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【しらべてみよう　いろんなテーマ】
展示期間：令和元年7月1日～8月31日

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

1
名人はっけん!まちたんけん 1 つ
くるひと 鎌田 和宏／監修 学研プラス 2019.2 /366.2/ﾒｲ/1 0210835648

2
名人はっけん!まちたんけん 2 お
店のひと 鎌田 和宏／監修 学研プラス 2019.2 /366.2/ﾒｲ/2 0210835656

3
名人はっけん!まちたんけん 3 く
らしをささえるひと 鎌田 和宏／監修 学研プラス 2019.2 /366.2/ﾒｲ/3 0210835664

4
名人はっけん!まちたんけん 4 ま
もるひと 鎌田 和宏／監修 学研プラス 2019.2 /366.2/ﾒｲ/4 0210835672

5
名人はっけん!まちたんけん 5 そ
だてる・とるひと 鎌田 和宏／監修 学研プラス 2019.2 /366.2/ﾒｲ/5 0210835680

6
新しい心のバリアフリーずかん きみの
「あたりまえ」を見直そう!（見る知る考
えるずかん）

中野 泰志／監修 ほるぷ出版 2018.9 /369.2/ｱﾀ/ 1201892898

7
ユニバーサルデザインとバリア
フリーの図鑑 徳田 克己/監修 ポプラ社 2013.4 /369.2/ﾕﾆ/ 0210661003

8
こどものための防災教室 身の守
りかたがわかる本 今泉 マユ子／著 理論社 2019.1 /369.3/ｲﾏ/ 0210833483

9
こどものための防災教室 災害食
がわかる本 今泉 マユ子／著 理論社 2018.8 /369.3/ｲﾏ/ 1201891205

10
星と星座をみつけよう

森 雅之/著 誠文堂新光社 2014.1 /443/ﾓﾘ/ 0210660929

11
月の満ちかけ絵本

大枝 史郎/文 あすなろ書房 2012.9 /446/ｵｵ/ 0210571837

12
飼育と観察（ニューワイド学研の
図鑑） 学研教育出版 2009.2 /480.76/ｼｲ/ 1201316476

13
しっぽのひみつ 役割のちがいと進化
をさぐる（楽しい調べ学習シリーズ） 今泉 忠明/監修 PHP研究所 2014.9 /481.1/ｼﾂ/ 0210638737

14
動物の「跡」図鑑

ジニー・ジョンソン/著 文渓堂 2009.2 /481.7/ｼﾖ/ 1201181581

15
鳥の巣つくろう

鈴木 まもる／著 岩崎書店 2017.4 /488.1/ｽｽ/ 1201753678

16
鳥の自由研究 1 町のまわりで観
察 春夏 吉野 俊幸/写真 アリス館 2013.1 /488.1/ﾖｼ/1 1201524236

17
紙をつくる（写真を見ながらだれでもで
きるビジュアル版新・科学の実験） 少年写真新聞社 1992.3 /585.3/ｶﾐ/ 0200252542

18
野草で紙をつくる（シリーズ親と
子でつくる） 相沢 征雄/著 創和出版 1993.6 /585.6/ｱｲ/ 0200194321

19
紙をつくる（シリーズ子どもとつく
る） 小林 一夫/著 大月書店 1989.3 /585.6/ｺﾊ/ 0200194402

なつやすみのヒント　ブックリスト
夏休みに避けて通ることができない「自由研究」「読書感想文」「工作」に、お悩みのみなさん必見！
いろんな課題のヒントになるような本を集めてみました。
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20
エコ生活のアイデアコツのコツ 1 布素
材ですてきにリメイク（大図解-大きな
図で解りやすい本-）

リブリオ出版 2009.4 /590/ｴｺ/1 1201275771

21
エコ生活のアイデアコツのコツ 2 おい
しいエコ・クッキング（大図解-大きな図
で解りやすい本-）

リブリオ出版 2009.4 /590/ｴｺ/2 1201275789

22
エコ生活のアイデアコツのコツ 3 ペー
パーグッズのかんたんリメイク（大図解
-大きな図で解りやすい本-）

リブリオ出版 2009.4 /590/ｴｺ/3 1201275813

23
エコ生活のアイデアコツのコツ 4 もっ
たいない容器でリメイク（大図解-大き
な図で解りやすい本-）

リブリオ出版 2009.4 /590/ｴｺ/4 1201275821

24
キッズペディア世界遺産

小学館 2015.11 /709/ｷﾂ/ 1201636287

25
みつけて!アートたんてい よくみ
て、さがして、まなぼう!

ブルック・ディジョヴァン
ニ・エヴァンス／著

東京書籍 2017.10 /723/ｴｳ/ 1201748793

26
みぢかなマーク 好奇心がめば
え、ルールもわかる!

