってしまいました。すると、木の上からとりさんの声がして…。 

E 

KU 

4 ロボ木ーと木 
やました/あきのり監修 
海 青 社 2016 32p 26cm 

¥1259 (木育絵本シリーズ) 
978-4-86099-311-5 

 ひかりえんのお誕生会で、ゆうとくんとしんちゃんは木のメダルを

もらいました。しんちゃんが、木のロボット・ロボ木ーのメダルにさ
わると…。ロボ木ー誕生の秘密が明らかになる、木育絵本。見

返しにあらすじなどあり。 

E 

R 

5 ロボ木ーと地球 
やました/あきのり監修 
海 青 社 2017 32p 26cm 

¥1259 (木育絵本シリーズ) 
978-4-86099-312-2 

 今日は、みんなで宇宙へドライブ。宇宙から帰ったロボ木ーと

子どもたちからのメッセージとは? 地球温暖化をわかりやすく伝
える、木育絵本。見返しにあらすじなどあり。 

E 

R 

6 ロボ木ーと森 

やました/あきのり監修 
海 青 社 2015 32p 26cm 

¥1259 (木育絵本シリーズ) 
978-4-86099-310-8 

 こどもたちに木と仲良しになって欲しいチャーリー博士は、木の

ロボット、ロボ木ーをつくりました。ロボ木ーに乗って森へ飛んで
いったゆうとくんは、森の木たちと出会い…。木育絵本。見返し

にあらすじなどあり。 

E 

R 

7 くまとやまねこ  
湯本/香樹実ぶん  
河出書房新社 2008 1 冊(ペ

ー ジ 付 な し ) 19 × 24cm 
\1300 

978-4-309-27007-4 

1959 年東京都生まれ。「夏の

庭-The Friends-」で日本児
童文学者協会新人賞等を受

賞。 

突然、最愛の友だちのことりを亡くしてしまった、くま。暗く閉め

切った部屋に閉じこもっていたが、ある日やまねこと出会った。
やまねこは、くまのためにバイオリンを弾いてくれて…。 

E 

KU 



木育の本のリスト 2 

 

No 出版事項 著者紹介 内容紹介 請求記号 

8 だいすきなマロニエの木  
オーサ・メンデル=ハートヴィッグ
文  

光村教育図書 2015 [27p] 
28cm ¥1400 

978-4-89572-892-8 

スウェーデン消費者連合に勤める

かたわら、子どもの本を書いてい
る。 

春になっても眠ったまま花をつけないマロニエの木は、切られる

ことになった。少女は木の上にすわって切られないようにしようと
思いつくが…。少女と木の友情を通し、命の繫がりを描いたファ

ンタジー。 

E 

D 

9 森のみずなら  
高森/登志夫ぶん/え  

福 音 館 書 店  2011 31p 
31cm ¥1300 

978-4-8340-2628-3 

1947 年千葉県生まれ。東京芸
術大学大学院修了。画家。シェ

ル美術展 1 等賞、日本国際美
術展国立国際美術館賞などを

受賞。作品に「ちいさなき」「野の
草花」など。 

枝いっぱいに葉をひろげ、たくさんのどんぐりを落としたみずなら
も、長い年月を経て少しずつ弱り、やがて倒れ…。春から冬へ

の季節の移り変わりの中で、生命をつないでゆく 1 本のミズナ
ラの物語を簡潔な文と精緻な絵で描く。 

E 

MO 

10 木の音をきく  

リーッタ・ヤロネン文  
猫 の 言 葉 社  2012 [47p] 

