
夏休みおまかせコーナー(H30年7～8月展示資料リスト）

資料区分デコード 書名 巻次 著者名 出版者 出版年
一般 山の花 木原／浩∥著 山と渓谷社 1999.4
一般 野草の名前の手帖 夏編 夏梅／陸夫∥写真と文 シンク 2002.7
一般 山野草ナビ図鑑 大海　淳∥著 大泉書店 2007.4
一般 里の花 久保田　修∥構成　著 学研 2009.3
一般 日本の野草 夏 矢野　亮∥監修 学研 2009.5
一般 子供に教えたいムシの探し方・観察のし方 海野　和男∥著 ソフトバンククリエイティブ 2009.7
一般 山の花 木原　浩∥写真 山と渓谷社 2010.2
一般 野山の昆虫 今森　光彦∥写真　文 山と渓谷社 2010.2
一般 里山の昆虫ハンドブック 大林　延夫∥監修 日本放送出版協会 2010.6
一般 水辺の昆虫 今森　光彦∥写真　文 山と渓谷社 2010.7
一般 夏の野草 永田　芳男∥著 山と渓谷社 2006.11
一般 花の名前の手帖 夏編 夏梅／陸夫∥写真と文 シンク 2001.8
一般 福井の野草(下) 福井県植物研究会／編 福井県植物研究会 1998.03
一般 福井のコケと地衣・［補遺］ 福井県植物研究会／編著 福井県 2001.3
一般 しだ・こけ 8 岩月／善之助∥解説 山と渓谷社 2006..6
一般 福井のシダと海藻 福井県植物研究会／編著 福井県 2000.3
一般 シダ植物 村田／威夫∥共著 全国農村教育協会 2006.4
一般 花と葉で見わける野草 近田　文弘∥監修 小学館 2010.4
一般 雑草の呼び名事典 亀田　竜吉∥写真　文 世界文化社 2012.2
一般 福井の野草　（上） 福井県植物研究会／編著 福井県県民生活部自然保護課 1997.03
一般 考える読書 第62回 全国学校図書館協議会∥編 毎日新聞出版 2017.4
一般 考える読書 第60回 全国学校図書館協議会∥編 毎日新聞出版 2015.4
一般 考える読書 第61回 全国学校図書館協議会∥編 毎日新聞出版 2016.4
一般 考える読書 第63回 全国学校図書館協議会∥編 毎日新聞出版 2018.4
一般 花色でひける山野草の名前がわかる事典 大嶋／敏昭∥著 成美堂出版 2005.3
児童 いのちは贈りもの フランシーヌ  クリストフ∥著 岩崎書店 2017.7
児童 統計グラフ全国コンクール入賞作品集 第４７回 全国統計協会連合会／編 東京：全国統計協会連合会 199912
児童 統計グラフ全国コンクール入賞作品集 第４８回 全国統計協会連合会∥編集 全国統計協会連合会 2000.12
児童 アイデアいっぱい貯金箱を作ろう！ ブティック社 2006.8
児童 子どものための文法の本 1 ながた　みかこ∥文と絵 汐文社 2007.1
児童 学校では教えないこどもの「経済」大疑問１００ 田中　力∥著 講談社 2007.3
児童 わくわく・びっくりサイエンス教室 小学校４年生 山崎／健一∥著 国土社 2004.2
児童 わくわく・びっくりサイエンス教室 小学校５年生 山崎／健一∥著 国土社 2004.3
児童 わくわく・びっくりサイエンス教室 小学校６年生 山崎／健一∥著 国土社 2004.2
児童 わくわく・びっくりサイエンス教室 小学校チャレンジ編 山崎／健一∥著 国土社 2004.3
児童 自由研究図鑑 有沢／重雄∥文 福音館書店 1998.6
児童 ベスト教科事典 自由研究 学研 2000.12
一般 統計グラフ全国コンクール入賞作品集 第５８回 統計情報研究開発センター∥編集 統計情報研究開発センター 2011.2
児童 しょくぶつ フレーベル館 1990.7
児童 統計グラフ全国コンクール入賞作品集 第５３回 全国統計協会連合会∥編集 全国統計協会連合会 2006.1
児童 調べ学習・自由研究に役立つお天気まるわかりＢＯＯＫ 山内／豊太郎∥監修 成美堂出版 2004.7
児童 観察実験であそぼう！ 3 日本宇宙少年団∥監修 汐文社 2005.12