ハマダ ルコラ/キャラク
ター構成・文・イラスト

ひかりのくに 2011.1 /727/ﾊﾏ/ 0210532963

27
マークのずかん

鈴木出版 1998.3 /727/ﾏｸ/ 1201800008

28
デジタルカメラのひみつ（学研ま
んがでよくわかるシリーズ） 鳥飼 規世/漫画

学研パブリッシングコ
ミュニケーションビジ
ネス事業室

2012.6 /746/ﾃｼ/ 0210227710

【しらべかた・まとめかた】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

29
調べてまとめて新聞づくり 1 新
聞ってどんなもの？ 竹泉 稔/監修 ポプラ社 2012.3 /375.1/ｼﾗ/1 1201547625

30
調べてまとめて新聞づくり 2 新
聞のつくり方・見せ方 竹泉 稔/監修 ポプラ社 2012.3 /375.1/ｼﾗ/2 1201547617

31
調べてまとめて新聞づくり 3 授
業のまとめ新聞をつくろう 竹泉 稔/監修 ポプラ社 2012.3 /375.1/ｼﾗ/3 1201547609

32
調べてまとめて新聞づくり 4 研
究したことを新聞で発表しよう 竹泉 稔/監修 ポプラ社 2012.3 /375.1/ｼﾗ/4 1201547591

33
調べてまとめて新聞づくり 5 学
級新聞・学校新聞をつくろう 竹泉 稔/監修 ポプラ社 2012.3 /375.1/ｼﾗ/5 1201547583

34
調べ学習の基礎の基礎 だれでもでき
る赤木かん子の魔法の図書館学 赤木 かん子/著 ポプラ社 2006.2 /375/ｱｶ/ 0210244852

35
アクティブ・ラーニング 調べ学習編
テーマの決め方から情報のまとめ方ま
で（楽しい調べ学習シリーズ）

西岡 加名恵／監修 PHP研究所 2017.3 /375/ｱｸ/ 1201740584

36
アクティブ・ラーニングで身につく発表・
調べ学習 1 調べ学習の基本を身につ
けよう

河出書房新社 2016.10 /375/ｱｸ/1 0210786825

37
アクティブ・ラーニングで身につく発表・
調べ学習 2 調べ学習で情報を集めよ
う

河出書房新社 2016.11 /375/ｱｸ/2 0210658533

38
アクティブ・ラーニングで身につく発表・
調べ学習 3 伝わる発表のコツを知ろう 河出書房新社 2016.11 /375/ｱｸ/3 0210790601

39
アクティブ・ラーニングで身につく発表・
調べ学習 4 教科別に発表してみよう 河出書房新社 2017.1 /375/ｱｸ/4 0210791896

40
調べ学習ナビ テーマの見つけ
方からまとめ方まで 新聞編 山本 紫苑／著 理論社 2016.7 /375/ｼﾗ/ 0210780525

41
ジンブン系自由研究アイディア51 親と
教師のためのアドバイスブック 福井 直秀／著 かもがわ出版 2016.7 /375/ﾌｸ/ 1201709563
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【科学であそぼう】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

42
なるほどナットク!科学のギモン
小学生のうちに知っておきたい 竹内 薫/監修 学研教育出版 2013.9 /404/ﾅﾙ/ 1201575766

43
日常の「ふしぎ」に学ぶたのしい
科学（ナツメ社こどもブックス） 長沼 毅/監修 ナツメ社 2013.7 /404/ﾆﾁ/ 0210614439

44
身のまわりのふしぎサイエンス 1
食べものを科学する パート1 内田 麻理香/監修 岩崎書店 2012.2 /404/ﾐﾉ/1 0210581808

45
身のまわりのふしぎサイエンス 2
食べものを科学する パート2 内田 麻理香/監修 岩崎書店 2012.3 /404/ﾐﾉ/2 0210581816

46
身のまわりのふしぎサイエンス 3
くらしを科学する 内田 麻理香/監修 岩崎書店 2012.3 /404/ﾐﾉ/3 0210581824

47
100円ショップでわくわく科学実
験 今日からきみも科学王 青野 裕幸/著 いかだ社 2015.4 /407/ｱｵ/ 0210751703

48
遊んで賢くなるおもしろ実験ブッ
ク

日本分析化学専門学
校/著

PHP研究所 2009.5 /407/ｱｿ/ 0210488115

49
頭もよくなるちょこっと&じっくり科
学脳マジック 米村 でんじろう/監修 ひかりのくに 2013.6 /407/ｱﾀ/ 1201677851

50
自由研究図鑑 身近なふしぎを
探検しよう 有沢 重雄/文 福音館書店 1998.6 /407/ｱﾘ/ 1201534474

51
安全につかえる!理科実験・観察の器
具図鑑 実験・観察の器具140種以上
紹介!（もっと知りたい!図鑑）

横山 正/監修 ポプラ社 2014.4 /407/ｱﾝ/ 1201588843

52
めざせ!フィールド観察の達人

飯村 茂樹/著 偕成社 2003.7 /407/ｲｲ/ 1200878294

53
親子で遊ぶおもしろ科学手品 実験だ
けじゃない!手品の見せ方をきっちり掲
載

稲村 八大/著
ハローケイエン
ターテインメント

2012.3 /407/ｲﾅ/ 1201485974

54
雑木林のコレクション（ふしぎコレ
クション） 今森 光彦/著 フレーベル館 2002.7 /407/ｲﾏ/ 1201271531

55
科学の実験大図鑑（理系アタマ
がぐんぐん育つ）

ロバート・ウィンストン
／著

新星出版社 2017.7 /407/ｳｲ/ 0210801034

56
親子でできるおいしい料理実験 ナショ
ジオ式自由研究（NATIONAL
GEOGRAPHIC）

ジョディ・ウィーラー・
トッペン／著

日経ナショナルジ
オグラフィック社

2018.6 /407/ｳｲ/ 0210820802

57
実験・観察大図鑑 科学のトビラを開く!
（理系アタマがぐんぐん育つ）

ロバート・ウィンストン
／著

新星出版社 2018.7 /407/ｳｲ/ 0210821353

58
動く!遊べる!小学生のおもしろ工
作 リサイクル工作にもバッチリ! 滝川 洋二/監修 成美堂出版 2006.6 /407/ｳｺ/ 1201378633

59
動く!遊べる!小学生のおもしろ工作
eco編 飛び出す！発電で動く！変身
する！作って遊べる３０テーマ

成美堂出版 2011.7 /407/ｳｺ/ 1201378641

60
夏休みの自由研究 小学生のキ
ミに 内野 淹良/著 ナツメ社 1982.7 /407/ｳﾁ/ 1200212775

61
3・4年生の新自由研究 つくって
あそんでたのしくしらべる 江川 多喜雄/著 草土文化 1999.4 /407/ｴｶ/ 0210135239

62
しぜんかんさつずかん 見わける!
調べる! 夏

おくやま ひさし／写真・
文

ポプラ社 2016.4 /407/ｵｸ/2 1201708326

63
現役東大生による頭がよくなる
実験・工作 小学生向け 小幡 哲士/著

エネルギーフォー
ラム

2015.6 /407/ｵﾊ/ 1201688874

64
おもしろ算数工作理科工作 理数系の
発想を育てる（主婦の友生活シリー
ズ）

こどもくらぶ/編 主婦の友社 2004.7 /407/ｵﾓ/ 0210380284
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65
親と子の科学の冒険 特集自由研究に
ぴったり!チャレンジ100の実験（日経
ムック）

日経サイエンス/編 日本経済新聞社 1999.7 /407/ｵﾔ/ 1200552147

66
親と子の科学の冒険 2000 科学の実
験大冒険!小さな生き物を飼ってみよ
う!（日経ムック）

日経サイエンス/編 日本経済新聞社 2000.6 /407/ｵﾔ/ 1200558375

67
オリジナル自由研究と工作 中・
高学年向 くもん出版 2003.7 /407/ｵﾘ/ 0210358475

68
科学の実験（ジュニア学研の図
鑑） 学研 2009.3 /407/ｶｶ/ 0210483970

69
科学の実験 あそび・工作・手品
（小学館の図鑑NEO）

ガリレオ工房/指導・監
修

小学館 2009.8 /407/ｶｶ/ 0210494115

70
かがくが好きになる絵本100 絵本×実
験・工作で好奇心の扉をひらく!

