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新しい教養のための理科 応用編2 小学理科か・ん・ぺ・き教科書 啓明舎編著 誠文堂新光社 400 あ
新しい教養のための理科 応用編2 小学理科か・ん・ぺ・き教科書 啓明舎編著 誠文堂新光社 400 あ
辞書びきえほん科学のふしぎ 陰山 英男監修 ひかりのくに 400 じ
科学偉人伝 まんが発明発見の科学史 ムロタニ ツネ象まんが くもん出版 400 む
びっくり世界一自然のひみつ 新訂版（学研まんがひみつシリーズ 22） 学研 400

みえる・みえないのひみつ 新訂版（学研まんがひみつシリーズ 53） 学研 400

地球環境のひみつ（学研まんがひみつシリーズ 60） 学研 400

南極越冬隊タロジロの真実（小学館文庫 Rき-13-1） 北村 泰一著 小学館 402 き
氷河のサバイバル 生き残り作戦（かがくるBOOK） 崔 徳煕文 朝日新聞出版 402 ち
理科の地図帳 環境・生物編 改訂版 日本の環境と生物がまるごとわかる（ビジュアルはてなマップ） 神奈川県立生命の星・地球博物館監修 技術評論社 402 り
キッズペディア科学館 日本科学未来館監修 小学館 403 き
サイエンスコナン名探偵の不思議（小学館学習まんがシリーズ） 青山 剛昌原作 小学館 404 さ
サイエンスコナン解明！身のまわりの不思議（小学館学習まんがシリーズ） 青山 剛昌原作 小学館 404 さ
なぜなにはかせの理科クイズ 1 植物のしくみ 多田 歩実著 国土社 404 た
なぜなにはかせの理科クイズ 2 昆虫のふしぎ 多田 歩実著 国土社 404 た
なぜなにはかせの理科クイズ 3 天文と気象のなぞ 多田 歩実著 国土社 404 た
なぜなにはかせの理科クイズ 4 動物のふしぎ 多田 歩実著 国土社 404 た
なぜなにはかせの理科クイズ 5 海と水辺の生き物 多田 歩実著 国土社 404 た
なぜなにはかせの理科クイズ 6 人体と生命のなぞ 多田 歩実著 国土社 404 た
なぜなにはかせの理科クイズ 7 地球と大地のなぞ 多田 歩実著 国土社 404 た
なぜなにはかせの理科クイズ 8 鳥とは虫類 多田 歩実著 国土社 404 た
なぜなにはかせの理科クイズ 9 いろいろな実験 多田 歩実著 国土社 404 た
目でみる1mmの図鑑 こどもくらぶ編 東京書籍 404 め
ポケモン空想科学読本 1 柳田 理科雄著 オーバーラップ 404 や
ポケモン空想科学読本 2 柳田 理科雄著 オーバーラップ 404 や
ジュニア空想科学読本 4 愛蔵版 柳田 理科雄著 汐文社 404 や
ジュニア空想科学読本 5 愛蔵版 柳田 理科雄著 汐文社 404 や
ジュニア空想科学読本 6 愛蔵版 柳田 理科雄著 汐文社 404 や
理科の目で見るしぜんのふしぎ（進学レーダーBooks） 和田 武久著 みくに出版 404 わ
科学物知り百科 新訂版（学研まんがひみつシリーズ 8） 学研 404

コロ助の科学質問箱 新訂版（学研まんがひみつシリーズ 4） 学研 404

トン・チン・カンの科学教室 新訂版（学研まんがひみつシリーズ 17） 学研 404

できる・できないのひみつ 新訂版（学研まんがひみつシリーズ 19） 学研 404

100円ショップでわくわく科学実験 図書館版 今日からきみも科学王 青野 裕幸著 いかだ社 407 あ
ビーカーくんとそのなかまたち この形にはワケがある！ゆかいな実験器具図鑑 うえたに夫婦著 誠文堂新光社 407 う
土のコレクション（ふしぎコレクション 3） 栗田 宏一著 フレーベル館 407 く
身近なものでふしぎな科学実験 「なぜこうなるの？」驚きの理科の法則が見えてくる！（子供の科学★サイエンスブックス） 山村 紳一郎著 誠文堂新光社 407 や
しぜんはともだち はる 自然を見る・育てる四季を遊ぼう・食べよう（しぜんはともだち・シリーズ） 三石 初雄監修 草土文化 407

しぜんはともだち なつ 自然を見る・育てる四季を遊ぼう・食べよう（しぜんはともだち・シリーズ） 三石 初雄監修 草土文化 407

しぜんはともだち あき 自然を見る・育てる四季を遊ぼう・食べよう（しぜんはともだち・シリーズ） 三石 初雄監修 草土文化 407

しぜんはともだち ふゆ 自然を見る・育てる四季を遊ぼう・食べよう（しぜんはともだち・シリーズ） 三石 初雄監修 草土文化 407

数の悪魔 普及版 算数・数学が楽しくなる12夜 エンツェンスベルガー著 晶文社 410 え
NHKマテマティカ 初級編 NHKマテマティカ見て、感じて、発見する算数 NHK「マテマティカ」制作班編 金の星社 410 え
NHKマテマティカ 中・上級編 NHKマテマティカ見て、感じて、発見する算数 NHK「マテマティカ」制作班編 金の星社 410 え
算数まるわかり辞典 1～3年生版（ドラえもんの学習シリーズ） 藤子・F・不二雄キャラクター原作 小学館 410 さ
算数まるわかり辞典 4～6年生版（ドラえもんの学習シリーズ） 藤子・F・不二雄キャラクター原作 小学館 410 さ
すらすらわかる！おどろきの小学算数（ドラえもんの学習シリーズ） 藤子・F・不二雄キャラクター原作 小学館 410 す
とことんやさしい算数使いかたナビ 1 くらしにべんり！数と計算 「算数使いかたナビ」編集委員会編 さ・え・ら書房 410 と