26cm ¥2000 
978-4-904196-09-0 

作家。「木の音をきく」でフィンラ

ンディア・ジュニア賞を受賞。 

父親が亡くなり、遠くの町へ引っ越すことになった少女の心に、

父親の思い出が次から次へとよみがえってきた。さびしさとは何
か? 死とは何か? 少女の孤独、新しい生活への不安と期待を

モノローグで綴る。 

E 

KI 

11 夜の神社の森のなか  
大野/隆介作  
ロクリン社 2015 1 冊(ページ

付なし) 31cm ¥1500 （よう
かいろく(妖会録)） 

978-4-907542-21-4 

1970 年東京生まれ。グラフィッ

クデザイナー。絵本、書籍などの
装丁、デザインを数多く手がけ

る。 

神社で遊ぶ子どもたち。一人の少年が、不思議な物を見つけ

鞄にしまった。その夜、少年が再び神社の前を通りかかった時、
落とし物を返してほしいと妖怪が現れた。少年は、見たこともな

い不思議な世界を体験し…。 

E 

Y 

12 自然のふしぎ大図解  
アマンダ・ウッド作  
偕成社  2017 111p 32cm 

¥3000 
978-4-03-971190-8 

著書にさまざまな種類の絵本や

子どもむけの学習書がある。英
国在住。 

自然界とそこにくらす生きものについて知る旅にでかけましょう。

生きもののすみか、植物や動物の種、行動や適応のしかたな
ど、楽しい図でわかりやすく解説。折り込み式のジャケットを広げ

ると裏は大きなポスターになります。 

J46 

SH 

13 里山のヤママユ  
新開/孝写真・文  
小学館クリエイティブ 2017.2 

31p 27cm ¥1400 （ふれあ
い写真えほん） 

978-4-7780-3529-7 

1958 年愛媛県生まれ。愛媛大

学農学部卒業、昆虫学を専攻。
フリーの昆虫写真家。著書に「ヤ

ママユガ観察事典」「カメムシ観
察事典」「虫たちのふしぎ」など。 

里山の雑木林にすむ大きなガ・ヤママユの 1 年を追いかける。

ヤママユの緑色の繭から美しい絹糸「天蚕糸」を紡ぐ様子も紹
介。ヤママユの命をもらって、人間の暮らしに役立てていること

がわかる。見返しにも写真あり。 

J48 

SA 

14 いっしょだよ 小寺卓矢写真・
文  アリス館  2012.5 [32p] 

29cm ¥1400  978-4-
7520-0582-7 

978-4-7520-0582-7 

1971 年神奈川県生まれ。写真
家。「森に息づくいのちの繫がり」

をテーマに北海道の森や自然の
営みを撮影している。著書に「森

のいのち」「だって春だもん」があ
る。 

生まれたばかりの木の芽、並んで咲く可憐な白い花、地面から
顔を出したかわいいきのこたち。森にはたくさんの「いっしょ」の

姿があります。共に生きるいのちを見つめる写真絵本。 

J650 

I 

15 いろいろはっぱ 小寺卓矢写

真・文 アリス館 2017.6 31p 
27cm ¥1400   

978-4-7520-0799-9 

1971 年神奈川県生まれ。写真

家、写真絵本作家。北海道や本
州の森林をフィールドに、森に息

づくいのちの輝きを写真に収めて
いる。著書に「森のいのち」「だっ

て春だもん」など。 

まるがお、あたまでっかち、ほっぺぷっくり、なが〜いくび…。はっ

ぱのかおはみんなちがうよ。みんなが住むところにはどんなはっ
ぱがあるかな? おもに北海道や東北地方に生育する木・草・シ

ダのはっぱを集めた写真絵本。 

J913.8 

I 

16 だって春だもん 小寺卓矢写

真・文 アリス館 2009 [32p] 
26cm ¥1400   

978-4-7520-0442-4 

1971 年神奈川県生まれ。日本

大学農獣医学部卒業。写真家。
著書に「森のいのち」がある。 

オタマジャクシもモモンガも、木や草の芽も、みんなが待っていた

春が森にやってきました! 雪に覆われた森に少しずつ春の気配
が現れる様子を伝える写真絵本。 

J913.8 

KO 

17 森のいのち 小寺卓矢文・写

真  ア リ ス 館  2006 [32p] 
29cm ¥1400   

4-7520-0341-4 

1971 年神奈川県生まれ。日本

大学農獣医学部卒業。写真家。 

森はしんと静まりかえっている。でも耳をすませばほら-いのちの

息づかいが聞こえてくる…。「自然と人といのちのつながり」をテ
ーマに撮影された、北海道の阿寒や東大雪の森の写真集。 

J650 

MO 

【小学校 中学年】 
No 出版事項 著者紹介 内容紹介 請求記号 

18 セコイア  
ジェイソン チン作  

福 音 館 書 店  2011 [36p] 
29cm ¥1300 

978-4-8340-2657-3 

シラキュース大学卒業。作家、画家。
ニューヨーク市内の児童書専門店ブッ

クス・オブ・ワンダーで書店員として働
きながら、児童書画家としての道を歩

きはじめる。ブルックリン在住。 

少年が見上げているのは、世界でいちばん大きな生きもの! 
絶滅に瀕している世界一高い木「セコイア」の真実を語る文

章と、少年が迷い込んだセコイアの森の自然が織りなす美し
い絵本。セコイアの大きな写真しおり付き。 

E 

SE 

19 奇跡の一本松  
なかだ/えり絵・文  
汐 文 社  2011 31p 31cm 

¥1800 
978-4-8113-8826-7 

1974 年岩手県生まれ。法政大

学工学部建築学科修士課程修
了。フリーランスでイラスト、執筆、

建築設計など多分野で活動。著
書に「東京さんぽるぽ」「とらえどこ

ろのない曖昧な輪郭」など。 

2011 年 3 月 11 日。津波に襲われた岩手県陸前高田市

の高田松原で 7 万本もの松が流されたなか、たった 1 本残
った松。人々を励ましている「奇跡の一本松」が、松原の歴

史、何度も襲ってきた津波、そして復興を語る絵本。 

E 

KI 



木育の本のリスト 3 

 

