
　　　　　　　　　 いわき総合図書館 2015.2

＊エネルギーに関する本は、【420物理-ぶつり-】【500技術-エネルギー-】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

長沼毅の世界は理科でできている
―エネルギー―

長沼 毅‖監修 ほるぷ出版 408/ﾅ

見学！自然エネルギー大図鑑３
―バイオマス・温度差発電ほか―

飯田 哲也‖監修 偕成社 501/ｹ/3

発明・発見 学研 402/ﾊ

力の事典
―動きのひみつをさぐる―

大井 喜久夫ほか‖文
黒須 高嶺‖絵

岩崎書店 423/ﾁ

熱と温度のひみつ 左巻 健男‖監修 ＰＨＰ研究所 426/ﾈ

ニュートンと万有引力
―宇宙と地球の法則を解き明かした科学者―

Kerrie Logan Hollihan‖[著]
大森 充香‖訳

丸善出版 423/ﾎ

これならわかる！科学の基礎のキソ
―単位と物質―

左巻 健男‖監修
こどもくらぶ‖編

丸善出版 420/ｺ

エネルギー自給率を考える 小池 康郎‖監修 文研出版 501/ｴ

省エネの大研究
―家庭でできることから社会の取り組みまで―

山川 文子‖著 ＰＨＰ研究所 501/ﾔ

再生可能エネルギーの大研究
―太陽光から風力・バイオマスまで―

中谷内 政之‖監修
どりむ社‖編集

ＰＨＰ研究所 501/ｻ

エネルギーってなんだろう
ｷﾝﾊﾞﾘｰ・ﾌﾞﾙﾍﾞｲｶｰ・ﾌﾞﾗｯﾄﾞﾘｰ‖
さく　　ポール・マイゼル‖え
やまじ けんじ‖やく

福音館書店 緑/E/ﾏ

じしゃくのふしぎ
ﾌﾗﾝｸﾘﾝ・M.ﾌﾞﾗﾝﾘｰ‖さく
トゥルー・ケリー‖え
かなもり  じゅんじろう‖やく

福音館書店 紫/E/ｹ

いきているひかり
モリー・バング＆
ペニー・チザム‖作
さくま ゆみこ‖訳

評論社 黄/E/ﾊﾞ

とべ！ちいさいプロペラき
小風 さち‖作
山本 忠敬‖絵

福音館書店 茶/E/ﾔ

ちいさいきかんしゃ
ロイス・レンスキー‖ぶん・え
わたなべ しげお‖やく

福音館書店 茶/E/ﾚ

ひかりうりのぴかこさん 松山 円香‖著 佼成出版社 緑/E/ﾏ

風をつかまえたウィリアム

ウィリアム・カムクワンバ，
ブライアン・ミーラー‖文
エリザベス・ズーノン‖絵
さくま ゆみこ‖訳

さ・え・ら書房 桃/E/ｽﾞ

発電所のねむるまち
マイケル・モーパーゴ‖作
ピーター・ベイリー‖絵
杉田 七重‖訳

あかね書房 933/ﾓ

リキシャ★ガール
ミタリ・パーキンス‖作
ジェイミー・ホーガン‖絵
永瀬 比奈‖訳

鈴木出版 933/ﾊﾟ

大型絵本　ちからたろう
いまえ よしとも‖ぶん
たしま せいぞう‖え

ポプラ社 灰/E/ﾀ

　　      いろいろなエネルギー
　　    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　―科学の世界　Science World―



　　　　　　　　　 いわき総合図書館 2014.12

＊大地のつくりと変化に関する本は、【290地理-土地のようす-】【450地球-ちきゅう-】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