とことんやさしい算数使いかたナビ 2 くらしに使おう！時間と単位 「算数使いかたナビ」編集委員会編 さ・え・ら書房 410 と
とことんやさしい算数使いかたナビ 3 くらしで発見！いろんな図形 「算数使いかたナビ」編集委員会編 さ・え・ら書房 410 と
名探偵コナン推理ファイル数と図形の謎（小学館学習まんがシリーズ） 青山 剛昌原作 小学館 410 め
小数の「かけ算・わり算」がわかる（ドラえもんの学習シリーズ） 藤子・F・不二雄キャラクター原作 小学館 411 し
統計学の図鑑（まなびのずかん） 涌井 良幸著 技術評論社 417 わ
せかいはなにでできてるの？ こたい、えきたい、きたいのはなし（みつけようかがく） キャスリーン ウェドナー ゾイフェルドさく 福音館書店 420 そ
中学理科の物理学（実践ビジュアル教科書） 福地 孝宏著 誠文堂新光社 420 ふ
エネルギーってなんだろう（みつけようかがく） キンバリー ブルベイカー ブラッドリーさく 福音館書店 420 ふ
じしゃくのふしぎ（みつけようかがく） フランクリン M．ブランリーさく 福音館書店 420 ふ
じゅうりょくってなぞだ！（みつけようかがく） フランクリン M．ブランリーさく 福音館書店 420 ふ
身近な単位がわかる絵事典 観察・調べ学習にやくだつ 村越 正則監修 PHP研究所 420

サイエンスコナンレンズの不思議（小学館学習まんがシリーズ） 青山 剛昌原作 小学館 425 さ
サイエンスコナン磁石の不思議（小学館学習まんがシリーズ） 青山 剛昌原作 小学館 427 さ
実験でわかる中学理科の化学（実践ビジュアル教科書） 福地 孝宏著 誠文堂新光社 430 ふ
接着剤のひみつ（学研まんがでよくわかるシリーズ 90） たまだ まさお漫画 学研パブリッシングコミュニケーションビジネス事業室 430

世界で一番美しい元素図鑑 セオドア・グレイ著 創元社 431 ぐ
ぜんぶわかる118元素図鑑 身近な元素から日本発の元素「ニホニウム」まで（子供の科学★サイエンスブックス） 子供の科学編集部編 誠文堂新光社 431 ぜ
サイエンスコナン七変化する水の不思議（小学館学習まんがシリーズ） 青山 剛昌原作 小学館 435 さ
サイエンスコナン宇宙と重力の不思議（小学館学習まんがシリーズ） 青山 剛昌原作 小学館 440 さ
たのしく学べる！宇宙のことがわかる本 みんなが知りたい！「宇宙の秘密」をわかりやすく紹介します！（まなぶっく A-70） 永田 晴紀監修 メイツ出版 440 た
たのしく学べる！宇宙のことがわかる本 みんなが知りたい！「宇宙の秘密」をわかりやすく紹介します！（まなぶっく A-70） 永田 晴紀監修 メイツ出版 440 た
ずかんいろいろな星 見ながら学習調べてなっとく 沼澤 茂美著 技術評論社 440 ぬ
UFOと宇宙人の謎（ほんとうにあった！？世界の超ミステリー 1） 並木 伸一郎監修 ポプラ社 440 ゆ
UFOと宇宙人の謎（ほんとうにあった！？世界の超ミステリー 1） 並木 伸一郎監修 ポプラ社 440 ゆ
UFOと地球外文明の謎（ほんとうにあった！？世界の超ミステリー 7） 並木 伸一郎監修 ポプラ社 440 ゆ
宇宙のひみつ 新訂版（学研まんがひみつシリーズ 1） 学研 440

はじめての星座かんさつ 甲谷 保和著 実業之日本社 443 こ
はじめての星座かんさつ 甲谷 保和著 実業之日本社 443 こ
はじめての星座かんさつ 甲谷 保和著 実業之日本社 443 こ
12星座とギリシャ神話の絵本 沼澤 茂美作 あすなろ書房 443 ぬ
星の一生 新装版（科学のアルバム 天文・地学3） 藤井 旭著 あかね書房 443 ふ
星座をさがそう 新装版（科学のアルバム 天文・地学6） 藤井 旭著 あかね書房 443 ふ
星・星座 増補改訂版（新・ポケット版学研の図鑑 12） 学研教育出版 443 ほ
星・星座 増補改訂版（新・ポケット版学研の図鑑 12） 学研教育出版 443 ほ
星・星座 増補改訂版（新・ポケット版学研の図鑑 12） 学研教育出版 443 ほ
星・星座（学研の図鑑LIVE） 藤井 旭監修・執筆 学研プラス 443 ほ
月と太陽ってどんな星？ もっとも身近で不思議な星を科学しよう（子供の科学★サイエンスブックス） 縣 秀彦著 誠文堂新光社 444 あ
月と太陽ってどんな星？ もっとも身近で不思議な星を科学しよう（子供の科学★サイエンスブックス） 縣 秀彦著 誠文堂新光社 444 あ
太陽系のふしぎ109 プラネタリウム解説員が答える身近な宇宙のなぜ 永田 美絵著 偕成社 444 な
太陽のふしぎ 新装版（科学のアルバム 天文・地学5） 藤井 旭著 あかね書房 444 ふ
惑星をみよう 新装版（科学のアルバム 天文・地学7） 藤井 旭著 あかね書房 445 ふ
わかる！楽しむ！火星大接近＆はやぶさ2 惑星探査の最前線と2018年天体イベントの見方がやさしくわかる（SEIBUNDO mook） 月刊天文ガイド編集部編 誠文堂新光社 445 わ
月をみよう 新装版（科学のアルバム 天文・地学1） 藤井 旭著 あかね書房 446 ふ
月を知る！（調べる学習百科） 三品 隆司構成・文 岩崎書店 446 み
流れ星・隕石 新装版（科学のアルバム 天文・地学16） 藤井 旭著 あかね書房 447 ふ
時計のひみつ（学研まんがでよくわかるシリーズ 61） 田中 久志漫画 学研パブリッシングコミュニケーションビジネス事業室 449

