
　　　　　　　　　 いわき総合図書館 2016.1

＊小さな生き物・昆虫に関する本は、【480動物-どうぶつ-】【486昆虫-むし-】の書架にあります。あわせてご覧ください。
＊リストの請求記号は総合図書館のものです。貸出しできる本は検索機でご確認ください。

〔子どもコーナー展示リスト〕  

書名 著者名 出版社 請求記号

昆虫のふしぎ 寺山 守‖監修 ポプラ社 486/ｺ

今森光彦の昆虫教室
―とりかた・みつけかた―　―くらしとかいかた―

今森 光彦‖作 童心社
486/ｲ
486/ｲ

みいつけた！みぢかないきもの１～５ 松橋 利光‖写真・構成 ポプラ社 480/ﾐ/1～5

カブトムシ 岸田 功‖著 あかね書房 486/ｷ

ずかんハチ
松本 吏樹郎‖監修
COCO‖写真・イラスト

技術評論社 486/ｽﾞ

クモの巣図鑑
―巣を見れば、クモの種類がわかる！―

新海 明‖著
谷川 明男‖写真

偕成社 485/ｼ

ぜんぶわかる！カイコ
新開 孝‖著
伴野 豊‖監修

ポプラ社 486/ｼ

田んぼの生きものたち
―タガメ―　―ゲンゴロウ―

市川 憲平‖文・写真
北添 伸夫‖写真

農山漁村文化協会
486/ｲ
486/ｲ

水生昆虫大集合
―水辺に生きる昆虫たち―

築地 琢郎‖著 誠文堂新光社 486/ﾂ

昆虫たちの擬態
―昆虫の驚くべき戦略、威嚇からカムフラージュまで―

海野 和男‖著 誠文堂新光社 486/ｳ

とんぼのめがね
国土社編集部‖編
小林 与志‖絵

国土社 911/ﾄ

メダカのえんそく
阿部 夏丸‖作
村上 康成‖絵

講談社 913/ｱ

とべ！わたしのチョウ
安田 夏菜‖作
藤本 四郎‖絵

文研出版 913/ﾔ

翔太の夏 ―秘密の山のカブトムシ―
那須 正幹‖作
スカイエマ‖絵

旺文社 913/ﾅ

ぼく、だんごむし
得田 之久‖ぶん
たかはし きよし‖え

福音館書店 空/E/ﾀ

うまれたよ！バッタ
新開 孝‖写真
小杉 みのり‖構成・文

岩崎書店 桃/E/ｼ

あかちゃんかたつむりのおうち
いとう せつこ‖ぶん
島津 和子‖え

福音館書店 桃/E/ｼ

むしたちのうんどうかい
得田 之久‖文
久住 卓也‖絵

童心社 紫/E/ｸ

リスとアリとゾウ
ﾃﾞｲｼﾞｰ・ﾑﾗｰｽｺｳﾞｧｰ‖作
関沢 明子‖訳

ＢＬ出版 緑/E/ﾑ

大型絵本　くものすおやぶんとりものちょう 秋山 あゆ子‖さく 福音館書店 灰/E/ｱ

　　      小さな生き物  　―科学の世界　Science World―



　　　　　　　　　 いわき総合図書館 2015.9

＊動物に関する本は、【480動物-どうぶつ-】から【489哺乳類-どうぶつ-】の書架にあります。あわせてご覧ください。
＊リストの請求記号は総合図書館のものです。貸出しできる本は検索機でご確認ください。

〔子どもコーナー展示リスト〕  

書名 著者名 出版社 請求記号

動物のふしぎ
―ポプラディア情報館―

今泉 忠明‖監修 ポプラ社 480/ﾄﾞ

きれいですごい魚
赤木 かん子‖文
松浦 啓一‖監修

ﾊﾟｲｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 487/ｱ

どんな生きもの？はちゅう類・両生類１
―カメ・トカゲのなかまとカエル・イモリのなかま―

松久保 晃作‖文・写真 偕成社 487/ﾏ/1

空を飛ばない鳥たち
―泳ぐペンギン、走るダチョウ 翼のかわりに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なにが進化したのか？―

