
タイトル 著者 訳/監修 出版社 出版年
蜜蜂マアヤ ボンゼルス 実吉捷郎／訳 岩波書店 1937
新養蜂 徳⽥義信 実業図書 1958
朝⽇ラルース 週刊世界動物百科165 朝⽇新聞社 1974
先師蜂友 渡辺孝 ⽇本養蜂振興会 1978
ハチヤさんの旅 沢⽊耕太郎 福⾳館書店 1987
蜜蜂乱舞 吉村 昭 新潮社 1987
ミツバチ (ニュートン ジュニア ブックス―動物
たちの⽣活シリーズ)

今泉吉典 監修 教育社 1987

みつばちマーヤ 世界名作ファンタジー (29) 平⽥ 昭吾 成⽥ マキホ (イラスト) ポプラ社 1987
ミツバチ―おすはささない (⽣き⽣き動物の国) ⼤⾕剛 誠⽂堂新光社 1988
スズメバチはなぜ刺すか 松浦 誠 北海道⼤学出版会 1988

昆⾍物語 みなしごハッチ １どこにいるのママ
吉⽥⻯夫とタツノコ
プロ

⼩学館 1989

昆⾍物語 みなしごハッチ ２ぼくはまけない
吉⽥⻯夫とタツノコ
プロ

⼩学館 1989

花に引き寄せられる動物 花と送粉者の共進化 井上⺠⼆・加藤真 平凡社 1993

New Perspectives on Varroa Andrew Matheson
Int. Bee Research
Association

1994

養蜂の科学 (昆⾍利⽤科学シリーズ) 佐々⽊ 正⼰ サイエンスハウス 1994
養蜂記 杉浦 明平 中央公論社 1995

みつばちマーヤの冒険
ワルデマル・ボンゼ
ルス

熊⽥千佳慕／絵 ⼩学館 1996

ミツバチ観察事典 ⼩⽥英智 藤丸篤夫 写真 偕成社 1996
スズメバチの科学 ⼩野 正⼈ 海游舎 1997
ニホンミツバチ誌 岡⽥ ⼀次 ⽟川⼤学出版部 1997

Honey Bee Pests, Predators and Diseases
Roger A. Morse &
Kim Flottum

A.I. Root Company 1997

はちみつ ⽉刊かがくのとも 1997年4⽉号 ふじわら ゆみこ いせ ひでこ (イラスト) 福⾳館書店 1997
⼭・野草ハンドブック671種 ⼭⼝昭彦 婦⼈⽣活社 1997
ミツバチ利⽤の昔と今 松⾹光夫 (株)パステル 絵 農⼭漁村⽂化協会 1998

校庭の雑草
岩瀬徹・川名興・中
村俊彦

全国農村教育協会 1998

ミツバチのなぞ フリズル先⽣のマジックスクー
ルバス

ジョアンナ・コール
ブルース・ディーギン (イラスト)
藤⽥千枝(訳)

岩波書店 1999

ミツバチと暮らす四季 スー ハベル 1999
ニホンミツバチ―北限のApis cerana 佐々⽊ 正⼰ 海游舎 1999
校庭の昆⾍ ⽥仲義弘・鈴⽊信夫 全国農村教育協会 1999

蜜蜂の⽣活
 モーリス メーテル
リンク

⼭下 知夫、橋本 綱 (翻訳) ⼯作舎 2000

ニホンミツバチの飼育法と⽣態 吉⽥ 忠晴 ⽟川⼤学出版部 2000
⽇本ミツバチ―在来種養蜂の実際 (新特産シリー
ズ)

藤原誠太、村上正 農⼭漁村⽂化協会 2000

みつばちとどろぼう (エリック・カールのうごく
絵本)

 エリック カール  おだ ひでとも (翻訳) 偕成社 2001

新しい蜜蜂の飼い⽅ 井上 丹治 泰⽂館 2003
ミツバチのふしぎ（科学のアルバム） 七尾純 栗林慧（写真） あかね書房 2005
はちみつで、お料理―はちみつで作る合わせ調味
料

 ⼩川 聖⼦ ⼥⼦栄養⼤学出版部 2005

ニホンミツバチの社会をさぐる 吉⽥ 忠晴 ⽟川⼤学出版部 2005
ミツバチ学―ニホンミツバチの研究を通し科学す
ることの楽しさを伝える

菅原 道夫 東海⼤学出版会 2005

⽇本の蜜源植物
⽇本養蜂はちみつ協
会

⽇本養蜂はちみつ協会 2005

HONEY BIBLE―ハチミツ屋さんだけが知ってい
た!?単花ハチミツの使い分けが⼀⽬でわかる本

HONEY FARM マガジンランド 2006

家畜、カイコ、ミツバチなどの研究開発 天野和宏 ほか 草⼟⽂化 2007
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銀座・ひとと花とミツバチと
銀座ミツバチプロ
ジェクト

