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資料展リスト（令和4年11月14日～令和4年12月15日） 

 今回の資料展示では、高柳芳恵さんの作品や科学あそびに関する本を集めました。 

  高柳芳恵さんの作品は、身近な自然に不思議がいっぱいあることを教えてくれています。        

  また、特に身近なドングリやセミについて知る本もご紹介します。子どもたちが自然に好奇心を持つために、自然科学 

の本を一緒に読んで想像力を育ててみませんか？作品を通して発見の喜びを感じてください。 
   ※令和4年10月末現在、埼玉県立久喜図書館で所蔵している資料です。 

   ※リストは出版年順に並べています。出版年が同じ場合は、書名の五十音順で並べています。 

   ※刊行後2年を過ぎた雑誌は館内での利用となります。詳しくは職員にお問い合わせください。 

   ※掲載している資料の情報は埼玉県立図書館の所蔵データに基づき、作成しています。 

 

高柳芳恵さん著作 

書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 

葉の裏で冬を生きぬくチョウ 高柳芳恵／文、村山純子／絵  偕成社 1999 486/ﾊﾉ 

「『生命の樹』を読んでくりかえし

見るたのしさ」（「子どもの本棚」 

２００５年１１月） 

高柳芳恵／［著］ 
日本子どもの

本研究会 
2005 雑誌 

どんぐりの穴のひみつ 高柳芳恵／文、つだかつみ／絵  偕成社 2006 486/ﾄﾝ 

「おちばシャックシャック」（「ち

いさなかがくのとも」２００８年１

２月） 

高柳芳恵／ぶん、ながさわまさこ 

／え 
福音館書店 2008 雑誌 

「月に想いを」（「子どもと科学よ

みもの」２００９年１１月） 

高橋真理子／お話、高柳芳恵  

［ほか］／報告 

科学読物研究

会会報編集部 
2009 雑誌 

「はっぱのあな」（「ちいさなかが

くのとも」２００９年７月） 

高柳芳恵／ぶん、おおたぐろまり／

え 
福音館書店 2009 雑誌 

自然は不思議がいっぱい！ 

高柳芳恵さんの世界 
（ドングリ、セミ、科学あそび） 

埼玉県のマスコット 

コバトン 

 
  1948年栃木県生まれ。絵本作家、サイエンスライター、科学読み物研究会会員。 

 『葉の裏で冬を生きぬくチョウ』（偕成社）で産経児童出版文化賞を受賞。主な著作に『どんぐりの穴のひみつ』 

（偕成社）、絵本に『おちば シャック シャック』『はっぱのあな』『ゆうぐれのさんぽ』『どんぐりを おとしたのは 

だれ？』（以上、福音館書店）などがある。 

高柳芳恵（たかやなぎ よしえ） 

埼玉県立久喜図書館 子ども図書室                     

久喜市下早見85－5 Tel：0480-21-2659 
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書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 

