
書名 著者 出版社 定価 冊数

1 どうぶつがすき　動物学者ジェーン・グドール～ パトリック・マクドネル あすなろ書房 1,575

2 もりのなか マリー・ホール・エッツ 福音館書店 1,050

3 またもりへ マリー・ホール・エッツ 福音館書店 1,050

4 わたしとあそんで マリー・ホール・エッツ 福音館書店 1,155

5 しずくのぼうけん マリア・テルリコフスカ 福音館書店 945

6 ひとしずくの水 ウォルター・ウィック あすなろ書房 2,100

7 はじめてであうすうがくの絵本１ 安野光雅 福音館書店 1,680

8 １０人のゆかいなひっこし　美しい数学１ 安野光雅 童話屋 1,523

9 じめんのうえとじめんのした アーマ　Ｅ．ウェーバー 福音館書店 1,050

10 たんぽぽ 平山和子 福音館書店 945

11 雑草のくらし　あき地の五年間 甲斐伸枝 福音館書店 2,415

12 ダンゴムシ 今森光彦 アリス館 1,470

13 よあけ
ユリー・シュルヴィッツ（瀬田貞
二訳）

福音館書店 1,260

14 さくら 長谷川摂子 福音館書店 945

15 日本の野草 春 矢野　亮（監修） 学習研究社 1,890

16 むくどりのゆめ 浜田廣介，いもとようこ 金の星社 1,365

17 かものプルッフ リダ・フォシュ 童話館出版 1,575

18 林と虫たちの一年 海野和男 岩崎書店 1,470

19 落ち葉 平山和子 福音館書店 1,365

20 エリセラさんご 水木桂子，和田誠 朔北社 1,680

21 ちいさな島 レナード・ワイスガード 童話館出版 1,575

22 みんなうんち 五味太郎 福音館書店 945

23 たべもののたび かこさとし 童心社 1,365

24 ひとまねこざるびょういんへいくーボストン～
マーガレット・レイ，エッチ・エ
イ・レイ

岩波書店 693

25 うさこちゃんのにゅういん
ディック・ブルーナ（石井桃子
訳）

福音館書店 735

26 かみであそぼう　ー科学あそびの本 こばやしみのる，ふりやようこ ほるぷ出版 1,680

27 すごいぞ折り紙 阿部　恒 日本評論社 1,470

28 しょうぼうじどうしゃじぷた 渡辺茂男 福音館書店 840

29 のろまなローラー 小出正吾、山本忠敬 福音館書店 840

30 空とぶメダカ ポプラ社 998

31 本のれきし５０００年 辻村益朗 福音館書店 1,365

32 カラー版　本ができるまで 岩波書店編集部 岩波ジュニア新書 1,134

33 星の使者　ガリレオ・ガリレイ ピーター・シス 徳間書店 1,680

34 天動説の絵本　てんがうごいていたころのはなし 安野光雅 福音館書店 1,575

35 星座を見つけよう H.A.レイ 福音館書店 1,575

36 雪の写真家　ベントレー
Ｊ．Ｂ．マーティン、Ｍ．アゼアリ
アン

ＢＬ出版 1,470

37 雪は天からの手紙　中谷宇吉郎エッセイ集 池内　了（編） 岩波少年文庫 756

38 雪の結晶　冬のエフェメラル 小林禎作
北海道大学出版
会

1,575

39 せいめいのれきし バージニア・リー・バートン 岩波書店 1,680

40 生命の樹　チャールズ・ダーウィンの生涯 ピーター・シス 徳間書店 1,785

41 きょうりゅうたち アーノルド・ローベル 文化出版局 897
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42 いきている　ひかり
モリー・バング＆ペニー・チザ
ム