こども大図鑑地球 ジョン・ウッドワード著 河出書房新社 450 う
まるごと観察富士山 壮大な火山地形から空、生き物まで世界遺産を知る（子供の科学★サイエンスブックス） 鎌田 浩毅編著 誠文堂新光社 450 か
まるごと観察富士山 壮大な火山地形から空、生き物まで世界遺産を知る（子供の科学★サイエンスブックス） 鎌田 浩毅編著 誠文堂新光社 450 か
地球・宇宙 増補改訂版 6刷（新・ポケット版学研の図鑑 6） 学研プラス 450 ち



地球・宇宙 増補改訂版 6刷（新・ポケット版学研の図鑑 6） 学研プラス 450 ち
地球・宇宙 増補改訂版 6刷（新・ポケット版学研の図鑑 6） 学研プラス 450 ち
地球（小学館の図鑑NEO 10） 丸山 茂徳ほか監修・指導 小学館 450 ち
地球（学研の図鑑LIVE 12） 猪郷 久義監修 学研プラス 450 ち
日本列島大地まるごと大研究 3 火山の大研究 ポプラ社 450 に
日本列島大地まるごと大研究 3 火山の大研究 ポプラ社 450 に
日本列島大地まるごと大研究 4 地震の大研究 ポプラ社 450 に
日本列島大地まるごと大研究 4 地震の大研究 ポプラ社 450 に
観察でわかる中学理科の地学（実践ビジュアル教科書） 福地 孝宏著 誠文堂新光社 450 ふ
南極のサバイバル 生き残り作戦（かがくるBOOK） 洪 在徹文 朝日新聞出版 450 ほ
火山のサバイバル 生き残り作戦（かがくるBOOK） 洪 在徹文 朝日新聞出版 450 ほ
理科の地図帳 地形・気象編 改訂版 日本の地形と気象がまるごとわかる（ビジュアルはてなマップ） 神奈川県立生命の星・地球博物館監修 技術評論社 450 り
理科の地図帳 地形・気象編 改訂版 日本の地形と気象がまるごとわかる（ビジュアルはてなマップ） 神奈川県立生命の星・地球博物館監修 技術評論社 450 り
エネルギーのひみつ（学研まんがひみつシリーズ 61） 学研 450

地球のひみつ 新訂版（学研まんがひみつシリーズ 6） 学研 450

お天気博士になろう！ 2 雲の大研究 日本気象協会監修 ポプラ社 451 お
お天気博士になろう！ 2 雲の大研究 日本気象協会監修 ポプラ社 451 お
お天気博士になろう！ 2 雲の大研究 日本気象協会監修 ポプラ社 451 お
お天気博士になろう！ 1 天気の変化をしらべよう 日本気象協会監修 ポプラ社 451 お
お天気博士になろう！ 1 天気の変化をしらべよう 日本気象協会監修 ポプラ社 451 お
お天気博士になろう！ 1 天気の変化をしらべよう 日本気象協会監修 ポプラ社 451 お
雪の一生 新装版（科学のアルバム 天文・地学9） 片平 孝著 あかね書房 451 か
雪の結晶ノート マーク・カッシーノ作 あすなろ書房 451 か
雲の博物館 さまざまな雲の形 わかりやすい雲の科学 世界各地の美しい雲、珍しい雲 菊地 勝弘著 成山堂書店 451 き
雪の結晶図鑑 菊地 勝弘著 北海道新聞社 451 き
雪の結晶図鑑 菊地 勝弘著 北海道新聞社 451 き
竜巻 メカニズム・被害・身の守り方 小林 文明著 成山堂書店 451 こ
異常気象のサバイバル 1 生き残り作戦（かがくるBOOK） ゴムドリco．文 朝日新聞出版 451 こ
異常気象のサバイバル 2 生き残り作戦（かがくるBOOK） ゴムドリco．文 朝日新聞出版 451 こ
いちばんやさしい天気と気象の事典 調べ学習・自由研究に！天気のことがなんでも分かる！ 武田 康男著 永岡書店 451 た
楽しく遊ぶ学ぶきせつの図鑑 はるなつあきふゆ（小学館の子ども図鑑プレNEO） ⾧谷川 康男監修 小学館 451 た
楽しく遊ぶ学ぶきせつの図鑑 はるなつあきふゆ（小学館の子ども図鑑プレNEO） ⾧谷川 康男監修 小学館 451 た
楽しく遊ぶ学ぶきせつの図鑑 はるなつあきふゆ（小学館の子ども図鑑プレNEO） ⾧谷川 康男監修 小学館 451 た
雲と天気 新装版（科学のアルバム 天文・地学2） 塚本 治弘著 あかね書房 451 つ
天気の不思議がわかる！ 日本気象協会監修 実業之日本社 451 て
氷の世界 新装版（科学のアルバム 天文・地学13） 東海林 明雄著 あかね書房 451 と
あっ！ゆきだ（みつけようかがく） フランクリン M．ブランリーさく 福音館書店 451 ふ
台風のサバイバル 生き残り作戦（かがくるBOOK） 洪 在徹文 朝日新聞出版 451 ほ
台風のサバイバル 生き残り作戦（かがくるBOOK） 洪 在徹文 朝日新聞出版 451 ほ
やさしく解説地球温暖化 1 温暖化、どうしておきる？ 保坂 直紀著 岩崎書店 451 ほ
やさしく解説地球温暖化 2 温暖化の今・未来 保坂 直紀著 岩崎書店 451 ほ
やさしく解説地球温暖化 3 温暖化はとめられる？ 保坂 直紀著 岩崎書店 451 ほ
極寒のサバイバル 生き残り作戦（かがくるBOOK） 洪 在徹文 朝日新聞出版 451 ほ
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 草思社 451 む
雲の不思議がわかる本 種類や形で天気がわかる！（子供の科学★サイエンスブックス） 森田 正光著 誠文堂新光社 451 も
雲の不思議がわかる本 種類や形で天気がわかる！（子供の科学★サイエンスブックス） 森田 正光著 誠文堂新光社 451 も
竜巻のサバイバル 生き残り作戦（かがくるBOOK） リメ文 朝日新聞出版 451 り
竜巻のサバイバル 生き残り作戦（かがくるBOOK） リメ文 朝日新聞出版 451 り
天気100のひみつ 新訂版（学研まんがひみつシリーズ 16） 学研 451