「絵本を読んだら、外に出よう！」

（「母の友」 ２０１０年６月） 
高柳芳恵／［著］ 福音館書店 2010 雑誌 

「冬の里山の楽しみ～冬芽をさがし

てみよう～」（「子どもと科学よみ

もの」２０１１年３月） 

広沢毅／講師、高柳芳恵／報告 

［ほか］ 

科学読物研究

会会報編集部 
2011 雑誌 

「ゆうぐれのさんぽ」（「ちいさな

かがくのとも」２０１２年８月） 
高柳芳恵／ぶん、夏目義一／え 福音館書店 2012 雑誌 

「どんぐりをおとしたのはだれ？」

（「かがくのとも」２０１４年９

月） 

高柳芳恵／ぶん、はたこうしろう 

／え 
福音館書店 2014 雑誌 

「植物の絵本の楽しみ方」（「子ど

もと読書」２０１５年５・６月） 
高柳芳恵／［著］ 

親子読書地域

文庫全国連絡

会 

2015 雑誌 

「植物でシャボン玉ができた！」

（「たくさんのふしぎ」２０１８年

１０月） 

高柳芳恵／文、水上みのり／絵 福音館書店 2018 雑誌 

「でてきたでてきたはっぱのあか

ちゃん」（「かがくのとも」２０２

０年１月） 

高柳芳恵／ぶん、松江利恵／え 福音館書店 2020 雑誌 

「せみのぬけがら」（「ちいさなか

がくのとも」 ２０２０年８月） 
高柳芳恵／ぶん、城芽ハヤト／え 福音館書店 2020 雑誌 

「じゅうごやおつきさま」（「ちい

さなかがくのとも」２０２１年９

月） 

高柳芳恵／ぶん、松成真理子／え 福音館書店 2021 雑誌 

ドングリ 

書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 

林のどんぐり 広井敏男／ぶん、伏原納知子／え 新日本出版社 1982 ﾊ 

どんぐり 岡本素治／指導、米津景太／絵 フレーベル館 1983 47/ﾄﾞ 

木の本 高森登志夫／え、萩原信介／ぶん  福音館書店 1986 653/ｷﾉ 

自然図鑑 さとうち藍／文、松岡達英／絵 福音館書店 1986 46/ｼ 

どんぐり こうやすすむ／さく 福音館書店 1988 E/ｺｳ027 

たねのずかん 高森登志夫／え、古矢一穂／ぶん 福音館書店 1990 471/ﾀﾈ 

木の写真図鑑 
アレン・コーンビス／著、マシュー・ウォー

ド／写真，濱谷稔夫／訳・監修 
日本ヴォーグ社 1994 477/ｷﾉ 

どんぐりかいぎ こうやすすむ／文、片山健／絵 福音館書店 1995 E/ｶﾀ001 

どんぐりノート いわさゆうこ、大滝玲子／作 文化出版局 1995 65/ﾄﾞ 

木の実とともだち 松岡達英／構成、下田智美／絵と文 偕成社 1996 E/ｼﾓ001 
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書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 