児童 観察実験であそぼう！ 2 日本宇宙少年団∥監修 汐文社 2005.11
児童 観察実験であそぼう！ 1 日本宇宙少年団∥監修 汐文社 2005.1
児童 昆虫 旺文社 1998.4
児童 植物 旺文社 1998.4
児童 貝と水の生物 旺文社 1998.4
児童 小学校５年生の自由研究 成美堂出版編集部∥編 成美堂出版 2007.6
児童 小学校６年生の自由研究 成美堂出版編集部∥編 成美堂出版 2007.6
児童 植物 学研 2007.6
児童 最先端科学の本 滝川　洋二∥監修 日本文芸社 2007.7
児童 日本と世界のカブトムシクワガタの飼いかた 安藤“アン”誠起∥著 実業之日本社 2007.6
児童 読書感想文おたすけブック ２００７年度版 宮川　俊彦∥著 小学館 2007.7
児童 アイデア貯金箱 コスミック出版 2007.8
児童 子どものための作文の本 3 ながた　みかこ∥文と絵 汐文社 2008.3
児童 子どものための作文の本 1 ながた　みかこ∥文と絵 汐文社 2007.11
児童 子どものための作文の本 2 ながた　みかこ∥文と絵 汐文社 2008.1

（※一般：大人向け　児童：子ども向け）
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児童 グラフで調べる日本の産業 1 谷川　彰英∥監修 小峰書店 2008.3
児童 グラフで調べる日本の産業 2 谷川　彰英∥監修 小峰書店 2008.3
児童 グラフで調べる日本の産業 3 谷川　彰英∥監修 小峰書店 2008.3
児童 グラフで調べる日本の産業 4 谷川　彰英∥監修 小峰書店 2008.3
児童 グラフで調べる日本の産業 5 谷川　彰英∥監修 小峰書店 2008.3
児童 グラフで調べる日本の産業 6 谷川　彰英∥監修 小峰書店 2008.3
児童 グラフで調べる日本の産業 7 谷川　彰英∥監修 小峰書店 2008.3
児童 グラフで調べる日本の産業 8 谷川　彰英∥監修 小峰書店 2008.3
児童 楽しく実験・工作小学生の自由研究 低学年編 成美堂出版編集部∥編 成美堂出版 2008.6
児童 中学生理科の自由研究 山田　ふしぎ∥著 成美堂出版 2008.6
児童 でんじろう先生の超ウケる実験ルーム 米村　でんじろう∥監修 主婦と生活社 2008.6
児童 まりか先生のおいしい実験キッチン 内田　麻理香∥監修 主婦と生活社 2008.6
児童 環境問題を考える自由研究ガイド エコ実験研究会∥編 東京書籍 2008.7
児童 塩の大研究 塩事業センター∥監修 ＰＨＰ研究所 2008.7
児童 読書感想文おたすけブック ２００８年度版 宮川　俊彦∥著 小学館 2008.7
児童 理科の実験・観察 物質とエネルギー編 横山　正∥監修 ポプラ社 2007.3
児童 こどもの手作りアイデア貯金箱 ブティック社 2008.8
児童 科学の実験 学研 2009.3
児童 学校のまわりでさがせる植物図鑑 夏 近田　文弘∥監修 金の星社 2009.3
児童 小学生のキッチンでびっくり実験６６ 学研 2009.7
児童 表・グラフのかき方事典 小西　豊文∥監修 ＰＨＰ研究所 2009.9
児童 科学の実験 ガリレオ工房∥指導　監修 小学館 2009.8
児童 キッチンでかんたん実験１２０ 1 学研教育出版 2010.2
児童 キッチンでかんたん実験１２０ 2 学研教育出版 2010.2
児童 キッチンでかんたん実験１２０ 3 学研教育出版 2010.2
児童 キッチンでかんたん実験１２０ 4 学研教育出版 2010.2
児童 キッチンでかんたん実験１２０ 5 学研教育出版 2010.2
児童 キッチンでかんたん実験１２０ 6 学研教育出版 2010.2
児童 集めて調べる川原の石ころ 渡辺　一夫∥著 誠文堂新光社 2010.2
児童 鉱物・宝石のふしぎ大研究 松原　聡∥監修 ＰＨＰ研究所 2010.9
児童 植物の生態図鑑 学研教育出版 2010.4