海のクライシス 地球環境（科学学習まんがクライシス・シリーズ） 岡田 康則まんが・構成 小学館 452 お



深海のサバイバル 生き残り作戦（かがくるBOOK） ゴムドリco．文 朝日新聞出版 452 こ
水 新装版 めぐる水のひみつ（科学のアルバム 天文・地学11） 塚本 治弘著 あかね書房 452 つ
鉄は魔法つかい 命と地球をはぐくむ「鉄」物語 畠山 重篤著 小学館 452 は
火山は生きている 新装版（科学のアルバム 天文・地学10） 青木 章著 あかね書房 453 あ
地球の声に耳をすませて 地震の正体を知り、命を守る（くもんジュニアサイエンス） 大木 聖子著 くもん出版 453 お
火山ビジュアルガイド 1 火山のしくみ 高田 亮監修 教育画劇 453 か
火山ビジュアルガイド 1 火山のしくみ 高田 亮監修 教育画劇 453 か
火山ビジュアルガイド 3 噴火へのそなえ 高田 亮監修 教育画劇 453 か
火山ビジュアルガイド 3 噴火へのそなえ 高田 亮監修 教育画劇 453 か
火山のクライシス（科学学習まんがクライシス・シリーズ） 金田 達也まんが 小学館 453 か
火山全景 写真でめぐる世界の火山地形と噴出物 白尾 元理写真 誠文堂新光社 453 し
地震と火山 パーフェクト図解 鎌田 浩毅監修 学研パブリッシング 453 じ
地震と火山 パーフェクト図解 鎌田 浩毅監修 学研パブリッシング 453 じ
世界一おいしい火山の本 チョコやココアで噴火実験（自然とともに） 林 信太郎著 小峰書店 453 は
地震のサバイバル 生き残り作戦（かがくるBOOK） 洪 在徹文 朝日新聞出版 453 ほ
地底のクライシス（科学学習まんがクライシス・シリーズ） 麻生 羽呂まんが 小学館 454 あ
砂漠の世界 新装版（科学のアルバム 天文・地学15） 片平 孝著 あかね書房 454 か
干潟のサバイバル 1 生き残り作戦（かがくるBOOK） ゴムドリco．文 朝日新聞出版 454 こ
干潟のサバイバル 2 生き残り作戦（かがくるBOOK） ゴムドリco．文 朝日新聞出版 454 こ
砂漠のサバイバル 生き残り作戦（かがくるBOOK） 崔 徳煕文 朝日新聞出版 454 ち
砂漠化のクライシス（科学学習まんがクライシス・シリーズ） てしろぎ たかしまんが 小学館 454 て
しょうにゅうどう探検 新装版（科学のアルバム 天文・地学8） 徳富 一光著 あかね書房 454 と
日本列島、水をとったら？ 1 ビジュアル地形案内 海の底にも山がある！ 徳間書店 454 に
日本列島、水をとったら？ 2 ビジュアル地形案内 見えてくる！陸地のデコボコやギザギザ 徳間書店 454 に
日本列島、水をとったら？ 3 ビジュアル地形案内 島は山のてっぺん！？ 徳間書店 454 に
サバンナのサバイバル 生き残り作戦（かがくるBOOK） 洪 在徹文 朝日新聞出版 454 ほ
サンゴの海 ⾧島 敏春写真・文 偕成社 455 な
大むかしの生物（小学館の図鑑NEO 12） 日本古生物学会監修 小学館 457 お
大昔の生きもの（ポプラディア大図鑑WONDA 14） 小林 快次監修 ポプラ社 457 お
恐竜・大昔の生き物 増補改訂版 7刷（新・ポケット版学研の図鑑 10） 学研プラス 457 き
恐竜（小学館の図鑑NEO POCKET 4） 冨田 幸光監修・執筆 小学館 457 き
恐竜（学研の図鑑LIVE POCKET 7） 学研プラス 457 き
恐竜最強王図鑑 No．1決定トーナメント！！ 實吉 達郎監修 学研プラス 457 き
古生物（学研の図鑑LIVE 14） 加藤 太一監修 学研プラス 457 こ
0．1ミリのタイムマシン 地球の過去と未来が化石から見えてくる（くもんジュニアサイエンス） 須藤 斎著 くもん出版 457 す
恐竜のクライシス（科学学習まんがクライシス・シリーズ） 菅原 健二まんが 小学館 457 す
絶滅動物最強王図鑑 No．1決定トーナメント！！ 實吉 達郎監修 学研プラス 457 ぜ
肉食の恐竜・古生物図鑑 食物連鎖の頂点に君臨する大むかしの生物たち（子供の科学★サイエンスブックス） 土屋 健著 誠文堂新光社 457 つ
絶滅哺乳類図鑑 新版 第2刷 冨田 幸光文 丸善出版 457 と
化石図鑑 示準化石ビジュアルガイドブック 中島 礼共著 誠文堂新光社 457 な
化石図鑑 示準化石ビジュアルガイドブック 中島 礼共著 誠文堂新光社 457 な
恐竜世界のサバイバル 2 生き残り作戦（かがくるBOOK） 洪 在徹文 朝日新聞出版 457 ほ
恐竜世界のサバイバル 1 第13刷 生き残り作戦（かがくるBOOK） 洪 在徹文 朝日新聞出版 457 ほ
恐竜世界のサバイバル 1 第13刷 生き残り作戦（かがくるBOOK） 洪 在徹文 朝日新聞出版 457 ほ
恐竜世界のサバイバル 2 生き残り作戦（かがくるBOOK） 洪 在徹文 朝日新聞出版 457 ほ
きょうりゅう 新装版（科学のアルバム 天文・地学4） 小畠 郁生著 あかね書房 457

