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★理科、速さ、光
『おもしろびっくり!ギネス世界記録 ジュニア版 1 世界一はやい』
角川アスキー総合研究所‖編、角川アスキー総合研究所、2020 年
『科学の歴史 ビジュアル版 サイエンス&テクノロジーの歩みがよくわかる』
有賀 暢迪‖日本語版監修、中村 威也‖日本語版監修、ポプラ社、2017 年
『きょうのおやつは』わたなべ ちなつ‖さく、福音館書店、2014 年
『このよでいちばんはやいのは』ロバート フローマン‖原作、天野 祐吉‖
翻案、あべ 弘士‖絵、福音館書店、2011 年
『光の大研究 輝きの正体はなんだろう 不思議な世界を探ってみよう！』
滝沢 美奈子‖著、加藤 マカロン‖絵、ＰＨＰ研究所、2006 年
『ふしぎなにじ』わたなべ ちなつ‖さく、福音館書店、2014 年
『目でみる 1mm の図鑑』こどもくらぶ‖編、東京書籍、2015 年
『理科読をはじめよう 子どものふしぎ心を育てる１２のカギ』
滝川 洋二‖編、岩波書店、2010 年
『わたしがかわるみらいもかわる SDGs はじめのいっぽ』原 琴乃‖作、
MAKO オケスタジオ‖絵、山田 基靖‖監修、汐文社、2020 年
★星
『宇宙の地図』観山 正見‖著、小久保 英一郎‖著、朝日新聞出版、2011 年
『宇宙ランキング・データ大事典』布施 哲治‖監修、くもん出版、2012 年
『SPACE SHUTTLE SPACE SHUTTLE 美しき宇宙を旅するスペースシャ
トル写真集』ルーク ウェズリー プライス‖編著、柳川 孝二‖監修、
田口 未和‖訳、玄光社、2019 年
『月を知る!』三品 隆司‖構成 文、吉川 真‖監修、岩崎書店、2017 年
★脳、考える力
『考える練習をしよう』マリリン バーンズ‖著、マーサ ウェストン‖絵、
左京 久代‖訳、晶文社、1985 年
『思考力・構成力・表現力をきたえるはじめてのロジカルシンキング 1』
大庭コテイさち子‖著、榎本 はいほ‖イラスト、偕成社、2013 年
『想像力スイッチ 答えはひとつじゃない! 3』汐文社、2021 年

『脳のひみつ しくみ、はたらきがよくわかる!』
川島 隆太‖監修、PHP 研究所、2016 年
★水
『かわ』加古 里子‖作 画、福音館書店、2008 年
『かわ 絵巻じたてひろがるえほん』加古 里子‖さく え、福音館書店、
2016 年
『川は生きている』富山 和子‖作、大庭 賢哉‖絵、講談社、2012 年
『しずくのぼうけん』マリア テルリコフスカ‖さく、うちだ りさこ‖
やく、ボフダン ブテンコ‖え、福音館書店、1969 年
『水害の大研究 なぜ起こる?どうそなえる?』河田 惠昭‖監修、PHP 研究所、
2020 年
『なぜ?から調べるごみと環境 5 海のごみ』森口 祐一‖監修、学研プラス、
2021 年
『まほうのコップ』藤田 千枝‖原案、川島 敏生‖写真、長谷川 摂子‖文、
福音館書店、2012 年
『みずとはなんじゃ？』かこ さとし‖作、鈴木 まもる‖絵、小峰書店、
2018 年
『和の文化を発見する水とくらす日本のわざ 3』中庭 光彦‖監修、汐文社、
2019 年
★雷、雲、天気
『雲のカタログ 空がわかる全種分類図鑑』村井 昭夫‖文と写真、鵜山 義
晃‖文と写真、草思社、2011 年
『空のふしぎ図鑑 見上げてごらん!』武田 康男‖監修、PHP 研究所、2013 年
『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、2007 年
『天気予報の大研究 自然がもっと身近になる！ 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、2011 年
『天地のドラマすごい雷大研究』かこ さとし‖作、小峰書店、2001 年
★点字
『知っておきたい障がいのある人の SOS 3』河東田 博‖著、ゆまに書房、
2015 年
『てんじつきさわるえほん ぐりとぐら』中川 李枝子‖さく、大村 百合子‖
え、福音館書店、2013 年