科学の本の読み聞かせの
会「ほんとほんと」／著 幻冬舎 2015.11 /407/ｶｶ/ 0210766026

71
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 暮らしのしくみが
わかるなるほど!科学実験ブック

教育画劇 2011.3 /407/ｶｶ/1 0210537264

72
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 科学の力を感じ
るびっくり!科学実験ブック

教育画劇 2011.4 /407/ｶｶ/2 0210540621

73
科学のタネを育てよう 物語でわかる
理科の自由研究 2 色が変わる蒸しパ
ンのふしぎ

少年写真新聞社 2018.10 /407/ｶｶ/2 0210827572

74
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 最新科学を学
べ!おどろき!科学知識ブック

教育画劇 2011.4 /407/ｶｶ/3 0210540630

75
科学のタネを育てよう 物語でわかる
理科の自由研究 3 シロツメクサの花
のふしぎ

少年写真新聞社 2018.11 /407/ｶｶ/3 0210829150

76
科学のタネを育てよう 物語でわかる
理科の自由研究 4 校庭の土と畑の土
はどうちがう

少年写真新聞社 2018.12 /407/ｶｶ/4 0210832487

77
科学遊び大図鑑 楽しく遊んで、
ためになる! かざま りんぺい/著 主婦の友社 2011.7 /407/ｶｻ/ 1201351374

78
学研の小学生の自由研究 まとめ方が
よくわかる! 科学編 実験　観察　工作 学研 2003.7 /407/ｶﾂ/ 0210357550

79
学研の中学生の理科自由研究
完全版 学研教育出版/編 学研教育出版 2012.6 /407/ｶﾂ/ 0210566825

80
学研の自由研究 3・4年生版

学研 1997.6 /407/ｶﾂ/3 0210074388

81
学研の自由研究 5・6年生版

学研 1997.6 /407/ｶﾂ/5 0210102934

82
動く!光る!変化する!小学生の工
作65 ガリレオ工房/編著 永岡書店 2008.6 /407/ｶﾘ/ 0210467258

83
ガリレオ工房の科学マジック 面
白 ガリレオ工房/編著 新星出版社 2011.6 /407/ｶﾘ/ 0210543787

84
遊んで学ぼう!家庭でできるかんたん
理科実験 小学理科(高学年)の学習に
役立つ（シグマベスト）

川村 康文/著 文英堂 2006.4 /407/ｶﾜ/ 1200785127

85
楽しく学べる理科の実験・工作
小中学生向け 川村 康文/著

エネルギーフォー
ラム

2014.8 /407/ｶﾜ/ 1201665815

86
かんたん!不思議!100円グッズ実験&マ
ジック すぐできるおもしろアイディアが
いっぱい!（主婦の友生活シリーズ）

福井 広和/監修 主婦の友社 2005.8 /407/ｶﾝ/ 1201023999

87
きせつのずかん さがそう!みぢか
なしぜん 2 なつのずかん 露木 和男／監修 岩崎書店 2019.2 /407/ｷｾ/2 1201885041

88
キッチンでかんたん実験120 楽しく遊
びながら、かしこくなる! 1 塩・さとうの
実験

学研教育出版 2010.2 /407/ｷﾂ/1 1201588983

89
キッチンでかんたん実験120 楽しく遊
びながら、かしこくなる! 2 フルーツ・野
菜の実験

学研教育出版 2010.2 /407/ｷﾂ/2 1201588991
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90
キッチンでかんたん実験120 楽しく遊
びながら、かしこくなる! 3 酢・サラダ油
の実験

学研教育出版 2010.2 /407/ｷﾂ/3 1201589007

91
キッチンでかんたん実験120 楽しく遊
びながら、かしこくなる! 4 ホットケーキ
ミックス・カレー粉の実験

学研教育出版 2010.2 /407/ｷﾂ/4 1201589015

92
キッチンでかんたん実験120 楽しく遊
びながら、かしこくなる! 5 ペットボトル・
紙コップの実験

学研教育出版 2010.2 /407/ｷﾂ/5 1201589023

93
キッチンでかんたん実験120 楽しく遊
びながら、かしこくなる! 6 電子レンジ
の実験

学研教育出版 2010.2 /407/ｷﾂ/6 1201664032

94
土の色って、どんな色?（たくさん
のふしぎ傑作集） 栗田 宏一/〔著〕 福音館書店 2011.5 /407/ｸﾘ/ 1201534086

95
子どもと楽しむ科学の絵本850 子どもと科学をつ

なぐ会
2002.4 /407/ｺﾄ/ 0210182784

96
子どもと楽しむ工作・実験・自由
研究レシピ 曽江 久美/ほか執筆 実教出版 2012.6 /407/ｺﾄ/ 0210566817

97
自然図鑑 動物・植物を知るため
に さとうち 藍/文 福音館書店 1986.6 /407/ｻﾄ/ 1201534508

98
自由研究小学生 まとめ10分レ
ポートつき 学研プラス／編 学研プラス 2015.7 /407/ｼﾕ/ 1201689187

99
小学生の夏休み自由研究ブック 自由
研究のおもしろアイデア80テーマ ガリレオ工房／編著 永岡書店 2016.6 /407/ｼﾖ/ 0210779357

100
小学生のかっこいい!!自由研究
観察!実験!調査!工作!

成美堂出版編集部／
編

成美堂出版 2017.7 /407/ｼﾖ/ 0210799650

101
演じて楽しい科学マジック 考える力と
表現する力を身につけよう! 庄司 タカヒト/著 日経BP社 2014.6 /407/ｼﾖ/ 1201656434

102
調べ学習・自由研究に役立つ理科の
実験まるわかりBOOK 身のまわりのも
のでもできる!見る作る体験する

滝川 洋二/監修 成美堂出版 2005.7 /407/ｼﾗ/ 0210021861

103
実験でわかる科学のなぜ? AI時代を
生きぬく理系脳が育つ（子供の科学
STEM体験ブック）

コリン・スチュアート／
著

誠文堂新光社 2018.7 /407/ｽﾃ/ 0210821647

104
Amazing Science 驚きのエンターテイ
ンメントサイエンス工作25
（Make:PROJECTS）

Stephen Voltz/著
オライリー・ジャパ
ン

2015.5 /407/ｽﾃ/ 1201875927

105
もののはかりかた大研究 しくみ
や方法にびっくり! 滝沢 美奈子/著 PHP研究所 2012.6 /407/ﾀｷ/ 1201481460

106
ふしぎ、ふしぎ!かがくあそび図鑑
（チャイルドブックこども百科） 立花 愛子/著 チャイルド本社 2011.5 /407/ﾀﾁ/ 1201535455

107
ちょこっとできるびっくりあそび 3
重さのふしぎあそび 立花 愛子/著 偕成社 2015.3 /407/ﾀﾁ/ 1201622485

108
ちょこっとできるびっくりあそび 1
水のふしぎあそび 立花 愛子/著 偕成社 2015.3 /407/ﾀﾁ/1 0210748974

109
ちょこっとできるびっくりあそび 2
空気のふしぎあそび 立花 愛子/著 偕成社 2015.3 /407/ﾀﾁ/2 0210750715

110
たのしい科学実験365日 夏休みなど
の自由研究のヒントがいっぱい!