ヒサクニヒコの恐竜図鑑 ヒサ クニヒコ著 ポプラ社 457

ヒサクニヒコの恐竜図鑑 ヒサ クニヒコ著 ポプラ社 457

ヒサクニヒコの恐竜図鑑 ヒサ クニヒコ著 ポプラ社 457

化石図鑑 示準化石ビジュアルガイドブック 中島 礼共著 誠文堂新光社 457



化石図鑑 示準化石ビジュアルガイドブック 中島 礼共著 誠文堂新光社 457

化石図鑑 示準化石ビジュアルガイドブック 中島 礼共著 誠文堂新光社 457

鉱物・宝石のひみつ（調べる学習百科） 松原 聰監修 岩崎書店 459 こ
ずかん宝石 見ながら学習調べてなっとく 飯田 孝一監修 技術評論社 459 ず
ずかん宝石 見ながら学習調べてなっとく 飯田 孝一監修 技術評論社 459 ず
ずかん宝石 見ながら学習調べてなっとく 飯田 孝一監修 技術評論社 459 ず
鉱物 新装版 地底からのたより（科学のアルバム 天文・地学14） 塚本 治弘著 あかね書房 459 つ
こども鉱物図鑑 八川 シズエ著 中央アート出版社 459 や
こども鉱物図鑑 八川 シズエ著 中央アート出版社 459 や
こども鉱物図鑑 八川 シズエ著 中央アート出版社 459 や
こども鉱物図鑑 八川 シズエ著 中央アート出版社 459 や
こども鉱物図鑑 八川 シズエ著 中央アート出版社 459 や
一生の図鑑（ニューワイド学研の図鑑i） 阿部 和厚ほか監修 学研教育出版 460 い
かんさつ名人になろう！ 1 ミニトマト 横山 正監修 ポプラ社 460 か
かんさつ名人になろう！ 2 あさがお 横山 正監修 ポプラ社 460 か
かんさつ名人になろう！ 3 ひまわり 横山 正監修 ポプラ社 460 か
かんさつ名人になろう！ 4 ざりがに 横山 正監修 ポプラ社 460 か
かんさつ名人になろう！ 5 かたつむり 横山 正監修 ポプラ社 460 か
かんさつ名人になろう！ 6 だんごむし 横山 正監修 ポプラ社 460 か
かんさつ名人になろう！ 7 モルモット・ハムスター 横山 正監修 ポプラ社 460 か
自然史ミュージアムのサバイバル 1 生き残り作戦（かがくるBOOK） ゴムドリco．文 朝日新聞出版 460 こ
自然史ミュージアムのサバイバル 2 生き残り作戦（かがくるBOOK） ゴムドリco．文 朝日新聞出版 460 こ
飼育・栽培 増補改訂版（新・ポケット版学研の図鑑 8） 学研教育出版 460 し
飼育・栽培 増補改訂版（新・ポケット版学研の図鑑 8） 学研教育出版 460 し
飼育・栽培 増補改訂版（新・ポケット版学研の図鑑 8） 学研教育出版 460 し
ずかん落ち葉の下の生きものとそのなかま 見ながら学習調べてなっとく ミミズくらぶ文・構成 技術評論社 460 ず
世界の絶滅危惧生物図鑑 IUCNレッドリスト IUCN編 丸善出版 460 せ
いきてるってどんなこと？（みつけようかがく） キャスリーン ウェドナー ゾイフェルドさく 福音館書店 460 そ
土をつくる生きものたち（ちしきのぽけっと 1） 谷本 雄治文 岩崎書店 460 た
森を育てる生きものたち（ちしきのぽけっと 8） 谷本 雄治文 岩崎書店 460 た
きのこ ふわり胞子の舞（ふしぎいっぱい写真絵本 18） 埴 沙萠写真・文 ポプラ社 460 は
中学理科の生物学（実践ビジュアル教科書） 福地 孝宏著 誠文堂新光社 460 ふ
中学理科の生物学（実践ビジュアル教科書） 福地 孝宏著 誠文堂新光社 460 ふ
まるごと近所の生きもの（学研もちあるき図鑑） 木村 義志監修 学研教育出版 460 ま
まるごと近所の生きもの（学研もちあるき図鑑） 木村 義志監修 学研教育出版 460 ま
まるごと近所の生きもの（学研もちあるき図鑑） 木村 義志監修 学研教育出版 460 ま
水辺の生物（小学館の図鑑NEO POCKET 9） 白山 義久ほか指導・執筆 小学館 460 み
水辺の生物（小学館の図鑑NEO POCKET 9） 白山 義久ほか指導・執筆 小学館 460 み
水辺の生物（小学館の図鑑NEO POCKET 9） 白山 義久ほか指導・執筆 小学館 460 み
絵とき生きものは円柱形（たくさんのふしぎ傑作集） 本川 達雄文 福音館書店 460 も
たべることはつながること しょくもつれんさのはなし（みつけようかがく） パトリシア ローバーさく 福音館書店 460 ろ
寿命図鑑 生き物から宇宙まで万物の寿命をあつめた図鑑 やまぐち かおり絵 いろは出版 461 じ
ずかん細菌 見ながら学習調べてなっとく 鈴木 智順監修 技術評論社 465 ず
生き物のちえ 1 第6刷 自然科学読み物 助けあう生き物の話 伊藤 年一文 学研プラス 468 い
生き物のちえ 2 第4刷 自然科学読み物 別の生き物を利用する話 伊藤 年一文 学研プラス 468 い
生き物のちえ 3 第4刷 自然科学読み物 寄生する生き物の話 伊藤 年一文 学研プラス 468 い
生き物のちえ 4 自然科学読み物 ともに進化する動物と植物の話 伊藤 年一文 学研教育出版 468 い
生き物のちえ 5 第4刷 自然科学読み物 だましあう生き物の話 伊藤 年一文 学研プラス 468 い
海辺の生物（小学館の図鑑NEO POCKET 6） 白山 義久ほか指導・執筆 小学館 468 う
海辺の生物（小学館の図鑑NEO POCKET 6） 白山 義久ほか指導・執筆 小学館 468 う