No 出版事項 本の紹介 内容紹介 請求記号 

20 自然のとびら  
ケイ・マグワイア文  
アノニマ・スタジオ 2015 79p 

30×30cm ¥2800 
978-4-87758-741-3 

作家、園芸家。キュー王立植物

園で研究をし、野生生物等に関
する書物等の制作を行っている。 

季節のうつろいを気づかせてくれる庭、食卓をにぎやかにする野

菜畑、植物が根づく森、人々の暮らす街…。一歩踏み出して
近づくと見えるささやかで美しい自然。8 つの場所ごとに、春夏

秋冬それぞれの情景を描く。 

E 

SH 

21 木のすきなケイトさん  
H.ジョゼフ・ホプキンズ文  
BL 出版 2015 [32p] 24×

29cm ¥1600 
978-4-7764-0722-5 

アメリカ合衆国オレゴン州ポート

ランド市在住。 

1883 年に教師としてサンディエゴにやってきた、ケイトさんこと

キャサリン・セションズ。森で育った彼女は、森にいるだけでしあ
わせでしたが、サンディエゴは砂漠の町で…。砂漠を緑の町に

かえたある女性のお話。 

E 

KI 

22 木を植えた男  

ジャン・ジオノ原作  
あすなろ書房 1989 47p 22

×29cm \1456 
4-7515-1431-8 

1895〜1970 年。フランス生ま

れ。銀行勤務、第一次世界大戦
出征を経て、28 年「丘」で文壇

デビュー。作品に「世界の歌」「喜
びは永遠に残る」など。 

フランスの山岳地帯にただ一人とどまり、何十年もの間黙々と

木を植え続け、森を蘇らせた男。荒れはてた地を緑の森によみ
がえらせたエルゼアール・ブフィエの半生。同名の短編映画は’