E.リチャード・チャーチ
ル/共著

飛鳥新社 2010.5 /407/ﾀﾉ/ 0210513411

111
楽しい!おいしい!小学生のクッキングで
自由研究 料理しながらかんたん実験! 尾嶋 好美/監修 成美堂出版 2010.7 /407/ﾀﾉ/ 0210513900

112
楽しく実験・工作小学生の自由研究
身近なものでおもしろ実験をやってみ
よう! 低学年編 １・２・３年

成美堂出版編集部/編 成美堂出版 2008.6 /407/ﾀﾉ/1 0210466146

113
楽しく実験・工作小学生の自由研究
身近なものでおもしろ実験をやってみ
よう! 高学年編 ４・５・６年

成美堂出版編集部/編 成美堂出版 2008.6 /407/ﾀﾉ/2 0210466138

114
でんじろう先生の学校の理科がぐんぐ
んわかるおもしろ実験 自由研究のア
イデアがいっぱい!

米村 でんじろう/監修 主婦と生活社 2015.6 /407/ﾃﾝ/ 1201569900
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115
でんじろう先生のわくわく科学実
験 米村 でんじろう／監修 日東書院本社 2018.6 /407/ﾃﾝ/ 1201875430

116
でんじろう先生のおもしろ科学実
験室 1 びっくり実験 米村 でんじろう／監修 新日本出版社 2017.5 /407/ﾃﾝ/1 1201752589

117
でんじろう先生のおもしろ科学実
験室 2 ふしぎ実験 米村 でんじろう／監修 新日本出版社 2017.7 /407/ﾃﾝ/2 0210802391

118
でんじろう先生のおもしろ科学実
験室 3 工作実験 米村 でんじろう／監修 新日本出版社 2017.7 /407/ﾃﾝ/3 1201763537

119
でんじろう先生のおもしろ科学実
験室 4 マジック実験 米村 でんじろう／監修 新日本出版社 2017.8 /407/ﾃﾝ/4 0210803606

120
でんじろう先生のおもしろ科学実
験室 5 トリック実験 米村 でんじろう／監修 新日本出版社 2017.8 /407/ﾃﾝ/5 0210803614

121
東工大サイエンステクノの理系脳を育
てる工作教室 自由研究にもぴったり!

東工大Science
Techno／著

主婦の友社 2016.2 /407/ﾄｳ/ 0210768916

122
なぜ?の図鑑 科学マジック

藤嶋 昭／監修 学研プラス 2017.7 /407/ﾅｾ/ 1201762752

123
なりきり!YouTuber実験小学生
自由研究まとめつき 左巻 健男／監修 学研プラス 2017.7 /407/ﾅﾘ/ 0210800496

124
はじめての手づくり科学あそび 1
ゴム・ばね・おもりであそぼ

西 博志/著・おもちゃ
発案

アリス館 2014.8 /407/ﾆｼ/1 0210638362

125
はじめての手づくり科学あそび 2
ひかり・かげ・おとであそぼ

西 博志/著・おもちゃ
発案

アリス館 2014.12 /407/ﾆｼ/2 0210746190

126
はじめての手づくり科学あそび 3
かぜ・くうき・みずであそぼ

西 博志/著・おもちゃ
発案

アリス館 2015.3 /407/ﾆｼ/3 1201655980

127
みちくさしようよ!（ほるぷ創作絵
本） はた こうしろう／作 ほるぷ出版 2016.6 /407/ﾊﾀ/ 1201713284

128
はまべでひろったよ（しぜんに
タッチ!）

ひさかたチャイル
ド

2017.6 /407/ﾊﾏ/ 1201758644

129
100円グッズで不思議!面白い! 実験編
（100円グッズでできる工作&実験ブッ
ク）

工作・実験工房/著 理論社 2014.1 /407/ﾋﾔ/ 0210659831

130
ふしぎ!オドロキ!科学マジック図鑑 超
びっくりのふしぎマジックがいっぱい!
（もっと知りたい!図鑑）

山村 紳一郎/監修 ポプラ社 2014.4 /407/ﾌｼ/ 1201588850

131
野あそびずかん（福音館のかが
くのほん） 松岡 達英/さく 福音館書店 2003.4 /407/ﾏﾂ/ 1200764775

132
マンガでわかるかんたん!たのしい理
科実験・工作 1 空気とあそぼう 滝川 洋二／監修 岩崎書店 2017.9 /407/ﾏﾝ/1 1201761580

133
マンガでわかるかんたん!たのし
い理科実験・工作 2 光のふしぎ 滝川 洋二／監修 岩崎書店 2017.10 /407/ﾏﾝ/2 1201770177

134
ぼくたちいそはまたんていだん

三輪 一雄/作・絵 偕成社 2013.11 /407/ﾐﾜ/ 1201583778

135
みんなで実験楽しく科学あそび
1 レンズあそび 偕成社 2006.3 /407/ﾐﾝ/1 1201667084

136
みんなで実験楽しく科学あそび
2 いろあわせ 偕成社 2006.3 /407/ﾐﾝ/2 1201667092

137
みんなで実験楽しく科学あそび
3 あててごらん 偕成社 2006.3 /407/ﾐﾝ/3 1201671847

138
みんなで実験楽しく科学あそび
4 しゃぼんだま 偕成社 2006.3 /407/ﾐﾝ/4 1201667100

139
みんなで実験楽しく科学あそび
5 どろあそび 偕成社 2006.3 /407/ﾐﾝ/5 1201667118
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140
みんなで実験楽しく科学あそび
6 どうぶつのて 偕成社 2006.3 /407/ﾐﾝ/6 1201667126