ドングリ観察事典 小田英智／構成・文、久保秀一／写真 偕成社 1998 657/ﾄﾝ 

落ち葉でしらべよう 

どんぐりのいろいろ 
松原巌樹／絵・文 小峰書店 1999 657/ｵﾁ 

木の実・草の実 甘中照雄／著 保育社 1999 657/ｷﾉ 

木の実ノート いわさゆうこ／作 文化出版局 1999 657/ｷﾉ 

森よ生き返れ 宮脇昭／著 大日本図書 1999 654/ﾓﾘ 

飼育栽培図鑑 有沢重雄／文、月本佳代美／絵 福音館書店 2000 480/ｼｲ 

どんぐりの図鑑 伊藤ふくお／著、北川尚史／監修  トンボ出版 2001 657/ﾄﾝ 

ぼくのコレクション 盛口満／文・絵 福音館書店 2001 460/ﾎｸ 

「こならぼうやのぼうし」

（「ちいさなかがくのと

も」２００２年１０月） 

八百板洋子／ぶん、高森登志夫／え 福音館書店 2002 雑誌  

たのしい自然体験 １０ 

１０月の自然あそび 
竹井史郎／著、中山周平／監修 小峰書店 2002 781/ﾀﾉ 

山菜と木の実の図鑑 おくやまひさし／［写真・文・イラスト］ ポプラ社 2003 657/ｻﾝ 

日本どんぐり大図鑑 徳永桂子／著、北岡明彦／監修・解説 偕成社 2004 657/ﾆﾎ 

ドングリ 埴沙萠／著 あかね書房 2005 657/ﾄﾝ 

どんぐりのき 榎本功／写真 世界文化社 2005 E/ﾌｼ 

身近な植物と友だちになる

本 
おくやまひさし／作 偕成社 2005 470/ﾐｼ 

山のごちそうどんぐりの木 ゆのきようこ／文、川上和生／絵 理論社 2005 E/ｶﾜ115 

カシの木 ゴードン・モリソン／作、越智典子／訳 ほるぷ出版 2006 E/ﾓﾘ709 

森の工作図鑑 岩藤しおい／著 いかだ社 2006 750/ﾓﾘ 

クリスマス・正月の工作 

図鑑 
岩藤しおい／著 いかだ社 2007 750/ｸﾘ 

コロコロどんぐりみゅーじ

あむ 
いわさゆうこ／著 アリス館 2007 657/ｺﾛ 

どんぐりころころ 片野隆司／写真撮影、大久保茂徳／監修 
ひさかたチャイ

ルド 
2007 E/ｶﾀ030 

たねのはなし 
ダイアナ・アストン／文、シルビア・ロン

グ／絵、千葉茂樹／訳 
ほるぷ出版 2008 E/ﾛﾝ701 

ドングリとリス ネイチャー・プロ編集室／編著 偕成社 2008 479/ﾄﾝ 

どんぐりハンドブック 岩藤しおい／著、岩槻秀明／著  いかだ社 2008 657/ﾄﾝ 

学校のまわりでさがせる 

植物図鑑 
平野隆久／写真、近田文弘／監修 金の星社 2009 653/ｶﾂ 
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書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 