評論社 1,470

43 わたしのひかり モリー・バング 評論社 1,470

44 絵ときゾウの時間とネズミの時間 本川達雄 福音館書店 1,365

45 輝くなぞ：光のふしぎ 田中　幸 絵本塾出版 1,890

46 動く地球のなぞ 田中　幸 絵本塾出版 1,890

47 視覚ミステリーえほん　Optical Tricks ウォルター・ウィック あすなろ書房 1,890

48 新装版　道具と機械の本ーーてこから～ デビッド・マコーレイ 岩波書店 7,980

49 世界のたね　真理を追いもとめる科学の物語 アイリック・ニュート ＮＨＫ出版 2,100

50 せかいのはてってどこですか？ ロジャー・デュボアザン 童話館出版 1,470

51 ホーキング博士のスペース・アドベンチャー１～３ 5,985

52 宇宙への秘密の鍵
ルーシー＆スティーブン・ホー
キング

岩崎書店 1,995

53 宇宙に秘められた謎
ルーシー＆スティーブン・ホー
キング

岩崎書店 1,995

54 宇宙の誕生　ビッグバンへの旅
ルーシー＆スティーブン・ホー
キング

岩崎書店 1,995

55 宇宙はなぜこんなにうまくできているのか 村山　斉
集英社インターナ
ショナル

1,155

56 宇宙は何でできているのか　素粒子物理学～ 村山　斉 幻冬舎新書 840

57 目で見る数学　美しい数・形の世界 ジョニー・ボール さ・え・ら書房 2,940

58 続・目で見る数学 ジョニー・ボール さ・え・ら書房 2,940

59 目でみる化学　１１１種の元素をさぐる ロバート・ウィンストン さ・え・ら書房 2,940

60 目で見る物理 リチャード・ハモンド さ・え・ら書房 2,940

61 家ってなんだろう　子どもたちに伝えたい～ 益子義弘
インデックス・コ
ミュニケーション

0

62 家と身体（子どもたちに伝えたい家の本） 鈴木 恂
インデックスコミュ
ニケーションズ

1,890

63 地球と生きる家（子どもたちに伝えたい～ 野沢正光
インデックスコミュ
ニケーションズ

1,680

64 ファーブル昆虫記 奥本大三郎（訳/解説） 集英社 0

65 木を植えた男
ジャン・ジオノ、フレデリック・
バック

あすなろ書房 1,365

66 木を植えた男を訪ねて 新井　満、紀子 講談社文庫 1,680

67 葉っぱのフレディ　いのちの旅 レオ・バスカーリア 童話屋 1,575

68 ろうそく物語
マイケル・ファラデー（白井俊
明/訳）

法政大学出版局 1,995

69 ロウソクの科学 ファラデー（三石　巌/訳） 角川文庫 540

70 オックスフォード　科学の肖像～
オーウェン・ギンガリッチ（編集
代表）

大月書店 1,890

71 空気の発見 三宅泰雄 角川ソフィア文庫 460

72 青の物理学 ピーター・ペジック 岩波書店 2,730

73 素数ゼミの謎 吉村　仁，石森愛彦 文藝春秋 1,499

74 ファーブル昆虫記　せみ 小林清之介
ひさかたチャイル
ド

1,470

75 天と地 HEAVEN&EARTH 肉眼で～ リチャード・シュラッグマン ファイドン 2,604

76 パワーズ　オブ　テン モリソン＆イームズ 日経サイエンス社 4,077

77 世界一空が美しい大陸 武田康男 草思社 1,680

78 スノーフレーク パトリシア・ラスムッセン 山と渓谷社 1,890

79 センス・オブ・ワンダー レイチェル・カーソン 新潮社 1,470

80 レイチェル・カーソン　地球の恩人 ジンジャー・ワズワース 偕成社 2,100

81 沈黙の春 レイチェル・カーソン 新潮文庫 704

82 大いなる旅路　Michio’s Northern Dreams 星野道夫 ＰＨＰ 620
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83 世界がもし100人の村だったら
（ドネラ・メドウズ）池田香代子
（再話）