児童 考える読書 第５５回小学校高学年の部 全国学校図書館協議会∥編 毎日新聞社 2010.4
児童 小学生の自由工作かんたん！すごい！！アイデアＢＯＯＫ 成美堂出版編集部∥編 成美堂出版 2010.7
児童 小学生のキッチンでかんたんクラフト 学研教育出版 2010.7
児童 キッチンとお風呂でできる！小学生のおもしろ科学実験 甲谷　保和∥著 実業之日本社 2010.7
児童 行ってみよう！社会科見学 1 国土社編集部∥編 国土社 2011.1
児童 植物のふしぎ 小林　正明∥監修 ポプラ社 2011.1
児童 昆虫の生態図鑑 学研教育出版 2010.6
児童 おし花の工作図鑑 岩藤　しおい∥著 いかだ社 2011.3
児童 よくわかる岩石・鉱物図鑑 円城寺　守∥監修 実業之日本社 2011.3
児童 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 教育画劇 2011.3
児童 考える読書 第５６回小学校低学年の部 全国学校図書館協議会∥編 毎日新聞社 2011.4
児童 スイスイ！ラクラク！！読書感想文 小学１・２年生 成美堂出版編集部∥編 成美堂出版 2009.7
児童 スイスイ！ラクラク！！読書感想文 小学３・４年生 成美堂出版編集部∥編 成美堂出版 2009.7
児童 スイスイ！ラクラク！！読書感想文 小学５・６年生 成美堂出版編集部∥編 成美堂出版 2009.7
児童 動く！遊べる！小学生のおもしろ工作 ｅｃｏ編 成美堂出版 2011.7
児童 キッチン＊おもしろ自由研究 ガリレオ工房∥編著 永岡書店 2010.6
児童 かんたん実験理科のタネ 3 小森　栄治∥著 光村教育図書 2008.12
児童 かんたん実験理科のタネ 1 小森　栄治∥著 光村教育図書 2008.1
児童 かんたん実験理科のタネ 2 小森　栄治∥著 光村教育図書 2008.12
児童 考える読書 第５７回小学校低学年の部 全国学校図書館協議会∥編 毎日新聞社 2012.4
児童 考える読書 第５７回小学校高学年の部 全国学校図書館協議会∥編 毎日新聞社 2012.4
児童 考える読書 第５７回小学校中学年の部 全国学校図書館協議会∥編 毎日新聞社 2012.4
児童 ３日でできるじゆうけんきゅう ２年生 チャイルドコスモ∥編 ポプラ社 1999.4
児童 ３日でできる自由研究 ４年生 チャイルドコスモ∥編 ポプラ社 1999.4
児童 ３日でできる自由研究 ３年生 チャイルドコスモ∥編 ポプラ社 1999.4
児童 ３日でできる自由研究 ５年生 チャイルドコスモ∥編 ポプラ社 1999.4
児童 ３日でできる自由研究 ６年生 チャイルドコスモ∥編 ポプラ社 1999.4
児童 「あいさつ」っていいな 東京：「小さな親切」運動本部 1991
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児童 合い言葉は笑顔 東京：「小さな親切」運動本部 199501
児童 全日本「小さな親切」作文コンクール 第２２回 「小さな親切」運動本部 1998.2
児童 全日本「小さな親切」作文コンクール 第２２回 「小さな親切」運動本部 1998.2
児童 全日本「小さな親切」作文コンクール入賞作品集 第２４回 「小さな親切」運動本部 2000.3
児童 星のおくりもの 「小さな親切」運動本部 2001.3
児童 全日本「小さな親切」作文コンクール入賞作品集 第２４回 「小さな親切」運動本部 2000.3
児童 まちの施設たんけん 8 林／義人∥文 小峰書店 2004.4
児童 統計で深めよう！調べ学習 1 平／卯太郎∥監修 文研出版 2003.3
児童 統計で深めよう！調べ学習 2 平／卯太郎∥監修 文研出版 2003.3
児童 統計で深めよう！調べ学習 3 平／卯太郎∥監修 文研出版 2003.3
児童 自由研究わくわく探検大図鑑 小学館 2003.7
児童 パソコンで自由研究 子どものパソコン研究会∥著 ディーアート 2001.7