オンブック 2007

輝けるミクロの「野⽣」⽇向のニホンミツバチ養
蜂録

飯⽥⾠彦 鉱脈社 2007

bEE notE はちノート yellow 集英社⽂庫編集部 集英社 2008
ミツバチの不⾜と⽇本農業のこれから 吉⽥ 忠晴 ⾶⿃新社 2009
ニホンミツバチが⽇本の農業を救う 久志 冨⼠男 ⾼⽂研 2009

銀座ミツバチ物語―美味しい景観づくりのススメ ⽥中淳夫 時事通信出版局 2009

獣の奏者 1闘蛇編 上橋菜穂⼦ 講談社⽂庫 2009
⽇本の野草 春 ⽮野亮 学研 2009
⽇本の野草 夏 ⽮野亮 学研 2009
⽇本の野草 秋 ⽮野亮 学研 2009
昆⾍物語 みつばちハッチ 〜勇気のメロ ディ〜 世良ふゆみ ⼩学館 2010
ハチミツ⾊の⽇々 OL養蜂家がミツバチと過ご
した四季

 ⽵中 奈津⼦ ⾠⺒出版 2010

ミツバチの世界 個を超えた驚きの⾏動を解く  Juergen Tautz 丸野内 棣 丸善 2010
我が家にミツバチがやって来た―ゼロから始める
ニホンミツバチ養蜂家への道

 久志 冨⼠男 ⾼⽂研 2010

ミツバチは本当に消えたか? 越中 ⽮住⼦ SBクリエイティブ 2010
蜂からみた花の世界―四季の蜜源植物とミツバチ
からの贈り物

佐々⽊ 正⼰ 海游舎 2010

だれでも飼える⽇本ミツバチ―現代式縦型巣箱で
らくらく採蜜

藤原誠太 農⼭漁村⽂化協会 2010

たかがハチ、されどミツバチ 桑畑純⼀ 鉱脈社 2010

ハチはなぜ⼤量死したのか
ローワン ジェイコブ
セン

中⾥京⼦ ⽂春⽂庫 2011

家族になったニホンミツバチ 久志 冨⼠男 ⾼⽂研 2011
はちみつができるまで (しぜんにタッチ!) 藤原誠太 ひさかたチャイルド 2011
⾵の中のマリア 百⽥ 尚樹 講談社⽂庫 2011

世界で⼀番美しい花粉図鑑
ロブ・ケスラー／マ
デリン・ハーレー

奥⼭雄⼤（監修） 創元社 2011

ミツバチたちのとんだ災難 (コージーブックス) ハンナ・リード ⽴⽯ 光⼦／訳 原書房 2012

新ミツバチ観察記
フランソワ・ユーベ
ル

⾼崎浩幸 ガリ版 2012

ミツバチとともに―農家になろう2 ⾓⽥公次 農⼭漁村⽂化協会 2012
銀座ミツバチ奮闘記―都市と地域の絆づくり ⾼安和夫 清⽔弘⽂堂書房 2012
狩蜂⽣態図鑑 ⽥仲義弘 全国農村教育協会 2012
花粉の世界をのぞいてみたら 宮澤七郎・中村澄夫 NTS 2012
ミツバチとはちみつ 宮武 憲⾏ ⽇本⾷糧新聞社 2013
どうやってできるの？２ とろ〜りあまい！はち
みつ

中島妙 ⽂  相野
⾕由紀 絵

⼩野正⼈ 監修 チャイルド本社 2013

ミツバチの会議: なぜ常に最良の意思決定ができ
るのか

 トーマス・D. シー
リー

 ⽚岡 夏実 築地書館 2013

⽇本産マルハナバチ図鑑
 ⽊野⽥君公, ⾼⾒澤
今朝雄, 伊藤誠夫

北海道⼤学出版会 2013

和蜂のミステリー~ニホンミツバチのいる暮らし 河村秀 灯⽂社 2013

みつばち飼う⼈この指とまれ! 御園 孝 ⾼⽂研 2013
黙⽰ 真⼭ 仁 新潮社 2013
マキノの庭のミツバチの国 尼川 タイサク ⻄⽇本出版社 2013
蜂蜜秘密 ⼩路 幸也 ⽂藝春秋 2013
蜜蜂の冒険 松本零⼠ 未発表・初期作品集 限定版
BOX (復刻名作漫画シリーズ)

松本零⼠ ⼩学館 2014

ニホンミツバチが暮らす島 溝⽥浩⼆ 宮城教育⼤学 2014

⽇本産ハナバチ図鑑
多⽥内 修、 村尾 ⻯
起

⽂⼀総合出版 2014
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飼うぞ 殖やすぞ ミツバチ (現代農業特選シリー
ズ)

農⼭漁村⽂化協会 農⼭漁村⽂化協会 2014

Pollinator Friendly Gardening
Rhonda Fleming
Hayes

Quarto Pub. Group
USA Inc.