海辺の生物（小学館の図鑑NEO POCKET 6） 白山 義久ほか指導・執筆 小学館 468 う
海辺の生物（小学館の図鑑NEO POCKET 6） 白山 義久ほか指導・執筆 小学館 468 う
海辺の生物（小学館の図鑑NEO POCKET 6） 白山 義久ほか指導・執筆 小学館 468 う
海辺の生物（小学館の図鑑NEO POCKET 6） 白山 義久ほか指導・執筆 小学館 468 う
ずかんプランクトン 見ながら学習調べてなっとく 清水 洋美編著 技術評論社 468 し
ずかんプランクトン 見ながら学習調べてなっとく 清水 洋美編著 技術評論社 468 し
食物連鎖の大研究 いのちはつながっている！ 目黒 伸一監修 PHP研究所 468 し
食物連鎖の大研究 いのちはつながっている！ 目黒 伸一監修 PHP研究所 468 し
食物連鎖の大研究 いのちはつながっている！ 目黒 伸一監修 PHP研究所 468 し
はるをさがしに（新・自然きらきら 1） 七尾 純文 偕成社 468 な
はるをさがしに（新・自然きらきら 1） 七尾 純文 偕成社 468 な
身近な自然でふるさと学習 6 里山 守山 弘監修・著 小峰書店 468 も
身近な自然でふるさと学習 6 里山 守山 弘監修・著 小峰書店 468 も
植物（小学館の図鑑NEO 2） 門田 裕一監修 小学館 470 し
植物（小学館の図鑑NEO 2） 門田 裕一監修 小学館 470 し
たねそだててみよう（みつけようかがく） ヘレン J．ジョルダンさく 福音館書店 470 し
植物（学研の図鑑LIVE POCKET 3） 学研プラス 470 し
紅葉のふしぎ 新装版（科学のアルバム 植物15） 佐藤 有恒著 あかね書房 471 さ
花の色のふしぎ 新装版（科学のアルバム 植物18） 佐藤 有恒著 あかね書房 471 さ
食虫植物のひみつ 新装版（科学のアルバム 植物2） 清水 清著 あかね書房 471 し
高山植物の一年 新装版（科学のアルバム 植物5） 白籏 史朗著 あかね書房 471 し
植物は動いている 新装版（科学のアルバム 植物13） 清水 清著 あかね書房 471 し
根っこのえほん 1 おいしい根っこ 根研究学会協力 大月書店 471 ね
たねのゆくえ 新装版（科学のアルバム 植物10） 埴 沙萠著 あかね書房 471 は
水草のひみつ 新装版（科学のアルバム 植物14） 守矢 登著 あかね書房 471 も
キノコの世界 新装版（科学のアルバム 植物9） 伊沢 正名著 あかね書房 474 い
日本のきのこ 増補改訂新版（山溪カラー名鑑） 今関 六也編・解説 山と溪谷社 474 に
きのこのひみつ（学研まんがでよくわかるシリーズ 27） ひろ ゆうこ漫画 学研CB事業部教材資料制作室 474