地球 斎藤 靖二‖監修 ポプラ社 450/ﾁ

長沼毅の世界は理科でできている
―自然―

長沼 毅‖監修 ほるぷ出版 408/ﾅ

地形探検図鑑
―大地のようすを調べよう―

目代 邦康‖著 誠文堂新光社 454/ﾓ

地形の大研究
―山脈・峡谷からクレーターまで―

日本地質学会‖監修
造事務所‖編集・構成

ＰＨＰ研究所 454/ﾁ

集めて調べる川原の石ころ
―名前・特徴・地質がわかる―

渡辺 一夫‖著 誠文堂新光社 458/ﾜ

大地の動きと岩石・鉱物・化石２
―堆積岩―

レベッカ・フォークナー‖著
浜田 勝子‖訳
松原 聰‖日本語版監修

文溪堂 458/ﾌ/2

知ろう！防ごう！自然災害１
―地震・津波・火山噴火―

佐藤 隆雄‖監修 岩崎書店 369/ｼ/1

ベスビオ火山の大噴火
サラ・C・バイセル‖著
柴田 和雄‖訳

リブリオ出版 232/ﾊﾞ

まるごと観察富士山
―壮大な火山地形から空、生き物まで世界遺産を知る―

鎌田 浩毅‖編著 誠文堂新光社 402/ｶ

地球の声に耳をすませて
―地震の正体を知り、命を守る―

大木 聖子‖著 くもん出版 453/ｵ

川のぼうけん
エリザベス・ローズ‖文
ジェラルド・ローズ‖絵
ふしみ みさを‖訳

岩波書店 茶/E/ﾛ

川のいし かみや しん‖著 ほるぷ出版 SJ/E/ｶ

アストンの石
ﾛｯﾀ・ｹﾞｯﾌｪﾝﾌﾞﾗｰﾄﾞ‖作
菱木 晃子‖訳

小峰書店 紫/E/ｹﾞ

津波！！命を救った稲むらの火
小泉 八雲‖原作
高村 忠範‖文・絵

汐文社 空/E/ﾀ

桜石探検隊
風野 潮‖作
よこやま ようへい‖絵

角川学芸出版 913/ｶ

ちきゅうのなかみ
長崎 夏海‖作
篠崎 三朗‖絵

小峰書店 913/ﾅ

大地震が学校をおそった
手島 悠介‖文
高田 勲‖絵

学研 916/ﾃ

夏休みに、翡翠をさがした
岡田 依世子‖作
岡本 順‖絵

アリス館 913/ｵ

石を抱くエイリアン 濱野 京子‖著 偕成社 T/F/ﾊ

大型絵本　バムとケロのそらのたび 島田 ゆか‖作 絵 文溪堂 灰/E/ｼ

　　      大地のつくりと変化
　　    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　―科学の世界　Science World―