児童 発展学習・自由研究アイデア１０１ 2 学研 2005.3
児童 発展学習・自由研究アイデア１０１ 7 学研 2005.3
児童 親子で楽しむ科学手品 片江／安巳∥監修 ブティック社 2000.7
児童 動く！遊べる！小学生のおもしろ工作 滝川／洋二∥監修 成美堂出版 2006..6
児童 １・２年生の新自由研究 江川／多喜雄∥著 草土文化 1999.3
児童 ５・６年生の新自由研究 江川／多喜雄∥著 草土文化 1999.4
児童 ＮＨＫ台所でおもしろ実験 日本放送協会∥編集 日本放送出版協会 2000.8
児童 かんたん科学あそび 江川／多喜雄∥編著 草土文化 1999.12
児童 親子で楽しむ手作り科学おもちゃ 緒方／康重∥共著 主婦と生活社 2004.7
児童 ガリレオ工房の身近な道具で大実験 滝川／洋二∥編著 大月書店 1997.6
児童 親子であそぶ理科工作 小島／繁男∥監修 主婦の友社 2000.8
児童 親子で楽しむおもしろ科学実験館 神崎／夏子∥編 日刊工業新聞社 2003.1
児童 ガリレオ工房の身近な道具で大実験 第２集 滝川／洋二∥編著 大月書店 1999.6
児童 ガリレオ工房の身近な道具で大実験 第３集 滝川／洋二∥編著 大月書店 2002.7
児童 ガリレオ工房の身近な道具で大実験 第４集 滝川／洋二∥編著 大月書店 2005.8
児童 カルメ焼き★べっこうあめと１０の実験 左巻／健男∥著 汐文社 1996.12
児童 科学の実験と工作 斎藤／賢之輔∥著 誠文堂新光社 1987.7
児童 実験・自由研究 学研 2001.7
児童 実験・自由研究 学研 2001.7
児童 授業がわかる！理科実験シリーズ 1 横山／正∥監修 ポプラ社 2005.3
児童 授業がわかる！理科実験シリーズ 2 横山／正∥監修 ポプラ社 2005.3
児童 授業がわかる！理科実験シリーズ 3 横山／正∥監修 ポプラ社 2005.3
児童 授業がわかる！理科実験シリーズ 5 横山／正∥監修 ポプラ社 2005.3
児童 調べ学習・自由研究に役立つ理科の実験まるわかりＢＯＯＫ 滝川／洋二∥監修 成美堂出版 2005.7
児童 やってみよう！夏休みの自由研究 １・２年生 成美堂出版編集部∥編 成美堂出版 2005.7
児童 わくわく自由研究工作・観察・実験ブック 1 山崎／健一∥著 国土社 2005.7
児童 わくわく自由研究工作・観察・実験ブック 2 山崎／健一∥著 国土社 2005.7
児童 お天気ナビ観察じてん 武田　康男∥監修 大泉書店 2006.7
児童 気象がわかる絵事典 日本気象協会∥監修 ＰＨＰ研究所 2007.2
児童 塩の絵本 たかなし　ひろき∥へん 農山漁村文化協会 2006.6
児童 作ろう遊ぼう工作王 3 かざま／りんぺい∥著 旬報社 2005.4
児童 こどもの手作り貯金箱 ブティック社 2004.8
児童 楽しく作ろう！こどもの貯金箱 ブティック社 2005.8
児童 どくしょかんそう文の本 大橋／富貴子∥著 文渓堂 1994.6
児童 読書感想文の本 大橋／富貴子∥著 文渓堂 1993.6
児童 読むことは生きること 紺野／順子∥著 ポプラ社 2000.5
児童 いますぐ書けちゃう作文力 斎藤／孝∥著 どりむ社 2006.4
児童 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
児童 読書感想文５・６年生 松田  正子／著 成美堂出版 199907
児童 読書かんそう文３・４年生 松田／正子∥著 成美堂出版 2001.7
児童 読書かんそう文のかきかた 水野／寿美子∥編著 ポプラ社 1995.7
児童 これできみも読書感想文の名人だ 宮川  俊彦／著 三省堂 199906
児童 読書感想文おたすけブック ２００５年度版 宮川／俊彦∥著 小学館 2005.7
児童 読書感想文おたすけブック ２００６年度版 宮川　俊彦∥著 小学館 2006.7
児童 読書感想文おたすけブック ２００２年度版 宮川／俊彦∥著 小学館 2002.8