どんぐりもりのおきゃく 

さん 
香山美子／文、飯村茂樹／［ほか］写真 

ひさかたチャイ

ルド 
2009 E/ﾄﾝ 

植物 ［高橋秀男］／［監修・指導］ 学研教育出版 2010 470/ｼﾖ 

タネの大図鑑 ワン・ステップ／編、サカタのタネ／監修 ＰＨＰ研究所 2010 471/ﾀﾈ 

土にねむるたねのふしぎ 
松尾洋子／写真、高橋和枝／絵、 

寒竹孝子／文、多田多恵子／監修 
アリス館 2010 471/ﾂﾁ 

どんぐり銀行は森の中 大塚菜生／文 国土社 2010 654/ﾄﾝ 

葉っぱで調べる身近な樹木 濱野周泰／著 誠文堂新光社 2010 653/ﾊﾂ 

ぼくのドングリ図鑑 盛口満／絵・文 岩崎書店 2010 657/ﾎｸ 

植物のふしぎ 小林正明／監修 ポプラ社 2011 470/ｼﾖ 

どんぐり・木の実・おち葉 岩藤しおい／著 いかだ社 2011 750/ﾄﾝ 

どんぐりころころ大図鑑 
飯村茂樹／写真、岡崎務／文、星野義延／ 

監修  
ＰＨＰ研究所 2012 657/ﾄﾝ 

身近な木の実・植物の種 

図鑑＆採集ガイド 
多田多恵子／著 実業之日本社 2012 471/ﾐｼ 

植物 池田博／監修 ポプラ社 2013 470/ｼﾖ 

どんぐりころちゃん みなみじゅんこ／作 アリス館 2013 E/ﾐﾅ033 

どんぐりむし 藤丸篤夫／しゃしん、有沢重雄／ぶん そうえん社 2013 486/ﾄﾝ 

くらしに役立つ木の実図鑑 
いわさゆうこ／著、高岡昌江／著、 

柴田規夫／監修 
ＰＨＰ研究所 2014 657/ｸﾗ 

ずかんたね 近田文弘／著、久保秀一／写真  技術評論社 2014 471/ｽｶ 

「どんぐり」（「しぜん 

キンダーブック」 ２０１

４年１０月） 

多田多恵子／指導、飯村茂樹／写真 フレーベル館 2014 雑誌  

葉・実・木のかたちで調べ

る樹木の名前大事典 
近田文弘／著、とうどやよい／絵 くもん出版 2014 653/ﾊﾐ 

拾って探そう落ち葉と 

ドングリ・松ぼっくり 
平野隆久／写真、片桐啓子／文 山と溪谷社 2014 471/ﾋﾛ 

たねのふしぎものがたり 

１ 
山田実／編著、森雅之／絵 岩崎書店 2015 471/ﾀﾈ 

たねのふしぎものがたり 

２ 
山田実／編著、森雅之／絵 岩崎書店 2015 471/ﾀﾈ 

どこでもどんぐり おおたきれいこ／著 かもがわ出版 2015 657/ﾄｺ 

木と日本人 ３ 葉や花、

実と種 

ゆのきようこ／監修・文、長谷川哲雄／樹木

画 
理論社 2016 657/ｷﾄ 

ドングリ〈コナラ〉の絵本 大久保達弘／編、アヤ井アキコ／絵 
農山漁村文化協

会 
2016 657/ﾄﾝ 

見わける！調べる！ 

しぜんかんさつずかん 秋 
おくやまひさし／写真・文 ポプラ社 2016 460/ﾐﾜ 
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書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 

落ち葉のふしぎ博物館 盛口満／文・絵、安田守／写真・取材協力 少年写真新聞社 2017 471/ｵﾁ 

ブナの絵本 大久保達弘／編、城芽ハヤト／絵 
農山漁村文化協

会 
2017 653/ﾌﾅ 

木の実のたんけん おくやまひさし／著 少年写真新聞社 2018 657/ｷﾉ 

ブナの森を探検しよう！ 瀬川強／著 ＰＨＰ研究所 2018 653/ﾌﾅ 

まいて観察！たね図鑑 ３ 

木・くだもののたね 
おくやま ひさし／著 汐文社 2018 471/ﾏｲ 

みぢかな樹木のえほん 国土緑化推進機構／編、平田美紗子／絵  ポプラ社 2018 653/ﾐｼ 

ぽっとんころころどんぐり いわさ ゆうこ／さく 童心社 2019 E/ｲﾜ069 

世界のどんぐり図鑑 徳永桂子／著、原正利／解説 平凡社 2020 657/ｾｶ 

はやしでひろったよ 大久保茂徳／監修 
ひさかたチャイ

ルド 
2020 471/ﾊﾔ 

きせつのあそび あき・ふ

ゆ 
中村みつを／絵 理論社 2021 781/ｷｾ 

どんぐり・木の実の森 岩藤しおい／著 いかだ社 2021 750/ﾄﾝ 

じゅんびのいらないしぜん

あそび［３］あきであそぼ

う 

高橋京子／監修 国土社 2022 786/ｼﾕ 

セミ 

書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 

森の合唱団 橋本洽二／著 誠文堂新光社 1974 48/ﾓ 

セミ・カメムシ・ハエのなかま 小林清之介／文、たかはしきよし／絵 あすなろ書房 1978 48/ｺ 

少年少女ファーブル昆虫記 ６ ファーブル／［著］、古川晴男／訳  偕成社 1979 48/ｼ 

セミの生活を調べよう 林正美／著、佐藤有恒／写真 
さ・え・ら書

房 
1984 48/ｾ 

アブラゼミ 今泉吉典／監修 教育社 1987 48/ｱ 

名前といわれ昆虫図鑑 栗林慧／写真、大谷剛／文 偕成社 1987 48/ﾅ 

昆虫記 今森光彦／著 福音館書店 1988 48/ｺ 

ファーブルの昆虫記 上 ファーブル／［著］、山田吉彦／訳 岩波書店 1988 48/F 

セミのおきみやげ 宮武頼夫／文、中西章／絵 福音館書店 1992 486/ｾﾐ 

昆虫のかいかたそだてかた 三枝博幸／文、松原巌樹／絵 岩崎書店 1993 48/ｺ 

ファーブルこんちゅう記 幼年版

２ 

ファーブル／［原著］、小林清之介／

ぶん，たかはしきよし／え  
あすなろ書房 1993 48/ﾌ 

アブラゼミ・ニイニイゼミ 佐藤有恒／写真、橋本洽二／文 誠文堂新光社 1994 48/ｱ 

だれだかわかるかい？ 今森光彦／ぶん・写真 福音館書店 1995 48/ﾀﾞ 

ファーブル昆虫記の虫たち ３ 熊田千佳慕／絵・文 小学館 1998 726/ﾌｱ 

虫の飼いかた・観察のしかた ３ 

近所の虫の飼いかた（１） 
海野和男／［ほか］文・写真 偕成社 1998 486/ﾑｼ 

ファーブルの昆虫記 上 ファーブル／［著］、大岡信／編訳 岩波書店 2000 486/ﾌｱ 
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書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 