　　　　　　　　　 いわき総合図書館 2014.10

〔子どもコーナー展示リスト〕  

書名 著者名 出版社 請求記号

からだの不思議図鑑
―人体のしくみがひと目でわかる！―

竹内 修二‖監修 ＰＨＰ研究所 491/ｶ

脳と体のしくみ絵事典
―夢をかなえるカギは脳にある―

久恒 辰博‖著 ＰＨＰ研究所 491/ﾋ

実物大 人体図鑑３
―内臓―

坂井 建雄‖監修
野口 賢司‖絵

ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙ・ﾏｶﾞｼﾞﾝ社 491/ｼﾞ/3

五感のふしぎ絵事典
―感覚と脳のメカニズムがわかる―

竹内 修二‖監修 ＰＨＰ研究所 491/ｺﾞ

遺伝子・ＤＮＡのすべて
夏 緑‖著
ちくやま きよし
・ﾏﾙﾓﾄ ｲﾂﾞﾐ‖図版・イラスト

童心社 467/ﾅ

赤ちゃんが生まれる　幼年版
ニルス・タヴェルニエ‖さく
中島 さおり‖やく
杉本 充弘‖かんしゅう

ブロンズ新社 491/ﾀ

いのちにつながるノーベル賞 若林 文高‖監修 文研出版 377/ｲ

げんきをつくる食育えほん１
―たべるのだいすき！みんなげんき―

吉田 隆子‖作
せべ まさゆき‖絵

金の星社 桃/E/ｾ/1

おしっこの研究 柳生 弦一郎‖さく 福音館書店 491/ﾔ

絵とき生きものは円柱形
本川 達雄‖文
やまもと ちかひと‖絵

福音館書店 460/ﾓ

大型絵本　はははのはなし 加古 里子‖ぶん・え 福音館書店 灰/E/ｶ

しゃっくりがいこつ
マージェリー・カイラー‖作
Ｓ・Ｄ・シンドラー‖絵
黒宮 純子‖訳

セーラー出版 桃/E/ｼ

わたしのて
ジーン・ﾎﾙｾﾞﾝﾀｰﾗｰ‖ぶん
ナンシー・タフリ‖え
はるみ こうへい‖やく

童話館出版 空/E/ﾀ

しんでくれた
谷川 俊太郎‖詩
塚本 やすし‖絵

佼成出版社 空/E/ﾂ

じぶんでウンチできたとき
伊藤 英治‖編
村上 康成‖絵

岩崎書店 911/ｼﾞ

おもしろからだことば　体編
石津 ちひろ‖文
大島 妙子‖絵

草土文化 814/ｲ

くしゃみくしゃみ天のめぐみ
松岡 享子‖作
寺島 龍一‖画

福音館書店 913/ﾏ

おとうさんの手
まはら 三桃‖作
長谷川 義史‖絵

講談社 913/ﾏ

生命の樹
江崎 雪子‖作
宮 いつき‖絵

ポプラ社 913/ｴ

あたまをつかった小さなおばあさん
ホープ・ニューウェル‖作
松岡 享子‖訳
山脇 百合子‖画

福音館書店 933/ﾆ

　　      人のからだの つくりとはたらき
　　    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　―科学の世界　Science World―