児童 作文がすらすら書けちゃう本 宮川／俊彦∥著 小学館 1997.11
児童 読書感想文がラクラク書けちゃう本 宮川  俊彦／著 小学館 199908
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児童 ザ・読書感想文 小学校低学年向 宮川／俊彦∥著 パテント社 1995.5
児童 読書感想文の書き方 吉岡／日三雄∥著 ポプラ社 2000.5
児童 読書感想文の書き方 依田／逸夫∥編著 ポプラ社 1995.7
児童 読書かんそう文のかきかた 水野／寿美子∥著 ポプラ社 2000.5
児童 読書かんそう文のかき方 依田／逸夫∥著 ポプラ社 2000.5
児童 空と天気のふしぎ 武田／康男∥監修 ポプラ社 2003.7
児童 岩石・鉱物 木村／一成∥共著 保育社 2003.5
児童 海辺の石ころ図鑑 渡辺／一夫∥〔著〕 ポプラ社 2005.6
児童 鉱石ＫＩＤＳ 関根／秀樹∥著 小学館 1999.11
児童 鉱物・岩石・化石 学研 2005.3
児童 ふしぎなぞときたんけんずかん 1 旺文社 2000.4
児童 ふしぎなぞときたんけんずかん 2 旺文社 2000.4
児童 ふしぎなぞときたんけんずかん 5 旺文社 2000.4
児童 ふしぎなぞときたんけんずかん 6 旺文社 2000.4
児童 野の草なまえノート いわさ／ゆうこ∥作 文化出版局 2005.11
児童 野の草ノート いわさ／ゆうこ∥作 文化出版局 2004.5
児童 検索入門　野草図鑑 1 長田／武正∥著 保育社 1984.3
児童 検索入門　野草図鑑 2 長田／武正∥著 保育社 1984.3
児童 検索入門　野草図鑑 3 長田／武正∥著 保育社 1984.5
児童 検索入門　野草図鑑 6 長田／武正∥著 保育社 1984.11
児童 検索入門　野草図鑑 7 長田／武正∥著 保育社 1985.1
児童 検索入門　野草図鑑 8 長田／武正∥著 保育社 1985.2
児童 学研のこども図鑑 〔５〕 学研 1984
児童 くさばな 学研 2004.1
児童 原色ワイド図鑑 野草 学研 1994
児童 草の名前が葉っぱでわかる 近田／文弘∥ぶん 大日本図書 2001.3
児童 草の名前が葉っぱでわかる 近田／文弘∥ぶん 大日本図書 2001.3
児童 植物観察図鑑 〔１〕 旺文社 1998.4
児童 植物観察図鑑 〔２〕 旺文社 1998.4
児童 しょくぶつ 無藤／隆∥総監修 フレーベル館 2004.6
児童 植物 門田／裕一∥監修 小学館 2002.7
児童 植物 学研 2006.1
児童 植物 学研 2000.3
児童 植物 学研 2002.4
児童 野の草花 松原／巌樹∥著 旺文社 1993.4
児童 植物のかんさつ 矢野／亮∥文 講談社 1992.4
児童 検索入門　しだの図鑑 光田／重幸∥著 保育社 1986.3
児童 昆虫採集ＫＩＤＳ 石井／誠∥著 小学館 1999.8
児童 虫を採る・虫を飼う・標本をつくる 海野／和男∥文・写真 偕成社 1998.3
児童 昆虫の飼いかた 太田／邦雄∥著 有紀書房 1989
児童 こんちゅう 無藤／隆∥総監修 フレーベル館 2004.6
児童 昆虫の観察 実業之日本社 1993.6
児童 昆虫 山と渓谷社 2002.6
児童 昆虫採集 佐々木  洋／監修 ブティック社 199907
児童 かぶとむしくわがたのかいかた 清水／潔∥〔著〕 実業之日本社 1998.6
児童 雑木林の虫の飼いかた 海野／和男∥〔ほか〕文・写真 偕成社 1998.7
児童 虫のとり方・飼い方 林／長閑∥文 講談社 1992.8
児童 虫の飼いかたさがしかた 藤丸／篤夫∥〔著〕 福音館書店 2002.6
児童 食品脂質検出実験 少年写真新聞社 1991.9
児童 身近な食品テスト 増尾／清∥著 誠文堂新光社 1987.3
児童 晴れた日は図書館へいこう 緑川／聖司∥作 小峰書店 2003.1
児童 金のがちょうのほん レズリー・ブルック∥文・画 福音館書店 1981