実験・自由研究   学習研究社 2001 407/ｼﾂ 

せみとりめいじん かみやしん／作、奥本大三郎／監修 福音館書店 2001 E/ｶﾐ001 

林の虫 藤本一幸／著 保育社 2003 486/ﾊﾔ 

虫のくらし写真館 ６ 海野和男／写真、伊地知英信／文 ポプラ社 2003 486/ﾑｼ 

セミの一生 佐藤有恒／写真、橋本洽二／文 あかね書房 2005 486/ｾﾐ 

素数ゼミの謎 吉村仁／著、石森愛彦／絵 文藝春秋 2005 486/ｿｽ 

都会にすみついたセミたち ３ 武田晋一、海野和男／写真・文 偕成社 2005 486/ﾄｶ 

鳴く虫の世界 佐藤有恒／写真、小田英智／文 あかね書房 2005 486/ﾅｸ 

ファーブル昆虫記 せみ 
小林清之介／文、金尾恵子／絵、 

橋本洽二／監修 

ひさかたチャ

イルド 
2007 E/ﾌｱ 

ぼく、あぶらぜみ 
得田之久／ぶん、たかはしきよし 

／え  
福音館書店 2008 E/ﾀｶ057 

世界の昆虫 増補改訂   学習研究社 2009 486/ｾｶ 

セミ・カメムシのなかま 海野和男／写真・文 新日本出版社 2009 486/ｾﾐ 

学校のまわりでさがせる生きもの

図鑑 ハンディ版 昆虫 ２ 
新開孝／ほか写真、岡島秀治／監修 金の星社 2010 486/ｶﾂ 

昆虫 増補改訂版 ［岡島秀治］／［監修・指導］ 学研教育出版 2010 486/ｺﾝ 

昆虫 
小池啓一／指導・執筆ほか、森上 

信夫／ほか写真 
小学館 2010 486/ｺﾝ 

「せみ」（「しぜん キンダー

ブック」２０１０年８月） 
安永一正／構成・絵 フレーベル館 2010 雑誌 

世界のふしぎな虫おもしろい虫 
今森光彦／著、塚田悦造／監修、 

市川顕彦／監修 
アリス館 2012 486/ｾｶ 

セミとわたしはおないどし 高岡昌江／文、さげさかのりこ／絵  福音館書店 2012 486/ｾﾐ 

みいつけた！がっこうのまわりの

いきもの ２ せみ 

カワハラユキコ／絵、もちつきかつ

み／絵，須田研司／監修 
学研教育出版 2012 480/ﾐｲ 

ものまね名人ツノゼミ 森島啓司／文・写真 福音館書店 2012 486/ﾓﾉ 

今森光彦の昆虫教室      

くらしとかいかた 

今森光彦／作、廣野研一／絵、今森

光彦・今森真弓／撮影 
童心社 2013 486/ｲﾏ 

今森光彦の昆虫教室      

とりかた・みつけかた 

今森光彦／作、今森光彦・今森真

弓／撮影 
童心社 2013 486/ｲﾏ 

うまれたよ！セミ 
新開孝／写真、小杉みのり／構成・

文 
岩崎書店 2013 E/ｼﾝ033 

ずかんむしの顔 伊藤年一／著 技術評論社 2013 486/ｽｶ 

鳴く虫の科学 
高嶋清明／写真・文、海野和男／ 

監修 
誠文堂新光社 2013 486/ﾅｸ 

昆虫図鑑 森上信夫／写真・文 汐文社 2015 486/ｺﾝ 

クマゼミから温暖化を考える 沼田英治／著 岩波書店 2016 486/ｸﾏ 
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書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 