＊からだに関する本は、【490体・病気-からだ-】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。



　　　　　　　　　 いわき総合図書館 2014.8

＊化学に関する本は、【430化学-かがく-】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

もののとけかた
―ポプラ社の実験・観察シリーズ４―

藤谷 立自‖著
田矢 一夫‖監修

ポプラ社 430/ﾌ

酸素と二酸化炭素
―ポプラ社の実験・観察シリーズ７―

鈴木 文悟‖著
増田 高廣‖監修

ポプラ社 430/ｽ

とけているものひみつはっけん
高橋 洋・森岡 由理子‖著
江川 多喜雄‖監修

草土文化 SJ/43/ﾄ

水溶液のひみつ
―教科に役だつ実験・観察・ものづくり８―

後藤 良秀・傳幸 朝香‖著
角屋 重樹‖監修

岩崎書店 SJ/40/ｷ

酸・アルカリと水溶液 大竹 三郎‖著・写真 国土社 SJ/43/ｵ

変身のなぞ
原田 佐和子 ほか‖文
富士鷹 なすび‖絵

玉川大学出版部 430/ﾍ

すがたをかえるしずくのふしぎ
―地球をたびする水―

七尾 純‖著 国土社 435/ﾅ

砂糖の絵本
すぎもと あきら‖へん
ささお としかず‖え

農山漁村文化協会 588/ｻ

塩の大研究
―海から来た宝物―

塩事業ｾﾝﾀｰ‖監修 PHP研究所 669/ｼ

砂糖と塩の実験
高梨 賢英‖著
さとう 智子‖絵

さ・え・ら書房 404/ﾀ

しょうにゅうどう探検 徳富 一光‖著 あかね書房 454/ﾄ

火山は生きている 青木 章‖著 あかね書房 453/ｱ

酸性雨をふせごう
―水溶液・工業生産・電気自動車―

佐島 群巳‖監修
金子 美智雄‖指導

ほるぷ出版 SJ/519/ｻ

元素のひみつ
ダン・グリーン‖著
坂根 弦太‖日本語版監修

小学館 431/ｸﾞ

水の大研究
―不思議な世界をのぞいてみよう！―

橋本 淳司‖著
加藤 マカロン‖絵

PHP研究所 452/ﾊ

こおり
前野 紀一‖文
斉藤 俊行‖絵

福音館書店 451/ﾏ

おかしなゆき ふしぎなこおり 片平 孝‖写真・文 ポプラ社 451/ｶ

つららがぽーっとん
小野寺 悦子‖ぶん
藤枝 つう‖え

福音館書店 黄/E/ﾌ

雪の結晶ノート
マーク・カッシーノ‖作
ジョン・ネルソン‖作
千葉 茂樹‖訳

あすなろ書房 紫/E/ｶ

雪の写真家 ベントレー
ｼﾞｬｸﾘｰﾝ・ﾌﾞﾘｯｸﾞｽﾞ・ﾏｰﾃｨﾝ‖作
メアリー・アゼアリアン‖絵
千葉 茂樹‖訳

BL出版 青/E/ｱ

　　      溶ける“もの”  　―科学の世界　Science World―



　　　　　　　　　 いわき総合図書館 2014.7

＊植物に関する本は、【470植物-しょくぶつ-】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

ヘチマのかんさつ
―科学のアルバム植物７―

佐藤 有恒‖著 あかね書房 479/ｻ

ジャガイモ
―科学のアルバム植物１２―

鈴木 公治‖著 あかね書房 616/ｽ

育てて、発見！「トマト」
真木 文絵‖文
石倉 ヒロユキ‖写真・絵

福音館書店 626/ﾏ

やさいはいきている
―そだててみようやさいのきれはし―

藤田 智‖監修
岩間 史朗‖写真撮影

ひさかたチャイルド 626/ﾔ

ぼくは農家のファーブルだ
―トマトを守る小さな虫たち―

谷本 雄治‖著 岩崎書店 615/ﾀ

草の名前が葉っぱでわかる
近田 文弘‖ぶん
おくやま ひさし
・かわうち やよい‖え

大日本図書 470/ｺ

葉っぱのあかちゃん 平野 隆久‖写真・文 岩崎書店 471/ﾋ

学校で育てる緑のカーテン大百科１
―グリーンパワーで節電―

菊本 るり子‖監修 学研 629/ｶﾞ/1

紅葉・落ち葉　冬芽の大研究 葉のひみつをさぐろ
う！ ―さまざまな色と形―

飯村 茂樹‖写真
岡崎 務‖文

PHP研究所 653/ｺ

草や木のまじゅつ
山崎 青樹‖文・絵
石曽根 史行‖ほか写真

福音館書店 753/ﾔ

世界の不思議な植物
―厳しい環境で生きる―

湯浅 浩史‖著 誠文堂新光社 470/ﾕ

小さなたね
ボニー・クリステンセン‖作
渋谷 弘子‖訳

さ・え・ら書房 紫/E/ｸ

たべられるしょくぶつ
森谷 憲‖ぶん
寺島 龍一‖え

福音館書店 空/E/ﾃ

はちうえはぼくにまかせて
ｼﾞｰﾝ・ｼﾞｵﾝ‖さく
ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ・ﾌﾞﾛｲ・ｸﾞﾚｱﾑ‖え

ペンギン社 紫/E/ｸﾞ

木のうた イエラ・マリ‖さく ほるぷ出版 緑/E/ﾏ

大型絵本　おやおや、おやさい
石津 ちひろ‖文
山村 浩二‖絵

福音館書店 灰/E/ﾔ　

すずをならすのはだれ
安房 直子‖作
葉 祥明‖絵

PHP研究所 913/ｱ

はなちゃんのはなまるばたけ
北川 チハル‖作
西村 敏雄‖絵

岩崎書店 913/ｷ

村の小さな糸やさん
瀬尾 七重‖作
亀岡 亜希子‖絵

日本標準 913/ｾ

木いちごの王さま
サカリアス・トペリウス‖原作
きしだ えりこ‖文
やまわき ゆりこ‖絵

集英社 949/ﾄ

　　      植物の観察②  　―科学の世界　Science World―
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＊植物に関する本は、【470植物-しょくぶつ-】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

