
タ　イ　ト　ル 出　版　者 人　　名 資 料 番 号

夏休みは親子で！プログラミングで目覚まし時計を作る！ 〔東京〕：日経ＢＰ社 120382999

プログラミングについて調べよう 東京：岩崎書店 川崎　純子／文 120391115

知識が増える辞書引き術 東京：フレーベル館 深谷　圭助／監修 120305602

本で調べてほうこくしよう 東京：ポプラ社 赤木　かん子／著 120297676

本のさがし方がわかる事典 東京：ＰＨＰ研究所 金中　利和／監修 120293188

図書館へ行こう！楽しい調べ学習　１・２・３年生 東京：国土社 藤田　利江／編著 120333190

図書館へ行こう！楽しい調べ学習　４・５・６年生 東京：国土社 藤田　利江／編著 120332689

世界一素朴な質問、宇宙一美しい答え 東京：河出書房新社 ジェンマ・エルウィン・ハリス／編 120343348

世界一ときめく質問、宇宙一やさしい答え 東京：河出書房新社 ジェンマ・エルウィン・ハリス／編 120365580

表・グラフのかき方事典 東京：ＰＨＰ研究所 小西　豊文／監修 120280912

学研の小学生の自由研究　科学編 東京：学研教育出版 120323951

おまかせ自由研究＆調べ学習 東京：朝日学生新聞社 朝日小学生新聞編集部／編・著 120339296

はじめよう！アクティブ・ラーニング　１ 東京：ポプラ社 120373113

はじめよう！アクティブ・ラーニング　２ 東京：ポプラ社 120373121

はじめよう！アクティブ・ラーニング　３ 東京：ポプラ社 120373139

はじめよう！アクティブ・ラーニング　４ 東京：ポプラ社 120373147

はじめよう！アクティブ・ラーニング　５ 東京：ポプラ社 120373154

ジンブン系自由研究アイディア５１ 京都：かもがわ出版 福井　直秀／著 120374418

図解アクティブラーニングがよくわかる本 東京：講談社 小林　昭文／監修 111750600

図解実践！アクティブラーニングができる本 東京：講談社 小林　昭文／監修 111770715

やってみよう！　夏休みの自由研究　　５．６年生 東京：成美堂出版 120114137

やってみよう！　夏休みの自由研究　１．２年生 東京：成美堂出版 120114178

自由研究ガイドブック 東京：東京書籍 左巻　健男／監修 120300017

人はなぜだまされるのだろう？ 京都：かもがわ出版 安斎　育郎／監修 120297635

科学者を目指したくなる！おもしろ科学実験＆知識ブック　１巻 東京：教育画劇 120309489

キッチンでかんたん実験１２０　１ 東京：学研教育出版 120314133

夏の宿題大作戦　図書リスト



科学者を目指したくなる！おもしろ科学実験＆知識ブック　２巻 東京：教育画劇 120309497

科学者を目指したくなる！おもしろ科学実験＆知識ブック　３巻 東京：教育画劇 120309505

キッチンでかんたん実験１２０　３ 東京：学研教育出版 120314158

キッチンでかんたん実験１２０　５ 東京：学研教育出版 120314174

キッチンでかんたん実験１２０　６ 東京：学研教育出版 120314182

学研の中学生の理科自由研究 東京：学研教育出版 学研教育出版／編 120322177

たのしい科学実験３６５日 東京：飛鳥新社 Ｅ．リチャード・チャーチル／共著 120323985

中学生理科の自由研究ｅｃｏ実験室 東京：成美堂出版 成美堂出版編集部／編 120324249

ＤＶＤ動画でわかる理科実験図鑑　３年 東京：学研教育出版 林　四郎／監修 120343587

ＤＶＤ動画でわかる理科実験図鑑　４年 東京：学研教育出版 林　四郎／監修 120343595