87 アカデミー賞短編映画賞受賞。その不屈の精神を感動的
に綴る物語絵本。 

J959 

GIO 

23 森へ 星野/道夫文・写真  

福 音 館 書 店  1996 40p 
26cm \1300  

（たくさんのふしぎ傑作集） 
4-8340-1227-1 

1952〜96 年。千葉県生まれ。

慶應義塾大学経済学部卒業。
アラスカの自然と野生動物をテー

マに、撮影活動を続けた。アニマ
賞、木村伊兵衛賞を受賞。著書

に「ノーザンライツ」など。 

南アラスカからカナダにかけて広がる原生林の世界。深い森の

中で出会ったクロクマの親子、コケにおおわれた巨木、倒木、岩
石、インディアンの残したトーテムポール。美しくかつ迫力ある写

真から自然の厳しさが伝わってくる。 

J29 

MO 

24 自然あそびフィールドブック  
ケイ・マグワイア文  

KTC 中央出版  2016 53p 
28cm ¥1500 

978-4-87758-754-3 

作家、園芸家。キュー王立植物
園で研究をし、ガーデニングや野

生生物に関する書物やフィルムの
制作を行っている。 

一歩外に出ると広がる、自然の世界。「ぬりえ」「さがす」「つく
る」「あつめる」など春夏秋冬の季節によりそった遊びを紹介しま

す。絵を描いたり作品を貼る欄もあり、記入した本そのものが
宝物になるようなワークブック。 

J40 

SH 

25 おいでよ森へ  
「おいでよ森へ」プロジェクト編  

ダ イ ヤ モ ン ド 社  2016 75p 
27cm ¥1900 

978-4-478-06607-2 

  豊かな緑を未来の地球に残していくための最初の一歩は、多く
の人が、森を知り、森を楽しむこと-。未来を担う子どもたちに、

写真やイラストで「森」の魅力を伝えます。ワイドページあり。 

J65 

O 

26 森を育てる生きものたち  
谷本/雄治文  

岩崎書店 2008 30p 29cm 
\1400 （ちしきのぽけっと） 

978-4-265-04358-3 

1953 年名古屋市生まれ。プチ
生物研究家。著書に「ぼくは農家

のファーブルだ」等。 

森には葉っぱを食べる虫や、実を食べるけものがいる。それで
も、森が枯れることはない。どうしてだろう? 昆虫を中心とした

森の生きものの暮らしを紹介します。 

J65 

MO 

27 木のなまえノート  
いわさ/ゆうこ作  

文化学園文化出版局  2010 
32p 27cm ¥1400 

978-4-579-40444-5 

武蔵野美術大学造形学部油絵
科卒業。著書に「やさいノート」

「うみにあいに」「どんぐり見聞録」
など。 

マンサク、ハンカチノキ、ハウチワカエデ、ナナカマド、ミヤママタタ
ビ…。いろいろな木の名前のいわれや特徴、似た木などを、写

真やイラストで紹介します。 

J65 

KI 

28 森の工作図鑑 Vol.1 どんぐ
り・まつぼっくり 

岩藤しおい著 
いかだ社 2009 177p 22cm 

¥1900 
4-87051-198-3 

立体イラストレーター。著書に「や
さい畑からのおくりもの」「カンタン

かわいい窓飾りを 100 倍楽しむ
本」など。 

赤や黄色、色とりどりの落ち葉を使って作る、写真立て、アクセ
サリー、人形、しゅりけん、落ち葉絵本などを紹介。いろいろな

形の落ち葉、小枝、木の実を集めて、工作をしましょう。コピー
して使う型紙を掲載。 

 

J75 

MO 

1 

29 森の工作図鑑 Vol.2 落ち葉  

岩藤/しおい著 
いかだ社 2006 277p 22cm 

¥1900 
4-87051-199-1 

立体イラストレーター。著書に「や

さい畑からのおくりもの」「カンタン
かわいい窓飾りを 100 倍楽しむ

本」など。 

どんぐりやまつぼっくりといった木の実を使って作る、人形やアク

セサリー、えんぴつ立て、やじろべえ、おみくじなどを紹介。いろい
ろな形のどんぐり、まつぼっくりや木の実、小枝を集めて、工作を

しましょう。 

J75 

MO 

1 

【小学校 高学年】【その他 おすすめ木育の本】 
No 出版事項 著者紹介 内容紹介 請求記号 

30 くらべてわかる木の葉っぱ 

林/将之‖写真・文山と溪谷社 
2017 159p 26cm ¥1850 

978-4-635-06353-1 

1976 年山口県生まれ。千葉大

学園芸学部卒業。樹木図鑑作
家。編集デザイナー。樹木鑑定

web サイト『このきなんのき』運
営。著書に「葉っぱで調べる身近

な樹木図鑑」など。 

日本で見られるおもな木の葉っぱ約550種類をくらべて紹介。

葉のスキャン画像や、花・実・樹皮・樹形等の生態写真ととも
に、木の概要や見分けポイントなどを解説する。葉の形状イン

デックス付き。 

653.2 

KU 

31 葉っぱで調べる身近な樹木  
濱野/周泰著  

誠 文 堂 新 光 社  2010 95p 
24cm ¥2200 

（子供の科学★サイエンスブックス） 
978-4-416-21015-4 

1953 年生まれ。東京都出身。
東京農業大学教授。専門は造

園樹木学。日本造園学会理事、
樹木医学会理事、社叢学会理

事。 

身近な樹木を厳選し、実物大の葉の写真とともに、学名、樹
高、花期、実が熟す季節のほか、樹種や葉の特徴をわかりやす

く説明する。拾った葉の名前の調べ方なども紹介。 

J65 

HA 
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34 にほんの植物   
アマナイメージズ 2015 152p 
18cm ¥1400  