昆虫 

医学生物学電子顕微鏡技術学会／

編、佐々木正己／編集責任、宮澤 

七郎／監修 

小峰書店 2016 486/ｺﾝ 

みつけた！びっくり虫 谷本雄治／文、石森愛彦／絵  童心社 2016 486/ﾐﾂ 

見わける！調べる！しぜんかんさ

つずかん 夏 
おくやまひさし／写真・文 ポプラ社 2016 460/ﾐﾜ 

昆虫って、どんなの？ いしもりよしひこ／著 
ハッピーオウ

ル社 
2017 486/ｺﾝ 

昆虫ワールド 
小野正人・井上大成／編、見山博／

絵 

玉川大学出版

部 
2017 486/ｺﾝ 

セミの羽化 
赤木かん子／作、北島英雄／写真、

荒井和人／絵  
新樹社 2017 486/ｾﾐ 

こん虫をそだてよう・しらべよう

［３］ 体のつくり 
岡島秀治／監修 金の星社 2018 486/ｺﾝ 

昆虫 ２ 小池啓一／執筆・企画構成 小学館 2019 486/ｺﾝ 

手すりの虫観察ガイド とよさきかんじ／著 文一総合出版 2019 486/ﾃｽ 

はじめてのむしのしいくとかんさ

つ 増補改訂版 

筒井学／写真・文、今井久恵／イラ

スト、中井亜佐子／イラスト 
学研プラス 2019 486/ﾊｼ 

集めてわかるぬけがらのなぞ 盛口満／文・絵 
少年写真新聞

社 
2020 486/ｱﾂ 

虫のしわざ図鑑 新開孝／写真・文 
少年写真新聞

社 
2020 486/ﾑｼ 

大きな写真で楽しむはじめてのわ

くわく図鑑世界の虫編 

キャサリン・Ｄ・ヒューズ／著、 

新宅広二／翻訳・監修 

エムディエヌ

コーポレー

ション 

2022 486/ｵｵ 

教科書に出てくる身のまわりの 

生物 １ 

須田研司／監修、いずもりよう／ 

イラスト  
理論社 2022 481/ｷﾖ 

スゴイ！がいっぱいふしぎな昆虫

のせかい 
清水聡司／著、しばさな／イラスト 

ｒｅｐｉｃｂ

ｏｏｋ 
2022 486/ｽｺ 

科学あそび 
書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 

高い音ひくい音 

フランクリン・Ｍ．ブランリー／ぶん、

ポール・ガルトーン／え、松田道郎／ 

やく 

福音館書店 1970 42/ﾀ 

ふしぎな石―じしゃく 板倉聖宣／文、石田武雄／絵 国土社 1970 42/ﾌ 

卵の実験 
伏見康治、伏見満枝／著、今村昌昭／ 

写真、伏見康子／画 
福音館書店 1977 42/ﾀ 

ふしぎないろみず 
大竹三郎／著、岩波映画製作所／しゃし

ん 
岩波書店 1981 43/ﾌ 

空気をみつけよう 大竹三郎／文、稲川弘明／絵 国土社 1982 43/ｸ 

科学あそびだいすき 科学読物研究会／編 連合出版 1987 J407/ｶ 

科学でゲーム・ぜったいできる！ 
Ｖ．コブ、Ｋ．ダーリング／著、木下友

子／訳 

さ・え・ら

書房 
1987 40/ｶ 
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書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 