141
みんなで実験楽しく科学あそび
7 おかしなえ 偕成社 2006.3 /407/ﾐﾝ/7 1201667159

142
みんなで実験楽しく科学あそび
8 うかせてあそぼう 偕成社 2006.3 /407/ﾐﾝ/8 1201667167

143
みんなで実験楽しく科学あそび
9 ひかりのてじな 偕成社 2006.3 /407/ﾐﾝ/9 1201667175

144
みんなで実験楽しく科学あそび
10 けっしょうづくり 偕成社 2006.3 /407/ﾐﾝ/10 1201667183

145
名探偵コナン理科ファイルデジカメで
自由研究!（小学館学習まんがシリー
ズ）

青山 剛昌/原作 小学館 2011.7 /407/ﾒｲ/ 0210545917

146
やさしいオリジナル自由研究と
工作 低・中学年向 くもん出版 2003.7 /407/ﾔｻ/ 0210358467

147
やさしい自由研究 小学生（ワイ
ドブックス） 教育研究会/編著 金園社 1989.8 /407/ﾔｻ/ 1200712402

148
やってみよう!夏休みの自由研究 びっ
くり実験 たのしい工作 ふしぎ観察
なっとく調査 1・2年生

成美堂出版編集部/編 成美堂出版 2005.7 /407/ﾔﾂ/1 0210021837

149
やってみよう!夏休みの自由研究 ふし
ぎ観察びっくり実験たのしい工作 1.2
年生

成美堂出版編集部/編 成美堂出版 2000.7 /407/ﾔﾂ/1 0210153300

150
やってみよう!夏休みの自由研究 びっ
くり実験 楽しい工作 不思議観察 なっ
とく調査 3・4年生

成美堂出版編集部/編 成美堂出版 2006.6 /407/ﾔﾂ/2 1201341649

151
身近なものでふしぎな科学実験 「なぜこう
なるの?」驚きの理科の法則が見えてくる!
（子供の科学★サイエンスブックス）

山村 紳一郎／著 誠文堂新光社 2016.11 /407/ﾔﾏ/ 0210787074

152
親子でできるたのしい科学実験 ナショ
ジオ式自由研究（NATIONAL
GEOGRAPHIC）

カレン・ロマノ・ヤング
／著

日経ナショナルジ
オグラフィック社

2016.6 /407/ﾔﾝ/ 0210778423

153
科学のタネを育てよう 物語でわかる
理科の自由研究 1 蛇口に見えるシッ
ポのなぞ

少年写真新聞社 2018.9 /407/ﾕｳ/1 0210825596

154
理科の考える力をつけよう! 「なぜ」か
ら課題を見つける、調べる（楽しい調
べ学習シリーズ）

小森 栄治／監修 PHP研究所 2016.3 /407/ﾘｶ/ 0210772387

155
理科をたのしく!光と音の実験工作 1
ピンホールカメラほか～光の性質を学
ぼう～

汐文社 2018.9 /425/ﾘｶ/1 1201857370

156
理科をたのしく!光と音の実験工作 3
ソーラークッカーほか～もっと深く知ろ
う～

汐文社 2018.9 /425/ﾘｶ/3 0210825618

157
電気がいちばんわかる本 1 明
かりのひみつ 米村 でんじろう/監修 ポプラ社 2011.3 /540/ﾃﾝ/1 1201545678

158
電気がいちばんわかる本 2 熱
のひみつ 米村 でんじろう/監修 ポプラ社 2011.3 /540/ﾃﾝ/2 1201545686

159
電気がいちばんわかる本 3 モー
ターのひみつ 米村 でんじろう/監修 ポプラ社 2011.3 /540/ﾃﾝ/3 1201545660

160
電気がいちばんわかる本 4 発
電のひみつ 米村 でんじろう/監修 ポプラ社 2011.3 /540/ﾃﾝ/4 1201545694

161
電気がいちばんわかる本 5 電
波のひみつ 米村 でんじろう/監修 ポプラ社 2011.3 /540/ﾃﾝ/5 1201545702

162
遊んで学ぼう電気の自由研究

福田 務/編著 電気学会 2000.9 /540/ﾌｸ/ 1200559118
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【植物のかんさつ】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

163
ヒマワリ（もっと知りたい）

赤木 かん子/作 新樹社 2015.4 /479.9/ｱｶ/ 0210752556

164
アサガオ（もっと知りたい）

赤木 かん子/作 新樹社 2015.4 /479.9/ｱｶ/ 0210752564

【工作】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

165
太陽電池とモーターの工作

増永 清一/著 誠文堂新光社 1982.7 /542.1/ﾏｽ/ 1200224770

166
自由研究光電池のエコロジー工
作 増永 清一/著 誠文堂新光社 1993.7 /549.5/ﾏｽ/ 1200246997

167
やさしい電子工作 1 電子工作入
門 水谷 紀雄/著 ポプラ社 1994.4 /549/ﾔｻ/1 0200571478

168
やさしい電子工作 2 動く電子工
作 水谷 紀雄/著 ポプラ社 1994.4 /549/ﾔｻ/2 0200466402

169
やさしい電子工作 3 光る電子工
作 水谷 紀雄/著 ポプラ社 1994.4 /549/ﾔｻ/3 0200466399

170
やさしい電子工作 4 音のでる電
子工作 水谷 紀雄/著 ポプラ社 1994.4 /549/ﾔｻ/4 0200571460

171
やさしい電子工作 5 ゲーム電子
工作 水谷 紀雄/著 ポプラ社 1994.4 /549/ﾔｻ/5 0200466372

172
やさしい電子工作 6 やくだつ電
子工作 水谷 紀雄/著 ポプラ社 1994.4 /549/ﾔｻ/6 0200466364

173
押し花アートを楽しもう 1 雑草で
描く押し花動物園 花と緑の研究所/[編] 汐文社 1999.12 /594.9/ｵｼ/1 1200472106

174
押し花アートを楽しもう 2 森の宝
で押し花アート 花と緑の研究所/[編] 汐文社 2000.2 /594.9/ｵｼ/2 1200472114

175
押し花アートを楽しもう 4 野菜や
果物で押し花アート 花と緑の研究所/[編] 汐文社 2000.4 /594.9/ｵｼ/4 1200554275

176
ロウでつくる（シリーズ子どもとつ
くる） 小池 千代恵/著 大月書店 1988.10 /594.9/ｺｲ/ 1200223244

177
うごくおもちゃをつくろう! [1] とぶ!
はねる!おもちゃ K&B STUDIO／作 あかね書房 2017.3 /750/ｳｺ/1 1201762869

178
うごくおもちゃをつくろう! [2] うか
ぶ!はしる!おもちゃ K&B STUDIO／作 あかね書房 2017.3 /750/ｳｺ/2 1201762851

179
作ろう遊ぼう工作王 1 飛ばせ!

