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書名 巻次 著者名 出版者
天動説の絵本 安野／光雅∥著 福音館書店
ほね 堀内／誠一∥さく 福音館書店
広がる宇宙のなぞ 後藤／剛∥著 文研出版

アインシュタイン
スティーヴ・パーカー
∥著

岩波書店

星の使者 ピーター・シス∥文・ 徳間書店
キュリー夫人 伊東／信∥文 ポプラ社
宇宙をみたよ！ 宙野／素子∥文 偕成社

レイチェル・カーソン
ジンジャー　ワズワー
ス∥著

偕成社

おなら 長／新太∥さく 福音館書店
くらやみでもへっちゃら 桃井／和馬∥ぶん 大日本図書

科学偉人伝
ムロタニ／ツネ象∥ま
んが

くもん出版

かさぶたくん
やぎゅう／げんいちろ
う∥さく

福音館書店

なるほど宇宙 宇宙開発事業団∥監修
宇宙環境利用推進セ
ンター

理科室から生まれたノーベル賞 国松／俊英∥著 岩崎書店

宇宙たんけんたい 1
フランクリン・Ｍ．ブ
ランリー∥文

小峰書店

宇宙たんけんたい 2
フランクリン・Ｍ．ブ
ランリー∥文

小峰書店

宇宙たんけんたい 3
フランクリン・Ｍ．ブ
ランリー∥文

小峰書店

宇宙たんけんたい 6
フランクリン・Ｍ．ブ
ランリー∥文

小峰書店

世界にかがやいた日本の科学者たち 大宮／信光∥著 講談社
からだのみなさん 五味／太郎∥〔作〕 福音館書店
宇宙の旅 的川／泰宣∥著 誠文堂新光社
ようこそ宇宙の研究室へ 布施　哲治∥著 くもん出版
宇宙飛行士大図鑑 ＰＨＰ研究所∥編 ＰＨＰ研究所
からだの絵本 砂川　しげひさ∥作 星の環会
からだたんけん ジョアンナ・コール∥ 岩波書店
うちゅうへいこう 林／公代∥取材・文 世界文化社
五感のふしぎ絵事典 竹内　修二∥監修 ＰＨＰ研究所
ドキドキ！宇宙人っているの？ 吉川　豊∥作　画 理論社
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NHK科学大好き土よう塾 2
NHK科学大好き土よう
塾制作班∥編

汐文社

アイザック・ニュートン
フィリップ　スティー
ル∥著

ＢＬ出版

みんなが知りたい！宇宙のことがわかる本 永田　晴紀∥監修 メイツ出版

ねむりのはなし
ポール　シャワーズ∥
さく

福音館書店

宇宙検定１００ 1 渡辺　勝巳∥監修 星の環会
めめめめばなし 長野　ヒデ子∥作 小学館
はなはなばなし 長野　ヒデ子∥作 小学館
へそへそばなし 長野　ヒデ子∥作 小学館
からだのなかでドゥンドゥンドゥン 木坂　涼∥ぶん 福音館書店
宇宙検定１００ 2 渡辺　勝巳∥監修 星の環会
宇宙検定１００ 3 渡辺　勝巳∥監修 星の環会
宇宙検定１００ 4 渡辺　勝巳∥監修 星の環会

エジソン 20
プロジェクト新  偉人
伝∥著  編集

ポプラ社

ガリレオ
フィリップ　スティー
ル∥著

ＢＬ出版

どうしてちがでるの？ ソ　ボヒョン∥文 光村教育図書

ダーウィン
アリス　Ｂ．マクギン
ティ∥文

ＢＬ出版

きいてみようしんぞうのおと
ポール　シャワーズ∥
さく

福音館書店

じっけんきみの探知器 山下　恵子∥文 福音館書店

フィボナッチ
ジョセフ　ダグニーズ
∥文

さ・え・ら書房

宇宙ロケットのしくみ 的川　泰宣∥著 誠文堂新光社
ハッブル宇宙望遠鏡がとらえた宇宙の不思議 沼沢　茂美∥著 誠文堂新光社
名探偵コナン理科ファイル人のからだの秘密 青山　剛昌∥原作 小学館

こども大図鑑人体
リチャード　ウォー
カー∥著

河出書房新社

おかえりなさいはやぶさ 吉川　真∥監修 講談社

月へ
ブライアン　フロッカ
∥作　絵

偕成社

天才たちの発明・実験のおはなし 米村　でんじろう∥監 ＰＨＰ研究所
暮らしに生かされている宇宙の技術大研究 山崎　直子∥監修 ＰＨＰ研究所
誰かに伝えたい！勇気がわいてくる科学者の言葉 3 海部　宣男∥監修 金の星社
誰かに伝えたい！勇気がわいてくる科学者の言葉 2 海部　宣男∥監修 金の星社
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誰かに伝えたい！勇気がわいてくる科学者の言葉 1 海部　宣男∥監修 金の星社
ぼくの手わたしの手 中川　ひろたか∥作 保育社
宇宙探査大図鑑 的川　泰宣∥監修 ＰＨＰ研究所
ほね・ホネ・がいこつ！ 中川  ひろたか∥文 保育社
すっすっはっはっ  こ・きゅ・う 長野  麻子∥作 童心社
あしってエラい！ 中川  ひろたか∥文 保育社
実験しよう！からだのなぞ 1 斉藤  ふみ子∥文 汐文社
実験しよう！からだのなぞ 2 斉藤  ふみ子∥文 汐文社
実験しよう！からだのなぞ 3 斉藤  ふみ子∥文 汐文社
宇宙の生活大研究 渡辺  勝巳∥監修 ＰＨＰ研究所
やさしくわかる子どものための医学人体のふしぎ
な話３６５