コケの世界 新装版（科学のアルバム 植物11） 伊沢 正名著 あかね書房 475 い
ここにも、こけが…（たくさんのふしぎ傑作集） 越智 典子文 福音館書店 475 お
アサガオ（もっと知りたい） 赤木 かん子作 新樹社 479 あ
タンポポ（もっと知りたい） 赤木 かん子作 新樹社 479 あ
ヒマワリ（もっと知りたい） 赤木 かん子作 新樹社 479 あ
ウメ・モモ・サクラ どこがちがうか、わかる？（もっと知りたい） 赤木 かん子作 新樹社 479 あ
チューリップ（もっと知りたい） 赤木 かん子作 新樹社 479 あ
イネ 米ができるまで（科学のアルバム・かがやくいのち 20） 飯村 茂樹著 あかね書房 479 い
イネ 米ができるまで（科学のアルバム・かがやくいのち 20） 飯村 茂樹著 あかね書房 479 い
イネ 米ができるまで（科学のアルバム・かがやくいのち 20） 飯村 茂樹著 あかね書房 479 い
ぜんぶわかる！イネ（しぜんのひみつ写真館 6） 内山 りゅう著 ポプラ社 479 う
さくら研究ノート 近田 文弘著 偕成社 479 こ
ヘチマのかんさつ 新装版（科学のアルバム 植物7） 佐藤 有恒著 あかね書房 479 さ
ヒマワリのかんさつ 新装版（科学のアルバム 植物3） 叶沢 進写真 あかね書房 479 し
タンポポのずかん 小川 潔監修 金の星社 479 た
アサガオ 新装版 たねからたねまで（科学のアルバム 植物1） 佐藤 有恒写真 あかね書房 479 な
サボテンのふしぎ 新装版（科学のアルバム 植物8） 埴 沙萠著 あかね書房 479 は
サクラの一年 新装版（科学のアルバム 植物6） 守矢 登著 あかね書房 479 も
生きものつかまえたらどうする？ 秋山 幸也文 偕成社 480 あ
生きものつかまえたらどうする？ 秋山 幸也文 偕成社 480 あ
水のいきものかいかたそだてかた（かいかたそだてかたずかん 2） 浅井 ミノル文 岩崎書店 480 あ
水のいきものかいかたそだてかた（かいかたそだてかたずかん 2） 浅井 ミノル文 岩崎書店 480 あ



みんなわくわく水族館 海の動物いっぱい編（飼育員さんひみつおしえて！） 池田 菜津美文 新日本出版社 480 い
みんなわくわく水族館 お魚いっぱい編（飼育員さんひみつおしえて！） 池田 菜津美文 新日本出版社 480 い
里山いきもの図鑑 今森 光彦写真・文・切り絵 童心社 480 い
こども大図鑑動物 リチャード・ウォーカー著 河出書房新社 480 う
消えゆく野生動物たち そのくらしと絶滅の理由がわかる絶滅危惧種図鑑（子供の科学★サイエンスブックス） 子供の科学編集部編 誠文堂新光社 480 き
危険生物◆外来生物大図鑑 今泉 忠明監修 あかね書房 480 き
くらべよう！どうぶつの赤ちゃん 1 ライオン・シマウマ 小宮 輝之監修 小峰書店 480 く
くらべよう！どうぶつの赤ちゃん 2 パンダ・トラ 小宮 輝之監修 小峰書店 480 く
くらべよう！どうぶつの赤ちゃん 3 ニホンザル・クマ 小宮 輝之監修 小峰書店 480 く
くらべよう！どうぶつの赤ちゃん 4 クジラ・アザラシ 小宮 輝之監修 小峰書店 480 く
くらべよう！どうぶつの赤ちゃん 5 カピバラ・アルパカ 小宮 輝之監修 小峰書店 480 く
くらべよう！どうぶつの赤ちゃん 6 カンガルー・コアラ 小宮 輝之監修 小峰書店 480 く
くらべよう！どうぶつの赤ちゃん 7 イヌ・ネコ 小宮 輝之監修 小峰書店 480 く
くらべてみよう！どうぶつの赤ちゃん 11 ゴリラ ポプラ社 480 く
くらべてみよう！どうぶつの赤ちゃん 12 コアラ ポプラ社 480 く
くらべてみよう！どうぶつの赤ちゃん 13 ミーアキャット ポプラ社 480 く
くらべてみよう！どうぶつの赤ちゃん 14 キリン ポプラ社 480 く
くらべてみよう！どうぶつの赤ちゃん 15 チーター ポプラ社 480 く
くらべてみよう！どうぶつの赤ちゃん 16 ノウサギ ポプラ社 480 く
くらべてみよう！どうぶつの赤ちゃん 17 ニホンカモシカ ポプラ社 480 く
くらべてみよう！どうぶつの赤ちゃん 18 カバ ポプラ社 480 く
くらべてみよう！どうぶつの赤ちゃん 19 ホッキョクグマ ポプラ社 480 く
くらべてみよう！どうぶつの赤ちゃん 20 ハクチョウ ポプラ社 480 く
コツがまるわかり！生き物の飼いかた 1 動物を飼おう！ 1 ポプラ社 480 こ
コツがまるわかり！生き物の飼いかた 2 動物を飼おう！ 2 ポプラ社 480 こ
コツがまるわかり！生き物の飼いかた 3 鳥を飼おう！ 1 ポプラ社 480 こ
コツがまるわかり！生き物の飼いかた 4 鳥を飼おう！ 2 ポプラ社 480 こ
コツがまるわかり！生き物の飼いかた 5 魚を飼おう！ ポプラ社 480 こ
コツがまるわかり！生き物の飼いかた 6 水辺の生き物を飼おう！ ポプラ社 480 こ
コツがまるわかり！生き物の飼いかた 7 虫を飼おう！ 1 ポプラ社 480 こ
コツがまるわかり！生き物の飼いかた 8 虫を飼おう！ 2 ポプラ社 480 こ
みんなのかお さとう あきら写真 福音館書店 480 さ
ざんねんないきもの事典 正 おもしろい！進化のふしぎ 今泉 忠明監修 高橋書店 480 ざ
ざんねんないきもの事典 続 おもしろい！進化のふしぎ 今泉 忠明監修 高橋書店 480 ざ
アライグマのワイアッチャ 廉価版（シートン動物記） アーネスト・T．シートン文・絵 童心社 480 し
イノシシの勇者フォーミィ 廉価版（シートン動物記） アーネスト・T．シートン文・絵 童心社 480 し
カラスのシルバースポット 廉価版（シートン動物記） アーネスト・T．シートン文・絵 童心社 480 し
銀ギツネのドミノ 廉価版（シートン動物記） アーネスト・T．シートン文・絵 童心社 480 し
クマ王モナーク 廉価版（シートン動物記） アーネスト・T．シートン文・絵 童心社 480 し
コウモリの妖精アタラファ 廉価版（シートン動物記） アーネスト・T．シートン文・絵 童心社 480 し
子グマのジョニー 廉価版（シートン動物記） アーネスト・T．シートン文・絵 童心社 480 し
サンドヒルのシカスタッグ 廉価版（シートン動物記） アーネスト・T．シートン文・絵 童心社 480 し
下町のネコキティ 廉価版（シートン動物記） アーネスト・T．シートン文・絵 童心社 480 し
大草原のウマ ペイサー 廉価版（シートン動物記） アーネスト・T．シートン文・絵 童心社 480 し
野生のヒツジクラッグ 廉価版（シートン動物記） アーネスト・T．シートン文・絵 童心社 480 し
リスのバナーテイル 廉価版（シートン動物記） アーネスト・T．シートン文・絵 童心社 480 し
ワタオウサギのラグ 廉価版（シートン動物記） アーネスト・T．シートン文・絵 童心社 480 し
わたしの愛犬ビンゴ 廉価版（シートン動物記） アーネスト・T．シートン文・絵 童心社 480 し
シートン動物記オオカミ王ロボ 野生動物のおどろくべき知恵、そして深い愛情（10歳までに読みたい世界名作 8） アーネスト・トンプソン・シートン作 学研教育出版 480 し
オオカミ王ロボ 廉価版（シートン動物記） アーネスト・T．シートン文・絵 童心社 480 し