かざま りんぺい/著 旬報社 2005.3 /750/ｶｻ/1 0210015195

180
作ろう遊ぼう工作王 2 動くぞ!

かざま りんぺい/著 旬報社 2005.3 /750/ｶｻ/2 0210015209

181
作ろう遊ぼう工作王 3 ふしぎ発
明発見？！ かざま りんぺい/著 旬報社 2005.4 /750/ｶｻ/3 0210018780

182
作ろう遊ぼう工作王 5 道具図鑑

かざま りんぺい/著 旬報社 2005.4 /750/ｶｻ/5 0210018763

183
からくり工作86点 ふしぎふしぎしかけ
で動く（レディブティックシリーズ） ブティック社 2004.8 /750/ｶﾗ/ 0210382163
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184
きむらゆういち・みやもとえつよしのガ
ラクタ工作 第1巻 牛乳パックで遊ぼう きむら ゆういち/著 チャイルド本社 2007.9 /750/ｷﾑ/1 1201816681

185
きむらゆういち・みやもとえつよしのガ
ラクタ工作 第2巻 ペーパーの芯で遊
ぼう

きむら ゆういち/著 チャイルド本社 2007.11 /750/ｷﾑ/2 1201816673

186
きむらゆういち・みやもとえつよしのガ
ラクタ工作 第3巻 せんたくばさみで遊
ぼう

きむら ゆういち/著 チャイルド本社 2007.12 /750/ｷﾑ/3 1201816665

187
きむらゆういち・みやもとえつよしのガ
ラクタ工作 第4巻 ティッシュ箱で遊ぼ
う

きむら ゆういち/著 チャイルド本社 2008.4 /750/ｷﾑ/4 1201816657

188
きむらゆういち・みやもとえつよしのガ
ラクタ工作 第5巻 紙ぶくろで遊ぼう きむら ゆういち/著 チャイルド本社 2008.6 /750/ｷﾑ/5 1201816640

189
きむらゆういち・みやもとえつよしのガ
ラクタ工作 第6巻 ペットボトルで遊ぼう きむら ゆういち/著 チャイルド本社 2008.10 /750/ｷﾑ/6 1201816632

190
きむらゆういち・みやもとえつよしのガ
ラクタ工作 第7巻 プラ容器で遊ぼう きむら ゆういち/著 チャイルド本社 2009.5 /750/ｷﾑ/7 1201816624

191
きむらゆういち・みやもとえつよしのガ
ラクタ工作 第8巻 ポリぶくろで遊ぼう きむら ゆういち/著 チャイルド本社 2009.11 /750/ｷﾑ/8 1201816616

192
きむらゆういち・みやもとえつよしのガ
ラクタ工作 第9巻 レトルト箱で遊ぼう きむら ゆういち/著 チャイルド本社 2010.6 /750/ｷﾑ/9 1201816608

193
きむらゆういち・みやもとえつよしのガ
ラクタ工作 第10巻 いろいろな紙箱で
遊ぼう

きむら ゆういち/著 チャイルド本社 2010.10 /750/ｷﾑ/10 1201816590

194
決定版らくらく自由工作 身近な素材で
楽しく作る（主婦の友生活シリーズ） トモ・ヒコ/監修 主婦の友社 2004.7 /750/ｹﾂ/ 0210380292

195
あそびのレシピ つくるたのしみ

鈴木 洋子/著 福音館書店 2004.6 /750/ｽｽ/ 0210379766

196
ちょこっとできるびっくり!工作 1
わゴムのふしぎ工作 立花 愛子/著 偕成社 2013.3 /750/ﾀﾁ/1 1201535950

197
ちょこっとできるびっくり!工作 2
ストローのふしぎ工作 立花 愛子/著 偕成社 2013.4 /750/ﾀﾁ/2 1201536867

198
ちょこっとできるびっくり!工作 3
せんたくばさみのふしぎ工作 立花 愛子/著 偕成社 2013.4 /750/ﾀﾁ/3 1201536859

199
ちょこっとできるびっくり!工作 4
かいちゅうでんとうのふしぎ工作 立花 愛子/著 偕成社 2013.4 /750/ﾀﾁ/4 1201542923

200
楽しく作れる!役に立つ!中学生のリサイクル工
作 プラスチック容器、空き缶、割りばし、野菜く
ず…身近な材料でできる楽しい工作24テーマ

滝川 洋二/監修 成美堂出版 2007.6 /750/ﾀﾉ/ 0210442832

201
楽しい!かんたん!小学生の自由工作＆アイデ
アクッキング おしゃれな小物やわくわくおも
ちゃ、かわいいお料理がいっぱい!!

オオノ ユミコ/監修 成美堂出版 2009.7 /750/ﾀﾉ/ 1201187992

202
作ってみよう!こどもの手作り工作 夏休
み自由工作のアイデアがいっぱい!（レ
ディブティックシリーズ）

ブティック社 2013.7 /750/ﾂｸ/ 0210615206

203
1日でできる自由工作ヒント集 小
学5・6年 堂本 保/著 誠文堂新光社 1987.7 /750/ﾄｳ/5 1200224192

204
夏休みからくり自由工作

トモ・ヒコ/著 大和書房 2008.7 /750/ﾄﾓ/ 1201351309

205
夏休みのリサイクル工作と観察
作ってみよう!見てみよう! 成美堂出版編集部/編 成美堂出版 2002.7 /750/ﾅﾂ/ 1200757530

206
コロコロロボット（Kids工作
BOOK） 野出 正和／著 いかだ社 2019.3 /750/ﾉﾃ/ 0210838930

207
びっくりしかけのおもしろ貯金箱 はじ
めてでも大丈夫!詳しい解説つき（レ
ディブティックシリーズ）

ブティック社 2016.7 /750/ﾋﾂ/ 0210779330

208
100円グッズで完成!楽しい! 工作編
（100円グッズでできる工作&実験ブッ
ク）

工作・実験工房/著 理論社 2014.2 /750/ﾋﾔ/ 0210659840
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209
作って遊んで大発見!不思議おも
ちゃ工作（工作絵本） 平林 浩/著