植物の素顔
―びっくり、ふしぎ写真で科学４―

ガリレオ工房‖編
伊知地 国夫‖写真
滝沢 美絵‖文

大月書店 471/ﾀ

じめんのうえとじめんのした
アーマ E.ウェバー‖ぶん・え
藤枝 澪子‖やく

福音館書店
青/E/ｳ
471/ｳ

雑草たちの陣取り合戦
―身近な自然のしくみをときあかす―

根本 正之‖著 小峰書店 471/ﾈ

ホウセンカの絵本
もり げんじろう‖へん
いちかわ ともこ‖え

農山漁村文化協会 627/ﾎ

ほってびっくり草の根 冬の野原を観察しよう
―身近な植物と友だちになる本５―

おくやま ひさし‖作 偕成社 470/ｵ/5

林の土から芽がでたよ
―土にねむるたねのふしぎ２―

松尾 洋子‖写真
多田 多恵子‖監修

アリス館 470/ﾏ/2

タネの大図鑑 身近な花・木から野菜・果物まで
―色・形・大きさがよくわかる―

サカタのタネ‖監修
ワン・ステップ‖編集

PHP研究所 471/ﾀ

しょくぶつ
―はじめてであうずかん５―

高森 登志夫‖え
古矢 一穂‖しどう

福音館書店 黄/E/ﾊ/5

たんぽぽ
平山 和子‖ぶん・え
北村 四郎‖監修

福音館書店
黄/E/ﾋ
479/ﾋ

あさがお 荒井 真紀‖文・絵 金の星社 青/E/ｱ

たねがとぶ
甲斐 信枝‖さく
森田 竜義‖監修

福音館書店 紫/E/ｶ

野の花道ばたの草
―さいているところさがそう―

たかはし きよし‖絵
萩原 信介‖文

福音館書店 空/E/ﾀ

大型絵本　花さき山
斎藤 隆介‖作
滝平 二郎‖絵

岩崎書店 灰/E/ﾀ

じいじのさくら山 松成 真理子‖著 白泉社 緑/E/ﾏ

はなのみち
岡 信子‖作
土田 義晴‖絵

岩崎書店 空/E/ﾂ

たっくんのあさがお
西村 友里‖作
岡田 千晶‖絵

PHP研究所 913/ﾆ

おはようの花
―ハリネズミとちいさなおとなりさん３―

仁科 幸子‖さく・え フレーベル館 913/ﾆ

もういいよう
あまん きみこ‖作
かわかみ たかこ‖絵

ポプラ社 913/ｱ

たんぽぽ色のリボン
安房 直子‖文
南塚 直子‖絵

小峰書店 913/ｱ

秘密の花園　上・下
バーネット‖作
山内 玲子‖訳

岩波書店
933/ﾊﾞ/1
933/ﾊﾞ/2

　　      植物の観察①  　―科学の世界　Science World―



　　　　　　　　　 いわき総合図書館 2014.5

＊天気・気象に関する本は、【451気象-てんき-】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

天気の自由研究
―実験と観察でわかる天気のしくみ―

武田 康男‖著 永岡書店 451/ﾀ

調べよう天気と暮らし５
―暦と天気のかかわりを探る―

日本気象協会‖編著 ポプラ社 451/ｼ/5

お天気ナビ観察じてん
―すぐに役立つ！自由研究のｱｲﾃﾞｱ集＆まとめ方―

武田 康男‖監修 大泉書店 451/ｵ

親子で読みたいお天気のはなし 下山 紀夫・太田 陽子‖著 東京堂出版 451/ｼ

世界の災害の今を知る 水と風の災害３
―洪水―

トニー・アラン‖著
布村 明彦‖監訳

文溪堂 369/ｾ

世界にほこる日本の先端科学技術２
―災害予知はどこまで可能？―

法政大学
自然科学ｾﾝﾀｰ‖監修
こどもくらぶ‖編

岩崎書店 T/502/ｾ/2

地球温暖化図鑑
布村 明彦・松尾 一郎
・垣内 ユカ里‖著

文溪堂 451/ﾁ

京都議定書がわかる絵事典
―地球の環境をまもる世界基準―

PHP研究所‖編 PHP研究所 451/ｷ

ぼくもわたしも気象予報士４
―気象予報士になろう―

森田 正光‖監修 学研 451/ﾎﾞ/4

