
本についているラベル     

J465 

オ 

★本をさがすパソコンにでてくるのは 

この記号です 

★分類記号 J…こどもの本 

      Ｎ…きょうどの本 

★うらもみてください 

  飯田
い い だ

市立
し り つ

図書館
と し ょか ん

 

  かび・きのこ・こけ・微生物 についてしらべてみよう 

 

１． しらべるときのキーワード 

 かび、菌
きん

、胞子
ほ う し

、きのこ、こけ、微生物
びせいぶつ

、顕微鏡
けんびきょう

 

２． ことばのだいたいの意味
い み

をつかもう 

 基本的
き ほ んて き

なことを知るために調べたいことの「キーワード」を手がかりに百科
ひゃっか

事典
じ て ん

などをひいてみよう。 

本の名前など 中央図書館 鼎図書館 上郷図書館 MARC 

『ベスト図解百科』学研 Ｊ031/ﾍｽ    

『総合百科事典 ポプラディア』ポプラ社 Ｊ031/ﾎﾌ    

『学研ハイベスト教科事典 生物と環境』学研 Ｊ031/ｶ   9810236855 

３． 本をさがしてみよう 

(１)さがしているテーマ（分野）のたなに行ってみよう 

本の背
せ

には、「ラベル」がついています。そのラベルの一番上
いちばんうえ

の数字
す う じ

は、 

「分類
ぶんるい

記号
き ご う

」といって、その本の内容
ないよう

・なかみをあらわすものです。 

同じような内容の本には同じ分類記号がついています。 

 本はラベルでおくところがきまっています。 

 

 

 

 

 

（２）たなにある本を見てみよう 

 

  〈 かび についての本〉 

本の名前など 中央図書館 鼎図書館 上郷図書館 MARC 

『学研の図鑑 顕微鏡観察』 学研 J463/ケ J463/ケ J460/ｹﾝ 78-07931 

『自然科学シリーズ 26 カビ・キノコの働き』 小峰書店 J465/オ   77-16212 

『自然の中の人間シリーズ［微生物と人間編］5 

微生物から食べものを守る』 農文協 

J465/シ  J465/ｼ 97011546 

『トコトンやさしい「カビの本」』日刊工業新聞社 465/ﾄｺ  465/ﾄｺ 07000105 

『おおきなしぜんちいさなしぜん《かがく》8 かび』フレーべル館 J408/オ  J408/ｵ 95007686 

『カビの不思議』 筑摩書房 Y080/チ   95001941 

『カビと酵母 生活の中の微生物』 八坂書房 465/ｺｻ   98008229 

『ウイルス！細菌！カビ！原虫！』くもん出版 J465/ﾌｶ J465/ﾌ J465/ﾌｶ 10026021 

『あなたの知らないカビのはなし』大月書店 465/ｱﾅ 465/ｱ J465/ｱﾅ 10019827 

   

←分類記号  

←図書記号    

 

請求
せいきゅう

記号
き ご う

 
   関係

かんけい

するテーマの分類
ぶんるい

記号
き ご う

 

J465 かび 465 かび・微生物 

J465 微生物 474 植物 

J474 きのこ 657 きのこ 

 



〈 きのこ についての本〉 

本の名前など 中央図書館 鼎図書館 上郷図書館 MARC 

『そだててあそぼう 93 きのこの絵本』農文協 J657/ｷﾉ J657/ｷﾉ J657/ｷﾉ 10024873 

『ほら、きのこが…』(たくさんの不思議傑作集)福音館書店 J049/タ J474/オ J474/オ 95154755 

『図解観察シリーズ身近な植物 10 キノコ』旺文社 J470/ス   92014926 

『カラー版自然と科学 8 日本のキノコ』岩崎書店 J474/ヨ  J474/ヨ 81-18285 

『カラー版自然と科学 31  

おどるキノコイカタケのひみつ』岩崎書店 

J474/ヨ  J474/ヨ 83-12178 

『フィールドベスト図鑑日本の毒きのこ』学研 J474/ﾆﾎ   03047533 

『自然観察と生態シリーズ 6 きのこ・こけ・しだ』小学館 J473/イ   79-16075 

 

 

  〈 こけ についての本〉 

本の名前など 中央図書館 鼎図書館 上郷図書館 MARC 

『小学館の図鑑 NEO 植物』小学館 J470/ｼﾖ  J470/ｼﾖ 02030962 

『野外観察図鑑 2 植物』旺文社 J470/ｼﾖ J470/シ  85-13881 

『科学のアルバムコケの世界』あかね書房 J475/ｲｻ J475/イ J475/ｲｻ 05011316 

『ここにも、こけが…』(たくさんのふしぎ傑作集)福音館書店 J475/ｵﾁ J080/タ J080/タ 10026814 

 

 

  〈 微生物 についての本〉 

本の名前など 中央図書館 鼎図書館 上郷図書館 MARC 

『写真でビックリ！目に見えないこわ～い虫たち』 汐文社 J465/ﾊｶ   06057026 

『空きビンの中のミクロの社会』 さ・え・ら書房 J465/イ  J465/イ 9201717175 

『目に見えない生き物たち』 筑摩書房 J465/ﾂﾀ   88-12420 

『学研の図鑑 顕微鏡観察』 学研 J463/ケ J463/ｹ J460/ｹﾝ 78-07931 

『微生物の世界を探検しよう』 Ｊ465/ｱﾀ   09003992 

 

 

  〈 顕微鏡 についての本〉 

本の名前など 中央図書館 鼎図書館 上郷図書館 MARC 

『顕微鏡大作戦』誠文堂新光社 J460/ﾔﾏ  J460/ﾔﾏ 05030776 

『ふしぎなふしぎなミクロの世界』 J460/ｸﾚ J460/ｸ J460/ク 03011118 

『顕微鏡の世界』原色ワイド図鑑 学研 J465/ケ   03003836 

『新版顕微鏡観察シリーズ顕微鏡観察の基本』地人書館 Ｊ460/ｹﾝ    

『新版顕微鏡観察シリーズ植物の顕微鏡観察』地人書館 Ｊ470/ｼﾖ   98052810 

『新版顕微鏡観察シリーズ動物の顕微鏡観察』地人書館 Ｊ480/ﾄｳ   98052967 

 

 

 

★ ほんのばしょがわからないときは、としょかんのひとにきいてください 