太郎次郎社エディ
タス

2012.12 /750/ﾋﾗ/ 1201504006

210
北原照久の動くロボットをつくろう! 1
輪ゴムで走るミスターアトミック 宮澤 眞治/執筆・制作 理論社 2006.1 /750/ﾐﾔ/1 1201361548

211
北原照久の動くロボットをつくろう! 2
輪ゴムで動くリリプット 宮澤 眞治/執筆・制作 理論社 2006.1 /750/ﾐﾔ/2 1201361530

212
北原照久の動くロボットをつくろう! 3
モーターで動くサンダーロボット 宮澤 眞治/執筆・制作 理論社 2006.3 /750/ﾐﾔ/3 1200785499

213
北原照久の動くロボットをつくろう! 4
モーターで動くハネムーンロケット 宮澤 眞治/執筆・制作 理論社 2006.3 /750/ﾐﾔ/4 1200785507

214
100円ショップでつくってあそぶ
なつかし!伝承おもちゃ&あそび 吉田 未希子／著 いかだ社 2016.4 /750/ﾖｼ/ 1201705314

215
ねんどでつくるスイーツ（はじめ
てでもかんたん!お菓子な手芸） 鈴山 キナコ/作 汐文社 2008.12 /751.4/ｽｽ/ 1201277967

216
はじめてでもかんたん!楽しいね
んど 1 ジオラマを作ろう 寺西 恵里子/作 汐文社 2015.3 /751.4/ﾃﾗ/1 0210751339

217
はじめてでもかんたん!楽しいね
んど 2 ヒモとマルで作ろう 寺西 恵里子/作 汐文社 2015.2 /751.4/ﾃﾗ/2 1201686613

218
はじめてでもかんたん!楽しいね
んど 3 夢の世界を作ろう 寺西 恵里子/作 汐文社 2015.3 /751.4/ﾃﾗ/3 1201686621

219
はじめてでもかんたん!楽しいね
んど 4 雑貨を作ろう 寺西 恵里子/作 汐文社 2015.3 /751.4/ﾃﾗ/4 1201686639

220
たまごのからとかみねんどでつく
ろう（かがくのとも） よねもと くみこ/さく 福音館書店 2010.6 /751.4/ﾖﾈ/ 1201805320

221
ペットボトルのアイディア工作 車・船・ロケット・噴水
アイディアグッズペットボトルで工作しよう!（シリー
ズ・子どもとつくる） 金綱 秀典/編著 大月書店 2000.7 /751.9/ｶﾈ/ 0210153709

222
木で作るくふう（くふうする工作
教室） 佐藤 諒/著 誠文堂新光社 1988.8 /754.3/ｻﾄ/ 1200053633

223
かまぼこ板でつくる 母と子の木
工作あそび 西野 雅子/著

邯鄲アートサービ
ス

1983.10 /754.3/ﾆｼ/ 1200224333

224
竹でつくる（シリーズ子どもとつく
る） 荻原 克明/著 大月書店 1984.9 /754.7/ｵｷ/ 0200559435

225
竹細工・木工細工をつくろう（は
じまりのもの体験シリーズ） 宮内 正勝/監修 リブリオ出版 2003.3 /754.7/ﾀｹ/ 0210353023

226
しかけえほんを作ろう!

青津 優子/著 大日本絵画 1993.8 /754.9/ｱｵ/ 1200704474

227
空き芯リサイクル工作 トイレットペー
パー・セロハンテープなどの《しん》で作る
（レディブティックシリーズ）

ブティック社 2000.7 /754.9/ｱｷ/ 0210153059

228
段ボールでつくるお面（シリーズ
親と子でつくる） 伊藤 亘/著 創和出版 1995.7 /754.9/ｲﾄ/ 0200371452

229
昆虫のおりがみ 子供も大人もリアル
な仕上がりを楽しめる（おりがみランド
+）

川畑 文昭／著 誠文堂新光社 2018.1 /754.9/ｶﾜ/ 1201783766

230
名人が教えるおり紙ヒコーキ上
達BOOK マル秘テク満載 戸田 拓夫／著 いかだ社 2019.4 /754.9/ﾄﾀ/ 0210841877

231
わくわくゴロリのペーパーしんで
エコ工作（NHKシリーズ） ヒダ オサム/著

日本放送出版協
会

2010.8 /754.9/ﾋﾀ/ 0210522666

232
かわいいパッケージクラフト 食べたあ
とのお楽しみ! [1] お菓子なお手紙 平田 美咲／作 汐文社 2019.1 /754.9/ﾋﾗ/1 0210834480

233
かわいいパッケージクラフト 食べたあ
とのお楽しみ! [2] お菓子なステーショ
ナリー

平田 美咲／作 汐文社 2019.3 /754.9/ﾋﾗ/2 0210838922
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234
しかけがいっぱい!紙でつくる楽
しいお家 親子でわくわく夢工作 ムラバヤシ ケンジ/著 PHP研究所 2015.2 /754.9/ﾑﾗ/ 1201686704

235
手づくり竹工作 竹でこんなにたくさん
のものがつくれる・遊べる（たのしい手
づくり教室 つくる・そだてる・考える）

水越 庸夫/著 民衆社 1985.8 /754/ﾐｽ/ 1200224010

236
竹の工作（さ・え・ら文庫）

森田 久/著 さ・え・ら書房 1977 /754/ﾓﾘ/ 1200050043

237
完全図解ペットボトルロケット講座 日
本ペットボトルクラフト協会公認ガイド
ブック

造事務所/編 双葉社 1996.4 /759/ｶﾝ/ 0210000112

【おうちのお手伝い】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

238
きみもなれる!家事の達人 1 せ
んたく 阿部 絢子／監修 少年写真新聞社 2015.11 /590/ｷﾐ/1 1201634175

239
きみもなれる!家事の達人 2 そう
じ 阿部 絢子／監修 少年写真新聞社 2015.12 /590/ｷﾐ/2 1201638333

240
きみもなれる!家事の達人 3 すい
じ 阿部 絢子／監修 少年写真新聞社 2016.1 /590/ｷﾐ/3 1201644208

241
きみもなれる!家事の達人 4 かい
もの 阿部 絢子／監修 少年写真新聞社 2016.2 /590/ｷﾐ/4 1201701719

242
こどもりょうりのことば絵じてん

三省堂編修所／編 三省堂 2017.4 /596/ｺﾄ/ 1201743349

【手芸】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

243
はじめての刺しゅうこどもたちの
ステッチ380（Asahi Original） アップルミント 2007.12 /594.2/ﾊｼ/ 1201041645