見学！日本の大企業ウェザーニューズ こどもくらぶ‖編さん ほるぷ出版 451/ｹ

きょうのそらはどんなそら
ふくだ としお＋あきこ
(accototo)‖文・絵

大日本図書 黄/E/ﾌ

てんきよほうかぞえうた
岸田 衿子‖作
柚木 沙弥郎‖絵

福音館書店 茶/E/ﾕ

あめがだーいすき
そうま こうへい‖さく
かとう あやこ‖え

佼成出版社 紫/E/ｶ

ゆきがやんだら 酒井 駒子‖作 学研 桃/E/ｻ

ハルとカミナリ ちば みなこ‖さく・え ＢＬ出版 空/E/ﾁ

春はあけぼの
清少納言‖文
たんじ あきこ‖絵

ほるぷ出版 空/E/ﾀ

大型絵本 なつのいちにち はた こうしろう‖作 偕成社 灰/E/ﾊ

雪わたり
宮沢 賢治‖著
堀内 誠一‖画

福音館書店 913/ﾐ

一さつのおくりもの
森山 京‖作
鴨下 潤‖絵

講談社 913/ﾓ

雨ふりマウス
竹下 文子‖文
植田 真‖絵

アリス館 913/ﾀ

　　      天気はかわる②  　―科学の世界　Science World―



　　　　　　　　　 いわき総合図書館 2014.4

＊天気・気象に関する本は、【451気象-てんき-】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

あしたのてんきははれ？くもり？あめ？
―おてんきかんさつえほん―

野坂 勇作‖さく 福音館書店
451/ﾉ
橙/E/ﾉ

天気予報の大研究
―役割・しくみから用語・天気図まで―

日本気象協会‖監修 PHP研究所 451/ﾃ

天気の不思議
―天気のいろいろな「ナゼ」がわかる―

森田 正光‖著 誠文堂新光社 451/ﾓ

天気の不思議がわかる！ 日本気象協会‖監修 実業之日本社 451/ﾃ

あめ、ゆき、あられ くものいろいろ かこ さとし‖絵と文 農山漁村文化協会 451/ｶ

雲ごよみ
―天気と季節の観察図鑑―

高橋 健司‖写真・文 山川出版社 451/ﾀ

風の大研究
―地球をとりまく大きなエネルギー―

日本風工学会‖監修 PHP研究所 451/ｶ

知ろう！防ごう！自然災害２
―台風・強風・豪雪・洪水―

佐藤 隆雄‖監修 岩崎書店 369/ｼ/2

空と天気のふしぎ１０９
―お天気ｷｬｽﾀｰ森田さんが答える気象のなぜ―

森田 正光‖著
八板 康麿‖写真

偕成社 451/ﾓ

異常気象の大研究
―なぜ起こる？どうすればいい？―

三上 岳彦‖監修 PHP研究所 451/ｲ

はじめてのてんきえほん
てづか あけみ‖絵
村田 弘子‖文・デザイン
武田 康男‖監修

ﾊﾟｲｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 空/E/ﾃ

せんたくかあちゃん さとう わきこ‖さく・え 福音館書店 桃/E/ｻ

ひつじぐものむこうに
あまん きみこ‖作
長谷川 知子‖絵

文研出版 黄/E/ﾊ

かぜフーホッホ
三宮 麻由子‖ぶん
斉藤 俊行‖え

福音館書店 桃/E/ｻ

ふゆのようせいジャック・フロスト
カズノ・コハラ‖作
石津 ちひろ‖訳

光村教育図書 紫/E/ｺ

やまださんちのてんきよほう 長谷川 義史‖作 絵本館 黄/E/ﾊ

大型絵本 あめのひのえんそく 間瀬 なおかた‖作・絵 チャイルド本社 灰/E/ﾏ

のねずみポップはお天気はかせ 仁科 幸子‖作・絵 徳間書店 913/ﾆ

うわさの雨少年(レインボーイ)
宮下 恵茉‖作
丸山 薫‖絵

ポプラ社 913/ﾐ

雲の飼い方
渡辺 わらん‖作
藤田 裕美‖絵

講談社 913/ﾜ

　　      天気はかわる①  　―科学の世界　Science World―
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