坂井  建雄∥監修 ナツメ社

月へ行きたい 松岡  徹∥文  絵 福音館書店
ぼくはうちゅうじん 中川  ひろたか∥ぶん アリス館
まいにちイキイキねむりのふしぎ 木村  倫子∥絵 少年写真新聞社
まいにちからだはあたらしい！ 細谷  亮太∥文 童心社
にょきにょきパッチンつめのひみつ 中山  成子∥絵 少年写真新聞社
うちゅうへいこう！ 若田  光一∥著  企画 世界文化社
５０００億の銀河と７００垓の星をもつ宇宙 ポール  ロケット∥文 玉川大学出版部
６００以上の筋肉と２０６個の骨をもつ体 ポール  ロケット∥文 玉川大学出版部

スティーブンソンと蒸気機関車
コーリン  クレスウェ
ル  ドーマン∥作

玉川大学出版部

ノーベルと爆薬
トレバー  Ｉ．ウィリ
アムズ∥作

玉川大学出版部

近未来科学ファイル２０ＸＸ 1 荒舩  良孝∥著 岩崎書店
近未来科学ファイル２０ＸＸ 2 荒舩  良孝∥著 岩崎書店
メンデルと遺伝 ウィルマ  ジョージ∥ 玉川大学出版部
ベンツと自動車 ダグ  ナイ∥作 玉川大学出版部
宇宙 スー  ベックレイク∥ 六耀社

もしも地球がひとつのリンゴだったら
デビッド  Ｊ．スミス
∥文

小峰書店

寿命図鑑 やまぐち  かおり∥絵 いろは出版
宇宙人っているの？ 長沼  毅∥作 金の星社
宇宙からのことば 毛利  衛∥文 学研プラス
きゅうきゅうばこ やまだ  まこと∥ぶん 福音館書店
人生を切りひらいた女性たち 1 教育画劇
ロケット発射場の一日 いわた 慎二郎∥作  絵 講談社
さらさらもじゃもじゃかみのけのなぞ まえだ みちこ∥絵 少年写真新聞社
カミカミもぐもぐげんきなは 高宮 麻紀∥絵 少年写真新聞社
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絵本眠れなくなる宇宙といのちのはなし 佐藤 勝彦∥作 講談社
ムキムキだけじゃないぼくのきんにく ミヤ ジュンコ∥絵 少年写真新聞社
うちゅうはきみのすぐそばに いわや けいすけ∥ぶん 福音館書店
13800000000ねんきみのたび 坂井 治∥さく  え 光文社
みえた!からだのなか キャロン  ブラウン∥ くもん出版
こども実験教室 宇宙を飛ぶスゴイ技術! 川口 淳一郎∥著 ビジネス社

世界を変えた50人の女性科学者たち
レイチェル  イグノト
フスキー∥著

創元社

宇宙のすがたを科学する ギヨーム  デュプラ∥ 創元社

きみは宇宙飛行士!
ロウイー  ストーウェ
ル∥文

偕成社

人体キャラクター図鑑 坂井 建雄∥監修 日本図書センター
からだの免疫キャラクター図鑑 岡田 晴恵∥監修 日本図書センター
草木とみた夢 谷本 雄治∥文 出版ワークス
元JAXA研究員も驚いた!ヤバい「宇宙図鑑」 谷岡 憲隆∥著 青春出版社
からだの細菌キャラクター図鑑 岡田 晴恵∥監修 日本図書センター
みらいのえんそく ジョン  ヘア∥作 あすなろ書房

つき
ステイシー  マカナル
ティー∥原作

小学館

ちきゅう
ステイシー  マカナル
ティー∥原作

小学館

でんじろう先生の科学は爆発だ 米村 でんじろう∥監修 幻冬舎
ノーベル 大野 進∥文 講談社
野口英世 滑川 道夫∥文 講談社
いろいろいろんなからだのほん メアリ  ホフマン∥ぶ 少年写真新聞社
潜入!天才科学者の実験室 1 佐藤 文隆∥編著 汐文社
潜入!天才科学者の実験室 2 佐藤 文隆∥編著 汐文社

はじめてのうちゅうずかん 渡部 潤一∥監修
スタジオタッククリ
エイティブ

グロッソロジーきたないもの学
シルビア  ブランゼイ
∥文

講談社

潜入!天才科学者の実験室 3 佐藤 文隆∥編著 汐文社
脳のなかのびっくり事典 こざき ゆう∥文 ポプラ社

きみはどこからやってきた?
フィリップ  バンティ
ング∥作

KADOKAWA

絵でさぐる音・光・宇宙
コリン  スチュアート
∥著

岩崎書店

宇宙に行ったらこうだった! 山崎 直子∥著 repicbook
すごい科学者のアカン話 藤嶋 昭∥監修 ナツメ社
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宇宙の話をしよう 小野 雅裕∥作 SBクリエイティブ
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