マガジン・ハウス 1,260

84 地球のトリセツ 縣　秀彦（監修） グラフィック社 1,575

85 ソフィーの世界～哲学者からの不思議な手紙
ヨースタイン・ゴルデル（池田
香代子/訳）

NHK出版 2,547

86 「ソフィーの世界」哲学ガイド 須田　朗 ＮＨＫ出版 1,021

87 太陽と光しょくばいものがたり 藤嶋昭、かこさとし他 偕成社 2,310

88 ピラミッド　その歴史と科学 かこ　さとし 偕成社 2,100

89 万里の長城 かこ　さとし 福音館 1,785

90 ならの大仏さま かこ　さとし ブッキング 2,940

91 ダムをつくったお父さんたち かこ　さとし 偕成社 2,100

92 地球 かこ　さとし 福音館 1,575

93 宇宙 かこ　さとし 福音館 1,575

94 小さな小さなせかい かこ　さとし 偕成社 2,100

95 大きな大きなせかい かこ　さとし 偕成社 2,100

96 科学者の目 かこ　さとし フォア文庫 567

97 人間 かこ　さとし 福音館書店 1,575

98 はははのはなし かこ　さとし 福音館書店 945

99 かわ かこ　さとし 福音館書店 840

100 どろぼうがっこう かこ　さとし 偕成社 1,050

101 からすのパンやさん かこ　さとし 偕成社 1,050

102 だるまちゃんとかみなりちゃん かこ　さとし 福音館書店 840

103 こどもの行事自然と生活　5月の巻（全１２巻） かこ　さとし 小峰書店 17,640

104 父が子に語る世界歴史　新版　　　1～8巻 ジャワーハルラール・ネルー みすず書房 18,900

105 人生に二度読む本 城山三郎，平岩外四 講談社文庫 630

106 無人島に生きる十六人 須川邦彦 新潮文庫 452

107 ジョン万次郎漂流記 井伏鱒二 偕成社文庫 735

108 十五少年漂流記 ベルヌ
ポプラポケット文
庫

599

109 ロビンソン漂流記 デフォー
ポプラポケット文
庫

599

110 エンデュアランス号漂流記 アーネスト・シャクルトン 中公新書ＢＩＢＬＩＯ 820

111 青春を山に賭けて 植村直己 文春文庫 580

112 自由と規律 池田　潔 岩波新書 735

113 銃・病原菌・鉄　一万三〇〇〇年にわたる～上 ジャレド・ダイアモンド 草思社文庫 945

114 銃・病原菌・鉄　一万三〇〇〇年にわたる～下 ジャレド・ダイアモンド 草思社文庫 945

115 星界の報告　他一編 ガリレオ・ガリレイ 岩波文庫 588

116 物理学はいかに創られたか（上） アインシュタイン・インフェルト 岩波新書 735

117 物理学はいかに創られたか（下） アインシュタイン・インフェルト 岩波新書 777

118 物理講義 湯川秀樹 講談社学術文庫 840

119 旅人　ある物理学者の回想 湯川秀樹 角川ソフィア文庫 620

120 鏡の中の物理学 朝永振一郎 講談社学術文庫 588

121 雑種植物の研究 メンデル 岩波文庫 504

122 二重らせん ジェームズ・Ｄ・ワトソン 講談社文庫 490

123 生物と無生物のあいだ 福岡伸一 講談社現代新書 777
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124 がん細胞の発見 黒木登志夫 中公新書 819

125 不死細胞ヒーラー　ヘンリエッタ・ラックスの～ レベッカ・スクルート 講談社 2,940

126 私の個人主義 夏目漱石 講談社学術文庫 693

127 寺田寅彦随筆集 1～5巻 小宮豊隆（編） 岩波文庫 各693

128 柿の種 寺田寅彦 岩波文庫 1,260

129 一粒の柿の種 渡辺正隆 岩波書店 1,890

130 雪 中谷宇吉郎 岩波文庫 525

131 零の発見 吉田洋一 岩波新書 735

132 新書がベスト 小飼　　弾 ベスト新書 780

133 星の王子さま サン・テグジュペリ 岩波書店 1,680

134 かもめのジョナサン リチャード・バック 新潮文庫 735

135 グスコーブドリの伝記 宮澤賢治、司修 ポプラ社 1,365

136 なめとこ山の熊 宮澤賢治、あべ弘士 ミキハウス 1,575

137 グスコーブドリの伝記、猫の事務所～ 宮澤賢治、ますむらひろし 扶桑社 550

138 ヒエログリフを書こう！ フィリップ・アーダ 翔泳社 1,575

139 くにのはじまり 赤羽末吉 あかね書房 2,100

140 だいくとおにろく 赤羽末吉 福音館書店 840

141 おおきなかぶ トルストイ 福音館書店 840

142 ごきげんならいおん デュボアザン 福音館書店 1,155

143 としょかんライオン ケビン・ホークス 岩崎書店 1,680

144 とべバッタ 田島征三 偕成社 1,470

145 はたらきもののじょせつしゃけいてぃ バートン 福音館書店 1,260

146 ぐりとぐらの１ねんかん
なかがわりえことやまわきゆり
こ

福音館書店 1,365

147 うさこちゃんのだいすきなおばあちゃん ディック・ブルーナ 福音館書店 735

148 ちいさな　あなたへ アリスン・マギー 主婦の友社 1,050

149 くんちゃんのはじめてのがっこう ドロシー・マリノ ペンギン社 998

150 スイミー レオ・レオニ 好学社 1,529

151 白い馬 東山魁夷、松本猛 講談社 2,000

152 でんでんむしのかなしみ 新美南吉、井上ゆかり
にっけん教育出
版社

1,365

153 だってだってのおばあさん 佐野洋子 フレーベル館 1,260

154 もしも月がなかったら　ありえたかも～ ニール・Ｆ・カミンズ 東京書籍 2,310

155 もしも月が2つあったなら　ありえたかも～part2 ニール・Ｆ・カミンズ 東京書籍 2,205
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