児童 青いヤドカリ 村上／康成∥作・絵 徳間書店 2001.6
児童 今森光彦の昆虫教室 とりかた・みつけかた 今森　光彦∥作 童心社 2013.6
児童 調べる！４７都道府県 ２０１３年改訂版 こどもくらぶ∥編 同友館 2013.6
児童 植物 池田　博∥監修 ポプラ社 2013.4
児童 考える読書 第５８回小学校高学年の部 全国学校図書館協議会∥編 毎日新聞社 2013.4
児童 考える読書 第５８回小学校低学年の部 全国学校図書館協議会∥編 毎日新聞社 2013.4
児童 考える読書 第５８回小学校中学年の部 全国学校図書館協議会∥編 毎日新聞社 2013.4
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児童 ポスターをつくろう！ 〔３〕 デジカル∥作 汐文社 2010.12
児童 ポスターをつくろう！ 〔１〕 デジカル∥作 汐文社 2010.9
児童 ポスターをつくろう！ 〔２〕 デジカル∥作 汐文社 2010.1
児童 身のまわりのふしぎサイエンス 3 内田　麻理香∥監修 岩崎書店 2012.3
児童 身のまわりのふしぎサイエンス 2 内田　麻理香∥監修 岩崎書店 2012.3
児童 身のまわりのふしぎサイエンス 1 内田　麻理香∥監修 岩崎書店 2012.2
児童 書きかたがわかるはじめての文章レッスン 1 金田一　秀穂∥監修 学研教育出版 2013.2
児童 実験おもしろ大百科 学研教育出版 2013.7
児童 学研の中学生の理科自由研究 チャレンジ編 学研教育出版∥編 学研教育出版 2013.6
児童 読書感想文がスラスラ書ける本 小学３・４年生 上条　晴夫∥企画　監修 永岡書店 2013.6
児童 読書感想文がスラスラ書ける本 小学５・６年生 上条　晴夫∥企画　監修 永岡書店 2013.6
児童 しかけが楽しいアイデア貯金箱 ブティック社 2013.7
児童 １００円グッズで不思議！面白い！ 工作  実験工房∥著 理論社 2014.1
児童 税ってなに？ シリーズ１ 三木  義一∥監修 かもがわ出版 2014.1
児童 昆虫 学研 1999.11
児童 考える読書 第５９回小学校高学年の部 全国学校図書館協議会∥編 毎日新聞社 2014.4
児童 考える読書 第５９回小学校低学年の部 全国学校図書館協議会∥編 毎日新聞社 2014.4
児童 考える読書 第５９回小学校中学年の部 全国学校図書館協議会∥編 毎日新聞社 2014.4
児童 小学生の自由研究パーフェクト ３．４年生 成美堂出版編集部∥編 成美堂出版 2014.7
児童 小学生の自由研究パーフェクト ５．６年生 成美堂出版編集部∥編 成美堂出版 2014.7
児童 統計グラフ全国コンクール入賞作品集 第６１回 統計情報研究開発センター∥編集 統計情報研究開発センター 2014.2
児童 表とグラフを使おう！ 1 渡辺  美智子∥監修 汐文社 2014.11
児童 授業がわかる！理科実験シリーズ 4 横山／正∥監修 ポプラ社 2005.3
児童 すごい！うちでもこんな実験ができるんだ！！ 米村　でんじろう∥監修 主婦と生活社 2006.1
児童 ペットボトルで作る、調べるなるほど自由研究 滝川／洋二∥監修 成美堂出版 2005.7
児童 小学生の１００円ショップ大実験 学研 2006.7
児童 やさしいオリジナル自由研究と工作 くもん出版 2003.7
児童 ３・４年生の新自由研究 江川／多喜雄∥著 草土文化 1999.4
児童 税金の絵事典 ＰＨＰ研究所∥編 ＰＨＰ研究所 2005.5
児童 ワクワクしらべて自由研究 田中／力∥著 旺文社 1999.4
児童 しょくぶつ フレーベル館 1990.7
児童 わくわく自由研究ベスト２０ 白岩／等∥監修 主婦と生活社 2003.7
児童 表とグラフを使おう！ 2 渡辺  美智子∥監修 汐文社 2014.12
児童 表とグラフを使おう！ 3 渡辺  美智子∥監修 汐文社 2015.2