2015

世界のミツバチ・ハナバチ百科図鑑
ノア・ウィルソン=
リッチ

原野健⼀ 河出書房新社 2015

これならできる!ニホンミツバチの週末養蜂(DVD
付)

京都⼆ホンミツバチ
週末養蜂の会

京都⼆ホンミツバチ週
末養蜂の会

2015

⽐較ミツバチ学: ニホンミツバチとセイヨウミツ
バチ

菅原 道夫 東海⼤学出版会 2015

ひとさじのはちみつ ⾃然がくれた家庭医薬品の
知恵

前⽥京⼦ マガジンハウス 2015

銀座ミツバチ物語 Part2 ―北へ南へ。⻄へ東
へ。地域おこしの輪が広がる

⽥中淳夫 時事通信出版局 2015

リバース 湊 かなえ 講談社 2015
みつばちの⼤地（DVD)パンフレットあり TOブックス 2015

The Bee-Friendly Garden
Kate Frey, Gretchen
LeBuhn

Ten Speed Press 2016

ハチ博⼠のミツバチコラム 坂本⽂夫
京都⼆ホンミツバチ研
究所

2016

野⽣ミツバチとの遊び⽅
 トーマス・D. シー
リー

⼩⼭ 重郎 築地書館 2016

みつばち⾼校⽣ 富⼠⾒⾼校養蜂部物語  森⼭あみ サンクチュアリ出版 2016
蜜蜂と遠雷 恩⽥ 陸 幻冬舎 2016
bEE notE はちノート Sports 集英社⽂庫編集部 集英社 2016
ダニのなはし 島野智之・⾼久元 朝倉書店 2016

⼥性のためのミツバチ飼育 ⼩型巣箱飼育事例集
トウヨウミツバチ協
会

トウヨウミツバチ協会 2017

ミツバチの教科書
 フォーガス・チャド
ウィック他

中村 純 エクスナレッジ 2017

誰でもチャレンジできる！イラストマニュアル・
はじめての養蜂

東雲輝之 ⾼安和夫・監修 秀和システム 2017

⽣態系の王者 オオスズメバチ 御園 孝 ⾼⽂研 2017
今⽇のハチミツ、あしたの私 寺地 はるな ⾓川春樹事務所 2017
はちみつスイーツ 若⼭ 曜⼦ 家の光協会 2017
はちみつ⽇和 花とミツバチと太陽がくれた薬 前⽥京⼦ マガジンハウス 2017
ミツバチと暮らす (⾃然暮らしの本) 藤原誠太 地球丸 2017
毎⽇がしあわせになるはちみつ⽣活 ⽊村 幸⼦ 主婦の友社 2017

はちみつHandbook
全国はちみつ公正取
引協議会⻘年部

全国はちみつ公正取引
協議会⻘年部

2017

ミツバチの世界へ旅する 原野健⼀ 東海⼤学出版部 2017
野研！⼤学が野に出た ⽵川⼤介 九州⼤学出版会 2017
ミツバチストーリーズ「やさしい養蜂」が、障害
者と地域の可能性を広げる

トウヨウミツバチ協
会

トウヨウミツバチ協会 2018

ミツバチのはなし
ヴォイチョフ・グラ
イコフスキ

ピョトル・ソハ（絵）原野健⼀
（監修）武井摩利（訳）

徳間書店 2018

マルハナバチを使いこなす  光畑 雅宏 農⼭漁村⽂化協会 2018
蜜蜂さん ありがとう 野⽥章⼦ さいとうじゅん (イラスト) 朝⽇学⽣新聞社 2018
雑草や野草がよーくわかる本 岩槻秀明 秀和システム 2018
蜜蜂 マヤ・ルンデ 池⽥真紀⼦（訳） NHK出版 2018

Asian Beekeeping in the 21st Century 芳⼭三喜雄・⽊村澄
P. Chantawannakul/G.
Williams/P. Neumann

Springer 2018

季節のごちそう ハチごはん 横塚 眞⼰⼈ ほるぷ出版 2018
意外と⾝近なニホンミツバチ〜あなたのすぐそば
に〜

京都ニホンミツバチ
週末養蜂の会

京都ニホンミツバチ週
末養蜂の会

2018

昆⾍と⾃然 特集／ミツバチの⽣物学 ニューサイエンス社 2018
障がい者就労⽀援事業所のためのやさしい養蜂指
導ガイドブック

トウヨウミツバチ協
会

トウヨウミツバチ協会 2019
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ミツバチ だいすき ぼくの おじさんは ようほう家  藤原 由美⼦ 安井 寿磨⼦ (イラスト) 福⾳館書店 2019

アロマトピアNo.156 【特集】アピセラピーとミ
ツバチの世界

フレグランスジャーナ
ル社

2019

養蜂⼤全 松本⽂男 誠⽂堂新光社 2019
ミツバチと花の迷宮 きのとりこ  佐々⽊ 正⼰ (監修) 評論社 2019
⽣物の科学遺伝 Vol.73 No.6 特集:ミツバチ新時
代

エヌ・ティー・エス 2019

Protecting Pollinators Jodi Helmer Island Press 2019
写録ニホンミツバチ 藤井英美 新樹社 2019
ミツバチおじさんの森づくり 吉川浩 ライトワーカー 2019
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