244
NHKひとりでできるもん! 手芸 手
づくり大好き 金の星社 2000.3 /594/ｴﾇ/ 0210147075

245
かんたん!かわいい!おはなしハン
ドメイド 1 グリム童話 篠原 ともえ／監修 新日本出版社 2016.3 /594/ｶﾝ/1 1201701180

246
かんたん!かわいい!おはなしハン
ドメイド 2 夢のプリンセス 篠原 ともえ／監修 新日本出版社 2016.3 /594/ｶﾝ/2 1201701198

247
かんたん!かわいい!おはなしハン
ドメイド 3 かわいい動物キャラ 篠原 ともえ／監修 新日本出版社 2016.3 /594/ｶﾝ/3 1201701206

248
かんたん!かわいい!おはなしハン
ドメイド 4 世界の名作 篠原 ともえ／監修 新日本出版社 2016.3 /594/ｶﾝ/4 1201701214

249
ミシンなしでかんたん!季節の手
芸 夏 C・R・K design／著 理論社 2017.9 /594/ﾐｼ/2 1201766225

【作文・読書感想文・日記】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

250
夏休み絵日記のじょうずな書き
かた 3・4年生 沢井 佳子/監修 成美堂出版 2005.6 /816.6/ﾅﾂ/2 1201061940

251
書く力伝える力小学生の作文力 ドラ
えもん大賞全国作文コンクール 岸本 裕史/監修 小学館 2005.8 /816.8/ｶｸ/ 0210028173

252
お父さんが教える読書感想文の
書きかた 赤木 かん子/著 自由国民社 2009.9 /816/ｱｶ/ 0210495227
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253
作文名人への道 小学校3・4年
生 田中 定幸／編著 本の泉社 2018.2 /816/ｻｸ/ 1201862370

254
スイスイ!ラクラク!!読書感想文 話題の
本も満載!読みたい本がすぐに見つか
るブックガイドつき 小学3・4年生

成美堂出版編集部/編 成美堂出版 2009.7 /816/ｽｲ/2 0210490390

255
すぐ書ける読書感想文 読みたい本が
見つかる実例で書き方のコツがわか
る 小学低学年

あさの あつこ/監修 学研 2007.6 /816/ｽｸ/ 1201668868

256
スラスラ書ける読書感想文 読みたい
本がすぐ探せる140冊おすすめブック
ガイド付き!! 小学校1・2年生

上條 晴夫/企画・監修 永岡書店 2008.6 /816/ｽﾗ/1 0210467266

257
スラスラ書ける読書感想文 読みたい
本がすぐ探せる140冊おすすめブック
ガイド付き!! 小学校3・4年生

上條 晴夫/企画・監修 永岡書店 2008.6 /816/ｽﾗ/ 0210467274

258
スラスラ書ける読書感想文 読みたい
本がすぐ探せる140冊おすすめブック
ガイド付き!! 小学校5・6年生

上條 晴夫/企画・監修 永岡書店 2008.6 /816/ｽﾗ/3 0210467282

259
読書感想文のじょうずな書き方 小学
校1年生 はじめての読書感想文に
チャレンジ！

立原 えりか/監修 成美堂出版 2007.6 /816/ﾄｸ/ 0210442840

260
読書感想文のじょうずな書き方 小学
校2年生 書き出しからまとめまでよく
わかる！

立原 えりか/監修 成美堂出版 2007.6 /816/ﾄｸ/ 0210442859

261
読書感想文がスラスラ書ける本 読み
たい本が必ず見つかる!ブックガイド
150さつ 小学1・2年生

上条 晴夫/企画・監修 永岡書店 2013.6 /816/ﾄｸ/1 0210615656

262
読書感想文がスラスラ書ける本 読み
たい本が必ず見つかる!ブックガイド
140さつ 小学3・4年生

上条 晴夫/企画・監修 永岡書店 2013.6 /816/ﾄｸ/2 0210615664

263
読書感想文がスラスラ書ける本 読み
たい本が必ず見つかる!ブックガイド
140さつ 小学5・6年生

上条 晴夫/企画・監修 永岡書店 2013.6 /816/ﾄｸ/3 0210615672

264
子どものための作文の本 書く力が身
につく 3 感想文・観察文・生活文のコ
ツ

ながた みかこ/文と絵 汐文社 2008.3 /816/ﾅｶ/3 0210461314

265
読書かんそう文のかきかた 低学
年向き 水野 寿美子/著 ポプラ社 2000.5 /816/ﾐｽ/ 0210150670

266
作文がどんどん書ける作文名人になれ
ちゃう本 宮川俊彦のノリノリ授業（わかる!
できる!のびる!ドラゼミ・ドラネットブックス）

宮川 俊彦/著 小学館 2000.4 /816/ﾐﾔ/ 0210081627

267
きみにも読書感想文がかけるよ
パート2 1・2・3年向 宮川 俊彦/著 二期出版 1990.6 /816/ﾐﾔ/2-1 1200200192

268
きみにも読書感想文がかけるよ
パート2 4・5・6年向 宮川 俊彦/著 二期出版 1990.6 /816/ﾐﾔ/2-2 1200200200

269
みんなが書ける!あつめて、まとめて、書く技術 光村
の国語 1 観察記録を書く　説明文を書く　感じたこと
を書く　読書感想文を書く　詩を書く 佐渡島 紗織/監修 光村教育図書 2014.2 /816/ﾐﾝ/1 1201670294

270
親子でとりくむ読書感想文 だれ
でも書ける楽しく書ける 村上 淳子/著 国土社 2010.7 /816/ﾑﾗ/ 0210521821

271
読書感想文の書き方 高学年向
き 吉岡 日三雄/著 ポプラ社 2000.5 /816/ﾖｼ/ 0210150696

272
読書かんそう文のかき方 中学
年向き 依田 逸夫/著 ポプラ社 2000.5 /816/ﾖﾀ/ 0210150688

○オーテピア高知図書館で所蔵している本をご紹介しています。
○貸出や返却はお近くの市町村立図書館でもできます。お近くの市町村立図書館にお問い合わせください。
○本や雑誌などに関する相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
　（お問い合わせの際は資料№をお伝えいただくとスムーズです。）
〇「請求記号」とは、本の背に貼っているラベルに書いている記号のことで、本はこの「請求記号」にしたがって並べられています。

〒780-0842 高知市追手筋2-1-1 オーテピア2階

TEL：088-823-4946 FAX：088-823-9352
http://otepia.kochi.jp/library