ＤＶＤ動画でわかる理科実験図鑑　５年 東京：学研教育出版 林　四郎／監修 120343603

ＤＶＤ動画でわかる理科実験図鑑　６年 東京：学研教育出版 林　四郎／監修 120343611

楽しく学べる理科の実験・工作 東京：エネルギーフォーラム 川村　康文／著 120350947

かがくが好きになる絵本１００ 東京：幻冬舎 科学の本の読み聞かせの会「ほんとほんと」／著 120366448

自由研究小学生 東京：学研教育出版 学研教育出版／編 120361035

身近なものでふしぎな科学実験 東京：誠文堂新光社 山村　紳一郎／著 120376884

かがくあそび 東京：フレーベル館 高柳　雄一／監修 120381082

でんじろう先生のおもしろ科学実験室　１ 東京：新日本出版社 米村　でんじろう／監修 120390380

知って楽しい身近な？ 東京：ニュートンプレス 110860897

もっと知りたい！「科学の芽」の世界　ＰＡＲＴ４ つくば：筑波大学出版会 永田　恭介／監修 111688883

科学工作図鑑　１ 東京：いかだ社 立花　愛子／著 110835295

科学工作図鑑　２ 東京：いかだ社 立花　愛子／著 110835303

科学工作図鑑　３ 東京：いかだ社 立花　愛子／著 110835311

科学あそびだいすき　第３集 東京：連合出版 科学読物研究会／編 110546140

米村伝治郎のおもしろ科学館 東京：オーム社 大沢　幸子／著 110542016

子どもと遊べる科学の実験 東京：ニュートンプレス 佐伯　平二／実験監修 110590338

米村伝治郎のおもしろ科学ライブラリー 東京：オーム社 大沢　幸子／著 110779386

中高生のための科学自由研究ガイド 東京：三省堂 ターニャ・Ｍ．ヴィッカーズ／著 111724217

〈即戦力になる〉実験ノート入門 東京：技術評論社 吉村　忠与志／著 111744199



簡単・きれい・感動！！１０歳までのかがくあそび 東京：学芸みらい社 小森　栄治／著 111781050

統計と地図の見方・使い方 東京：ＰＨＰ研究所 渡辺　美智子／監修 120389200

音の大研究 東京：ＰＨＰ研究所 戸井　武司／監修 120372081

化学変化のひみつ 東京：ＰＨＰ研究所 小森　栄治／監修 120376942

サイエンスコナン元素の不思議 東京：小学館 青山　剛昌／原作 120383575

飼育と観察 東京：小学館 筒井　学／〔ほか〕指導・執筆・監修 120279393

スケッチで実験・観察　生物の描き方とコツ 東京：星の環会 内山　裕之／編著 111678512

わが家は実験ワンダーランド 名古屋：風媒社 愛知生物サークル／編 110720224

アサガオ 東京：あかね書房 佐藤　有恒／写真 120252283

アサガオ観察ブック 東京：偕成社 小田　英智／構成・文 120280169

昆虫の探し方・飼い方大図鑑 東京：ＰＨＰ研究所 藤丸　篤夫／著 120323761

ポスターをつくろう！　〔１〕 東京：汐文社 デジカル／作 120304373

ポスターをつくろう！　〔２〕 東京：汐文社 デジカル／作 120304381

ポスターをつくろう！　〔３〕 東京：汐文社 デジカル／作 120304399

絵をかこう！　１ 東京：汐文社 三嶋　眞人／協力 120371810

絵をかこう！　２ 東京：汐文社 三嶋　眞人／協力 120371828

絵をかこう！　３ 東京：汐文社 三嶋　眞人／協力 120371836

スーパーリサイクル貯金箱おもしろ工作ランド 東京：いかだ社 すずお　泰樹／編著 120112081

ウルトラ貯金箱大図鑑 東京：いかだ社 いのうえ　せいしん／著 120112156

科学じかけの貯金箱自由研究ＢＯＯＫ 東京：いかだ社 立花　愛子／著 120111968