（プチペディアブック） 
978-4-931109-12-4 

  植物は、私たちに季節を知らせ、時に心を和ませてくれます。た

ね、発芽、生長、開花、枯れるという 5 つのステージに分けて、
さまざまな植物のふしぎについて説明します。親子で、にほんの

植物の知識を学べる本。 

470 

NI 

32 樹の本 パスカル・ド・ブルゴア
ン原案・制作  

岳陽舎  2002 1 冊  19cm 
¥1200  

（はじめての発見） 
4-907737-31-9 

  ごらん、つるっとしたピカピカのマロニエの実だよ! きみの小さな
手にぴったりだね。樹は植物の中で一番大きい。樹を大きさ、

形、色で見わけられるかな。透明のページをめくると絵が一変す
る楽しい本。 

J65 

KI 

33 木のことば森のことば  
高田/宏著  
筑摩書房 2005 155p 18cm 

¥720  
（ちくまプリマー新書） 

4-480-68721-1 

1932 年生まれ。京都市に生ま

れ石川県で育った。京都大学文
学部卒業。作家。「言葉の海へ」

で大沸次郎賞と亀井勝一郎賞
を、「木に会う」で読売文学賞を

受賞。雪国文化賞、旅の文化賞
も受賞。 

息をのむような美しさと怪異ともいうべき荒々しさをあわせ持つ

森の世界。耳をすますと、木や生き物が発する生命の息吹が
聞こえてくる。さあ、静かなドラマに満ちた自然の中へ。 

J914 

TA 

35 日本木造校舎大全  

角皆/尚宏著  
辰巳出版 2017 125p 21cm 

¥1500 
978-4-7778-1862-4 

日本各地の木造校舎を訪ね写

真に収める。 

私たちを懐郷へと誘い、温もりで包みこんでくれる木造校舎。か

つて不登校だった若者が全国各地の木造校舎を訪ねて収めた
写真を収録する。学校としての役目を終えた木造校舎のその

後なども紹介。 

523.1 

NI 

36 昆虫-里山に飛翔する生き
物たち  
海野/和男著  

NHK 出 版  2014 175p 
26cm ¥2400 

978-4-14-081646-2 

1947 年東京生まれ。東京農工

大学農学部卒業。昆虫を中心と
する自然写真家。日本自然科学

写真協会会長、NPO 日本アン
リ・ファーブル会理事。著書に「昆

虫の擬態」「蝶の飛ぶ風景」な
ど。 

勢いのある飛翔、「美」をまき散らす飛翔、たおやかな飛翔…。

チョウ、カミキリムシ、トンボなどの昆虫たちを、空中に舞う姿を
メインにして紹介。翅の模様の鮮やかさ、迫力ある容貌も部分

アップの写真で掲載する。 

486 

KO 

37 森のたからもの探検帳  
飯田/猛著  

世 界 文 化 社  2016 111p 
21cm ¥1500 

978-4-418-16426-4 

散歩家、編集者。世界文化クリ
エイティブの編集者として活躍。

長年、世界文化社にて絵本・児
童書・自然分野の書籍の編集に

携わる。 

リスのエビフライ、シーダローズ、どんぐり…。木の実を中心とし
た森の落とし物には、それぞれ森の物語が隠れている。“散歩

家”の著者が、新しい森の歩き方を写真やスケッチを交えて紹
介する。 

653.27 

MO 

38 野の花さんぽ図鑑  
長谷川/哲雄著  

築地書館 2011 125p 21cm 
¥2000 

978-4-8067-1430-9 

1954 年栃木県生まれ。北海道
大学農学部卒業。専攻は昆虫

学。NHK 文化センター宇都宮
教室ボタニカルアート講座講師。

著書に「森の草花」「のはらのず
かん」「木の図鑑」など。 

250 種類以上の植物の秋から初春までの姿を、繊細で美し
いイラストで紹介するとともに、ウグイスやツグミなどの野鳥も

収載。秋冬の森の散歩の楽しみも解説します。 

653.2 

NO 

39 知りたい北海道の木 100  

佐藤/孝夫著  
亜璃西社 2014 191p 19cm 

¥1800 
978-4-906740-10-9 

 北海道の公園や街路・庭など身近に見られる木 100 種を紹

介した入門書。葉や花の写真を使って、特徴から名前の由来
までを解説する。見返しに「葉の各部の名前」等を掲載。「北

海道樹木図鑑」の姉妹編。 

470.38 

HO 

40 自然遊び入門  

山田/辰美著  
静岡新聞社 2015 127p 15

×21cm ¥1500 
978-4-7838-0773-5 

  春はツバキのお雛さま、夏はシュロのバッタ、秋はススキのオオ

カミ…。草花、葉っぱ、木の実で作るクラフト(造形)の入門
書。作って楽しい&眺めてかわいい、すぐに作れるクラフト作品

を 122 点紹介します。 

750 

SH 

41 自分で作る木のおもちゃ   
ス タ ジ オ タ ッ ク ク リ エ イ テ ィ ブ 

2014 191p 26cm ¥2500 
978-4-88393-678-6 

 作って楽しい、遊んで楽しい、子どもから大人まで夢中で楽しめ
る木のおもちゃの作り方を紹介。かたかた人形、犬のプルトイ、

キッチンシェルフ、おもちゃの家など 15 作品を型紙付きで収録
する。 

754.3 

J 
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