『てんじつきさわるえほん こぐまちゃんとどうぶつえん』森 比左志‖著、
わだ よしおみ‖著、若山 憲‖著、こぐま社、2013 年
『てんじつきさわるえほん さわるめいろ１』村山 純子‖著、小学館、
2013 年
『てんじつきさわるえほん さわるめいろ２』村山 純子‖著、小学館、
2015 年
『てんじつきさわるえほん さわるめいろ３』村山 純子‖著、小学館、
2019 年
『てんじつきさわるえほん しろくまちゃんのほっとけーき』森 比左志‖
著、わだ よしおみ‖著、若山 憲‖著、こぐま社、2009 年
『点字はじめの一歩 1』黒崎 惠津子‖文、朝倉 めぐみ‖絵、汐文社、
2018 年
『福祉用具の図鑑 目や耳の働き・発達障害を助ける』徳田 克己‖監修、
金の星社、2021 年
『もっと知ろう!点字 点字の読み方から、歴史、最新技術まで』
日本点字図書館‖監修、ポプラ社、2017 年
★動物、恐竜
『恐竜と古代の生き物図鑑』ジョン ウッドワード‖著、ダレン ナイシュ‖
監修、田中 康平‖監訳、喜多 直子‖訳、創元社、2020 年
『世界のすごい動物伝記 おどろきに満ちた、歴史にのこる 50 の動物』ベン
ラーウィル‖文、サラ ウォルシュ‖絵、岡田 好惠‖訳、講談社、2020 年
『どうぶつしんちょうそくてい』聞かせ屋。けいたろう‖文、高畠 純‖絵、
アリス館、2016 年
『鳥になった恐竜の図鑑』真鍋 真‖監修、川上 和人‖監修、学研プラス、
2021 年
『パンダもの知り大図鑑 飼育からわかるパンダの科学 リーリー＆シンシンが
わかる！』倉持 浩‖著、誠文堂新光社、2011 年
『ほんとのおおきさあかちゃん動物園』小宮 輝之‖監修、尾崎 たまき‖
写真 、柏原 晃夫‖絵、高岡 昌江‖文、学研教育出版、2014 年
『ほんとのおおきさ水族館』小宮 輝之‖監修、松橋 利光‖写真、柏原 晃夫
‖絵、高岡 昌江‖文、学研プラス、2010 年
『ほんとのおおきさ動物園』小宮 輝之‖監修、福田 豊文‖写真、学研、
2008 年

★虫
『あげはのへんしん』ひさかたチャイルド、2012 年
『うまれたよ！ベニシジミ』新開 孝‖写真 文、岩崎書店、2020 年
『だんごむしみつけたよ』皆越 ようせい‖写真 文、ポプラ社、2005 年
『チョウのそだち方 飼育・観察・採集・展翅』福田 晴男‖監督・著、
かとう けいこ‖著、国土社、2020 年
『とくべつなよる』岡島 秀治‖ぶん、稲田 務‖え、福音館書店、2013 年
『ファーブルの昆虫記』アンリ=ファーブル‖著、中村 浩‖訳、
江口 清‖訳、松岡 達英‖絵、講談社、1986 年
『身近なアリけんさくブック 大きさ・色・3 つのきめてで調べる!』吉澤 樹理
‖著、みぞぐち ともや‖絵、川島 逸郎‖標本画、仮説社、2019 年
『虫のしわざ探偵団』新開 孝‖写真 文、少年写真新聞社、2018 年
★読書感想文
『親子でとりくむ読書感想文 だれでも書ける楽しく書ける』
村上 淳子‖著、国土社、2010 年
『読書感想文がスラスラ書ける本 お手本になる感想文の例 20 作品 小学 5・6
年』松下 義一‖監修、成美堂出版、2015 年
『読書かんそう文のかき方 中学年向き』依田 逸夫‖著、長野 ヒデ子‖絵、
ポプラ社、2000 年
『読書感想文の書き方 高学年向き』笠原 良郎‖著、ポプラ社、2010 年
★自由研究
『アクティブ・ラーニングで身につく発表・調べ学習 2』中村 昌子‖監修、
河出書房新社、2016 年
『調べ学習ナビ テーマの見つけ方からまとめ方まで 新聞編』山本 紫苑‖
著、調べ学習ナビ編集室‖著、小野 糸子‖イラスト、理論社、2016 年
『調べるまとめる発表する調べ学習パーフェクトガイド 上手に情報を得る
ヒントがたくさん』稲葉 茂勝‖著、秋田 喜代美‖監修、竹泉 稔‖監修、
こどもくらぶ‖編集、新日本出版社、2021 年
『総合的な学習の考える力をつけよう! 情報を分析する、人に伝える』
齋藤 孝‖監修、PHP 研究所、2016 年