かんたん！あそべる！おもちゃこうさく　１ 東京：小峰書店 120314273

かんたん！あそべる！おもちゃこうさく　２ 東京：小峰書店 120314281

かんたん！あそべる！おもちゃこうさく　３ 東京：小峰書店 120314299

かんたん！あそべる！おもちゃこうさく　５ 東京：小峰書店 120314315

かんたん！あそべる！おもちゃこうさく　６ 東京：小峰書店 120314323

かんたん！あそべる！おもちゃこうさく　８ 東京：小峰書店 120314349

楽しい！かんたん！小学生の自由工作＆アイデアクッキング 東京：成美堂出版 オオノ　ユミコ／監修 120324017

超おしゃれ！女の子の手作り自由工作ＢＯＯＫ 東京：主婦と生活社 いしかわ　まりこ／著 120324256

ちょこっとできるびっくり！工作　１ 東京：偕成社 立花　愛子／著 120333489



ちょこっとできるびっくり！工作　２ 東京：偕成社 立花　愛子／著 120334545

ちょこっとできるびっくり！工作　３ 東京：偕成社 立花　愛子／著 120334552

キミにも作れる！伝承おもちゃ＆おしゃれ手工芸 東京：太郎次郎社エディタス 平林　浩／著 120352687

作って遊んで大発見！不思議おもちゃ工作 東京：太郎次郎社エディタス 平林　浩／著 120352695

ゲーム＆動くおもちゃ工作小学生 東京：学研プラス 120374053

小学生のアイデア工作 東京：学研プラス 120374061

音が出るおもちゃ＆楽器あそび 東京：いかだ社 吉田　未希子／著 120379532

コロコロドミノ装置 東京：いかだ社 野出　正和／著 120380977

科学じかけの貯金箱自由研究ＢＯＯＫ 東京：いかだ社 立花　愛子／著 111687281

読書感想文おたすけブック　２００５年度版 東京：小学館 宮川　俊彦／著 120235544

書く力伝える力小学生の作文力 東京：小学館 岸本　裕史／監修 120237243

小学生のための「文章の書き方」トレーニング　１ 東京：あすなろ書房 生越　嘉治／著 120250238

小学生のための「文章の書き方」トレーニング　２ 東京：あすなろ書房 生越　嘉治／著 120250246

小学生のための「文章の書き方」トレーニング　３ 東京：あすなろ書房 生越　嘉治／著 120250253

お父さんが教える読書感想文の書きかた 東京：自由国民社 赤木　かん子／著 120264320

ちびまる子ちゃんの表現力をつけることば教室 東京：集英社 貝田　桃子／著 120108568

親子でとりくむ読書感想文 東京：国土社 村上　淳子／著 120270939

１３歳からの作文・小論文ノート 東京：ＰＨＰエディターズ・グループ 小野田　博一／著 120270228

ちびまる子ちゃんの読めるとたのしい難読漢字教室 東京：集英社 川嶋　優／著 120336524

みんなに知らせる 町田：玉川大学出版部 宮川　健郎／作 120352356

作文名人への道 東京：本の泉社 田中　定幸／編著 120358825

ちびまる子ちゃんの読書感想文教室 東京：集英社 貝田　桃子／著 120383617

かぜをひいたおほしさま 東京：フレーベル館 おぼ　まこと／作・絵 121061428

子供の科学　２０１８年５月号 東京：誠文堂新光社 140517988

子供の科学　２０１８年４月号 東京：誠文堂新光社 140515404

子供の科学　２０１７年９月号 東京：誠文堂新光社 140497322

子供の科学　２０１７年７月号 東京：誠文堂新光社 140492018

子供の科学　２０１６年９月号 東京：誠文堂新光社 140463407

子供の科学　２０１６年７月号 東京：誠文堂新光社 140458076