児童 統計グラフ全国コンクール入賞作品集 第５７回 統計情報研究開発センター∥編集 統計情報研究開発センター 2010.2
児童 統計グラフ全国コンクール入賞作品集 第５６回 全国統計協会連合会∥編集 全国統計協会連合会 2009.2
児童 １００円ショップでわくわく科学実験 青野  裕幸∥著 いかだ社 2015.4
児童 統計グラフ全国コンクール入賞作品集 第６２回 統計情報研究開発センター∥編集 統計情報研究開発センター 2015.2
児童 調べ学習ナビ 理科編 山本  紫苑∥著 理論社 2015.4
児童 理科の実験・観察 生物・地球・天体編 横山　正∥監修 ポプラ社 2007.3
児童 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 2014.4
児童 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 米村  でんじろう∥監修 主婦と生活社 2015.6
児童 自由研究小学生 学研教育出版∥編 学研教育出版 2015.7
児童 自由研究わくわく探検大図鑑 小学館 2003.7
児童 しかけがおもしろい貯金箱 ブティック社 2015.7
児童 アカシア書店営業中！ 浜野  京子∥作 あかね書房 2015.9
児童 統計グラフ全国コンクール入賞作品集 第６３回 統計情報研究開発センター∥編集 統計情報研究開発センター 2016.2
児童 日本地理データ年鑑 2016 松田 博康∥監修 小峰書店 2016.3
児童 透明犬メイ 辻  貴司∥作 岩崎書店 2016.8
児童 がっこうだってどきどきしてる アダム  レックス∥文 ＷＡＶＥ出版 2017.2
児童 日本地理データ年鑑 2017 松田 博康∥監修 小峰書店 2017.3
児童 奮闘するたすく まはら 三桃∥著 講談社 2017.6
児童 森のおくから レベッカ  ボンド∥作 ゴブリン書房 2017.9
児童 絵物語古事記 富安 陽子∥文 偕成社 2017.12
児童 髪がつなぐ物語 別司 芳子∥著 文研出版 2017.11
児童 ライオンつかいのフレディ アレグザンダー  マコール  スミス∥作 文研出版 2017.12
児童 最後のオオカミ マイケル  モーパーゴ∥作 文研出版 2017.12
児童 最後のオオカミ マイケル  モーパーゴ∥作 文研出版 2017.12
児童 レイナが島にやってきた! 長崎 夏海∥作 理論社 2017.1
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児童 すごいね!みんなの通学路 ローズマリー  マカーニー∥文 西村書店 2017.7
児童 なずずこのっぺ? カーソン  エリス∥さく フレーベル館 2017.11
児童 ちいさなはなのものがたり 斉藤 洋∥作 偕成社 2017.7
児童 ひゃっくん 竹中 マユミ∥文  絵 偕成社 2016.8
児童 被災犬「じゃがいも」の挑戦 山口  常夫∥文 岩崎書店 2014.12
児童 おねえちゃんってふしぎだな 北川 チハル∥作 あかね書房 2010.4
児童 捨て犬たちとめざす明日 今西 乃子∥著 金の星社 2016.9
児童 ミュウとゴロンとおにいちゃん 小手鞠  るい∥作 岩崎書店 2016.1
児童 しりとりボクシング 新井 けいこ∥作 小峰書店 2017.12
児童 大パニック!よみがえる恐竜 ニック  フォーク∥作 金の星社 2015.9
児童 あかですよあおですよ かこ  さとし∥さく 福音館書店 2017.2
児童 風の神とオキクルミ 萱野／茂∥文 小峰書店 1975
児童 14番目の金魚 ジェニファー・Ｌ・ホルム 講談社 2015.11
児童 おもちのかいすいよく 刈田　澄子作　植垣　歩子絵 学研プラス 2016.7
児童 空へつづく神話 富安 陽子∥作 偕成社 2000.6
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