科学でゲーム・できっこないさ！ 
Ｖ．コブ、Ｋ．ダーリング／著、

藤田千枝／訳 

さ・え・ら

書房 
1987 40/ｶ 

まほうのわ 
折井英治、折井雅子／作、藤嶋 

かおる／絵 
大日本図書 1987 40/ﾏ 

よわいかみつよいかたち かこ・さとし／著／絵 童心社 1988 40/ﾖ 

きんぞくたんけんぴかぴかでピカッ 玉田泰太郎、福田岩緒／さく 童心社 1990 43/ｷ 

科学あそびのわん・つー・すりー 
科学あそび研究会「どろんこ

山」／編 

教育出版文

化協会 
1996 J407/ｶｶ 

科学でゲーム・やっぱりできる！ 
ヴィッキイ・コブ、キャシー・

ダーリング／共著、藤田千枝／訳 

さ・え・ら

書房 
1996 40/ｶ 

どんな草でも紙になる 大西秀夫／文と写真 大日本図書 1996 58/ﾄﾞ 

水にうくものしずむもの 

マリア・ゴードン／さく、   

マイク・ゴードンえ、西本鶏介／

やく、岡田良治／監修 

ひかりのく

に 
1996 ﾐ 

植物あそび ながたはるみ／さく 福音館書店 1998 470/ｼﾖ 

科学あそびだいすき 第２集 改訂版 科学読物研究会／編 連合出版 1999 J407/ｶｶ 

科学でゲーム・屋外で実験 

ヴィッキイ・コブ、キャシー・

ダーリング／共著、鈴木将／訳、

田島菫美／絵 

さ・え・ら

書房 
2000 407/ｶｶ 

ガリレオ工房の科学あそび １ 増補 

改訂版 
滝川洋二／編著 実教出版 2001 J407.5/ｶﾘ 

ガリレオ工房の科学あそび ２ 
滝川洋二／編著、山村信一郎／ 

編著 
実教出版 2001 J407.5/ｶﾘ 

科学でゲーム・ためしてごらん 
ヴィッキイ・コブ、キャシー・

ダーリング／著、藤田千枝／訳 

さ・え・ら

書房 
2002 407/ｶｶ 

科学あそびだいすき 第３集 改訂版  科学読物研究会／編 連合出版 2005 J407/ｶｶ 

みんなで実験楽しく科学あそび ８  

うかせてあそぼう 改訂 
牧衷／構成・文、関戸勇／写真 偕成社 2006 423/ｳｶ 

みんなで実験楽しく科学あそび１０けっ

しょうづくり 改訂 
牧衷／構成・文、関戸勇／写真 偕成社 2006 459/ｹﾂ 

ガリレオ工房の科学あそび ３ 滝川洋二ほか／編著 実教出版 2007 J407.5/ｶﾘ 

戦後日本の科学よみもの 
科学読物研究会ブックリスト編集

委員会／編 

科学読物研

究会 
2008 J403.1/ｾﾝ 

はじめての草花あそび ２ おくやまひさし／指導 ポプラ社 2010 781/ﾊｼ 

科学遊び大図鑑 かざまりんぺい／著 主婦の友社 2011 407/ｶｶ 

ドライアイスであそぼう 新版 
板倉聖宣／著、藤沢千之／著、 

丹下京子／絵 
仮説社 2012 435/ﾄﾗ 

ＮＨＫカガクノミカタ ３ 実験してみ

よう 

ＮＨＫ「カガクノミカタ」制作

班／編、ヨシタケシンスケ／絵 
ＮＨＫ出版 2019 407/ｴﾇ 

かがくのとものもと   福音館書店 2019 J405/ｶｶ 

博物館のプロのスゴ技で自然を調べよう

１ 

小川誠／共著、奥山清市／共著、

矢野真志／共著 

少年写真新

聞社 
2019 400/ﾊｸ 

博物館のプロのスゴ技で自然を調べよう

２ 

小川誠／共著、奥山清市／共著、

矢野真志／共著 

少年写真新

聞社 
2019 400/ﾊｸ 

身近な材料でＫｉｄｓおもしろ科学遊び 
青野裕幸／著、相馬惠子／著、 

富田香／著  
いかだ社 2021 407/ﾐｼ 