上田 恵介‖監修 誠文堂新光社 488/ｿ

動物の目、人間の目
―びっくり、ふしぎ写真で科学３―

滝沢 美絵‖文
ガリレオ工房‖編
伊知地 国夫‖写真

大月書店 481/ﾀ

とかげのしっぽ
椋 鳩十‖ぶん
松井 孝爾‖え

新日本出版社 487/ﾑ

動物の骨
―骨の博物館１―

ロブ・コルソン‖文
サンドラ・ドイルほか‖イラスト
黒輪 篤嗣‖訳
遠藤 秀紀‖監修

辰巳出版 481/ｺ

骨と筋肉大図鑑１～４
阿部 和厚・真鍋 真・
今泉 忠明・川上 和人‖監修

学研 481/ﾎ/1～4

食物連鎖の大研究
―しくみから環境破壊による危機まで―

目黒 伸一‖監修 PHP研究所 468/ｼ

野生動物のお医者さん 齊藤 慶輔‖著 講談社 488/ｻ

オオカミ王ロボ
―シートン動物記―

ｱｰﾈｽﾄ･Ｔ.ｼｰﾄﾝ‖文・絵
今泉 吉晴‖訳・解説

童心社 480/ｼ

ネコの目からのぞいたら
ｼﾙｳﾞｧｰﾅ･ｶﾞﾝﾄﾞﾙﾌｨ‖作
関口 英子‖訳

岩波書店 973/ｶﾞ

どうぶつ句会 あべ 弘士‖さく・え 学研 913/ｱ

とりになったきょうりゅうのはなし 大島 英太郎‖さく 福音館書店 青/E/ｵ

うまれたよ！ヤゴ
中瀬 潤‖写真
小杉 みのり‖構成・文

岩崎書店 橙/E/ﾅ

あれあれ？そっくり！ 今森 光彦‖著 ブロンズ新社 青/E/ｲ

したのどうぶつえん あき びんご‖作 くもん出版 青/E/ｱ

どうぶつしんちょうそくてい
聞かせ屋。けいたろう‖文
高畠 純‖絵

アリス館 空/E/ﾀ

どっとこどうぶつえん 中村 至男‖さく 福音館書店 橙/E/ﾅ

大型絵本　ぼくにげちゃうよ
ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ･W･ﾌﾞﾗｳﾝ‖ぶん
クレメント・ハード‖え
いわた みみ‖やく

ほるぷ出版 灰/E/ﾊ

　　      動物のからだ  　―科学の世界　Science World―



　　　　　　　　　 いわき総合図書館 2015.6

＊宇宙に関する本は、【440宇宙-うちゅう-】の書架にあります。あわせてご覧ください。
＊リストの請求記号は総合図書館のものです。貸出しできる本は検索機でご確認ください。

