
たまごや幼虫から調べる 

 

◆『いろいろたまご図鑑』 

 ポプラ社 (ＪＲ480/ｲﾛ 児童室）禁帯出 

昆虫、鳥や両生類などのたまごがわかる本です。 

◆『ずら～りイモムシならべてみると…』 

高岡 昌江∥ぶん 安田 守∥しゃしん 

アリス館 （Ｊ486/ﾀｶ 児童室） 

    幼虫のイモムシをくらべている写真絵本です。 

 

   飼
か

いかたを調べよう 

 

◆『昆虫の探し方・飼い方大図鑑』 

藤丸 篤夫∥著 PHP 研究所 

  （Ｊ486/ﾌｼﾞ 児童室） 

◆『虫の飼いかたさがしかた』 

藤丸 篤夫・新開 孝∥[著]  

福音館書店 （Ｊ486/ﾌｼﾞ 児童室） 

 ◆『雑木林の虫の飼いかた』 
   海野 和男・筒井 学・高嶋 清明∥文・写真 

偕成社 （Ｊ486/ｿﾞｳ 児童室） 

◆『飼い方観察完全ガイド 2 

学校で飼うこん虫』 

木村 義志∥著 学研   

（Ｊ480/ｷﾑ/2 児童室） 

 ◆『むし くらしとかいかた』 

    阪口浩平∥監修 

     ひかりのくに （J486/ﾁﾕｳ 103 集密書庫） 

  

    もっとくわしく知りたい人は 

 大人むけの本を読んでみよう。 

 
◆『日本産幼虫図鑑』 

学研（R486.038/ﾆﾎ 自動化書庫） 

（かしだしできない資料です。図書館でよんでね） 

◆『昆虫』 

海野 和男∥解説・写真  

成美堂出版（486.038/ｳﾝ 一般開架） 

◆『昆虫好きの生態観察図鑑 1,2』 

鈴木 欣司・鈴木 悦子∥著        

緑書房（486.038/ｽｽﾞ/1～2 一般開架） 

 

インターネットで調べよう 

     
（最終確認日 2017.6.5） 

◆「虫の写真図鑑」 

   身近に見られる昆虫を中心に 1000 種

類もの昆虫がのっています。調べたい虫

別に検索もできます。 

http://www.insects.jp/konbun.htm 

◆「進化する昆虫図鑑」 

名前、形、すみか、食べ物などから昆虫を

調べることができるサイトです。 

http://chigaku.ed.gifu-u.ac.jp/chigakuhp/html/kyo/

seibutsu/doubutsu/500KonchuTop/index.html 
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わからないこと、もっとくわしく

知りたい人は、図書館のスタッフ

に聞いてみてね。 
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身近
み ぢ か

なところにいる虫（昆虫
こんちゅう

）。

見つけた虫の名前や飼
か

い方を調

べて虫博士になろう。 

パスファインダーとは、いろい

ろなことを調べるときに役にた

つ「道しるべ」のことです。 

こんちゅう 



 

『昆虫図鑑』 

長谷川 哲雄∥絵と文 

ハッピーオウル社（J486/ﾊｾ） 

『野や庭の昆虫』 

中山 周平∥著 一般開架の本です 

小学館（486/ﾅｶ） 

 

（J383/ｵｸ/3） 

『野原や広場の虫』 

藤本 一幸∥著  

保育社（J486/ﾌｼﾞ） 

 まずはキーワードを考えよう。 

調べる手がかりになるカギだよ！ 

 

  

  

 

もっとカギを見つけたいときは、 

じてんを開いてみよう。 

 ◆『学研生物図鑑 昆虫 Ⅰ～Ⅲ』 

学研 （JR486/ｺｳ 36/1～3） 

 

 ◆『昆虫』小池 啓一∥[ほか]指導・執筆 

   小学館 （JR031/ｼﾖ） 

＊貸出できるものもあります。 

   説明文のなかから、心に残ったこと

ばをひろってごらん―。それもキー

ワード。 

 
＼ ほら、キーワードがふえたよ！／ 

 

甲虫
こうちゅう

 羽虫
は む し

 節足
せっそく

動物
どうぶつ

 幼虫
ようちゅう

 

変態
へんたい

（すがたを変えること） 

さなぎ 虫の名前（ﾁｮｳ、ﾄﾝﾎﾞ、

ﾊﾞｯﾀなど） 
 

 

 OPAC
け ん さ く き

でけんさく 

本をさがそう！ 

          

 

 

 

虫の羽の数やかたさなど

で名前を調べられます。 

この本は野原や広場に来

る虫用です。『林の虫』（J486/ﾌｼﾞ）もあり

ます。 

 

 

 

 

 

虫が集まる植物別に名前

を調べることができます。

イラストなので、こまか 

い部分までよくわかります。どの植物の 

近くで見つけたか、から調べよう。 

 

              

 

 

 

 季節や食べた葉の食べあ

と、木のじゅえきに集ま 

 る虫など生活がわかる本 

です。およそ 600 種類の身近な虫がしょう

かいされています。 

 

 

 

 

 

カブトムシなど甲虫、チョ

ウ、トンボなどのなかま 

の中から自分が見つけた虫の名前を調べ

られます。飼い方やどんな虫がきけんかも

調べられます。 

 

 

 

 

 

日本に住んでいる昆虫と、 

昆虫以外のクモやダンゴムシ 

など 10 のなかまに分けて 

います。ポケット版なので外でも使いやす

いサイズです。 

 
 

 

   

 

 
 

                 鳴く虫だけを季節や住んで

いる場所別にしょうかいしています。鳴く

虫は秋の虫だと思っていませんか？他の

季節もいるのです。それぞれ自分に合った

場所に住んでいます。 

 

『野山の鳴く虫図鑑』 

瀬長 剛∥絵・文 偕成社 

（J486/ｾﾅ） 

『学研の図鑑 昆虫』 

学研 (J486/ｺﾝ) 

 

『まなぶっく図鑑 昆虫』 

前園 泰徳∥著 メイツ出版 

 （Ｊ486/ﾏｴ） 
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