〔子どもコーナー展示リスト〕  

書名 著者名 出版社 請求記号

宇宙
―ポプラディア情報館―

渡部 潤一‖監修 ポプラ社 440/ｳ

太陽の大研究
―すがた・動き・地球とのかかわり―

縣 秀彦‖監修 PHP研究所 444/ﾀ

ここまでわかった！太陽系のなぞ
―探査機の写真で見えてきたおどろきの姿―

沼澤 茂美・脇屋 奈々代‖著 誠文堂新光社 444/ﾇ

星と星座
―ポプラディア大図鑑WONDA―

渡部 潤一‖監修 ポプラ社 443/ﾎ

１等星図鑑
―全21個の特徴がすべてわかる―

藤井 旭‖著 誠文堂新光社 443/ﾌ

宇宙の生活大研究
―人類は火星でくらせるの？―

渡辺 勝巳‖監修 PHP研究所 538/ｳ

宇宙への夢、力いっぱい！ 若田 光一・高橋 うらら‖著 PHP研究所 538/ﾜ

世界にはばたく日本力
―日本の宇宙技術―

こどもくらぶ‖編さん ほるぷ出版 538/ｾ

宇宙人に会いたい！
―天文学者が探る地球外生命のなぞ―

平林 久‖著 学研 440/ﾋ

星と宇宙のふしぎ１０９
―プラネタリウム解説員が答える天文のなぜ―

永田 美絵‖著
村山 定男‖監修
八板 康麿‖写真

偕成社 440/ﾅ

宇宙ランキング・データ大事典 布施 哲治‖監修 くもん出版 440/ｳ

あのほし なんのほし
みき つきみ‖文
柳原 良平‖絵

こぐま社 茶/E/ﾔ

ほしにむすばれて
谷川 俊太郎‖文
えびな みつる‖絵

文研出版 青/E/ｴ

銀河鉄道の夜
宮沢 賢治‖作
金井 一郎‖絵

三起商行 紫/E/ｶ

たなばたものがたり
舟崎 克彦‖文
二俣 英五郎‖絵

教育画劇 黄/E/ﾌ

ぼく、おつきさまがほしいんだ
ジョナサン・エメット‖文
ヴァネッサ・キャバン‖絵
おびか ゆうこ‖訳

徳間書店 紫/E/ｷ

星の王子さま
サン=テグジュペリ‖原作
奥本 大三郎‖文

白泉社 953/ｻ

星のふる よる
長崎 夏海‖作
長野 ともこ‖絵

ポプラ社 913/ﾅ

星空へようこそ
横山 充男‖作
えびな みつる‖絵

文研出版 913/ﾖ

大型絵本 わんぱくだんのはしれ！いちばんぼし
ゆきの ゆみこ・上野 与志‖作
末崎 茂樹‖絵

チャイルド本社 灰/E/ﾕ

　　      宇宙  　―科学の世界　Science World―



　　　　　　　　　 いわき総合図書館 2015.4

〔子どもコーナー展示リスト〕  

書名 著者名 出版社 請求記号

実験・実感 科学のしくみ
ロビン・ケロッド，
シャロン・アン・ホルゲート‖著
渡辺 正‖監訳

丸善 407/ｹ

実験・自由研究(ニューワイド学研の図鑑) 学研 407/ｼﾞ

かがくあそび 高柳 雄一‖監修 フレーベル館 407/ｶ

スーパー理科事典 石井 忠浩‖監修 受験研究社 403/ｽ

安全につかえる！理科実験・観察の器具図鑑 横山 正‖監修 ポプラ社 407/ｱ

めざせ！フィールド観察の達人 飯村 茂樹‖著 偕成社 407/ｲ

朝日ジュニア学習年鑑 ２０１５ 朝日新聞出版 059/ｱ/15

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 407/ｺ

学研の小学生の自由研究 科学編 学研 375/ｶﾞ

キッチン*おもしろ自由研究 ガリレオ工房‖編著 永岡書店 407/ｷ

おまかせ自由研究＆調べ学習
朝日小学生新聞編集部
　　　　　　　　　　　 　‖編・著

朝日学生新聞社 375/ｵ

はじめての手づくり科学あそび １～３

塩見 啓一‖監修
西 博志‖著・おもちゃ発案
こば ようこ‖イラスト
                    ・おもちゃ制作

アリス館
407/ﾆ/1
407/ﾆ/2
407/ﾆ/3

カガミの実験
立花 愛子‖著
田島 董美‖絵

さ・え・ら書房 404/ﾀ

アルミ缶百科
ガリレオ工房
高橋 和光‖監修

少年写真新聞社 407/ｱ

カビのふしぎ
伊沢 尚子‖著
細矢 剛‖監修・写真

汐文社 465/ｲ

１００円グッズで不思議！面白い！ 実験編 工作・実験工房‖著 理論社 407/ﾋ

アサガオの絵本
わたなべ よしたか‖へん
うえだ みゆき‖え

農山漁村文化協会 627/ｱ

土の絵本 １
日本土壌肥料学会‖へん
中村 真一郎‖イラスト

農山漁村文化協会 613/ﾂ/1

学ぶ力をそだてる<新>図書館シリーズ ４
―調べたことをまとめよう―

ポプラ社 017/ﾏ/4

　　      科学実験・科学あそび  ―科学の世界　Science World―

　　    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＊科学実験・科学あそびに関する本は、【407研究法-自由研究-】の書架にあります。あわせてご覧ください。
＊リストの請求記号は総合図書館のものです。貸出しできる本は検索機でご確認ください。


	27-4小さな生き物
	小さな生物

	27科学の世界ブックリスト
	27-3動物のからだ
	動物

	27科学の世界ブックリスト
	27-2宇宙
	宇宙

	27-1科学実験・科学あそび