こんなしっぽでなにするの？（評論社の児童図書館・絵本の部屋） スティーブ・ジェンキンズ共作 評論社 480 し
飼育と観察 増補改訂 6刷（ニューワイド学研の図鑑 9） 学研プラス 480 し
獣医さんだけが知っている動物園のヒミツ人気者のホンネ 北澤 功監修 日東書院本社 480 じ
図解大事典超危険生物 加藤 英明監修 新星出版社 480 ず
だらだら動物図鑑 だらけた一日をすごしたい、あなたへ エクスナレッジ 480 だ
動物最強王図鑑 第4刷 No．1決定トーナメント！！ 實吉 達郎監修 学研プラス 480 ど
動物最強王図鑑 第4刷 No．1決定トーナメント！！ 實吉 達郎監修 学研プラス 480 ど
動物最強王図鑑 第4刷 No．1決定トーナメント！！ 實吉 達郎監修 学研プラス 480 ど
動物最強王図鑑 第4刷 No．1決定トーナメント！！ 實吉 達郎監修 学研プラス 480 ど
動物最強王図鑑 第4刷 No．1決定トーナメント！！ 實吉 達郎監修 学研プラス 480 ど
動物最強王図鑑 第4刷 No．1決定トーナメント！！ 實吉 達郎監修 学研プラス 480 ど
どうぶつ園のじゅうい 1 びょうきやけがをなおすしごと 植田 美弥監修 金の星社 480 ど
どうぶつ園のじゅうい 2 赤ちゃんをまもるしごと 植田 美弥監修 金の星社 480 ど
どうぶつ園のじゅうい 3 ぜつめつからすくうしごと 植田 美弥監修 金の星社 480 ど
動物 増補改訂版 第8刷（新・ポケット版学研の図鑑 3） 学研プラス 480 ど
動物 増補改訂版 第8刷（新・ポケット版学研の図鑑 3） 学研プラス 480 ど
動物 増補改訂版 第8刷（新・ポケット版学研の図鑑 3） 学研プラス 480 ど
動物 第3刷（学研の図鑑LIVE 2） 今泉 忠明監修 学研プラス 480 ど
動物（学研の図鑑LIVE POCKET 2） 学研プラス 480 ど
動物（学研の図鑑LIVE POCKET 2） 学研プラス 480 ど
動物（ポプラディア大図鑑WONDA 2） 川田 伸一郎監修 ポプラ社 480 ど
動物のクライシス 2 ゾウ（科学学習まんがクライシス・シリーズ） 小学館 480 ど
動物のクライシス 1 ライオン（科学学習まんがクライシス・シリーズ） 小学館 480 ど
ぴっかぴかすいぞくかん（しぜんにタッチ！） なかの ひろみ文・構成 ひさかたチャイルド 480 な
もぐもぐどうぶつえん（しぜんにタッチ！） なかの ひろみ文・構成 ひさかたチャイルド 480 な
泣けるいきもの図鑑 ぜんぶホント！生命のふしぎ 今泉 忠明監修 学研プラス 480 な
水族館のひみつ おどろきのしくみから飼育係の仕事まで（楽しい調べ学習シリーズ） 新野 大著 PHP研究所 480 に
水族館のひみつ おどろきのしくみから飼育係の仕事まで（楽しい調べ学習シリーズ） 新野 大著 PHP研究所 480 に
へんな生き物ずかん（見る知る考えるずかん） 早川 いくを著 ほるぷ出版 480 は
もっと！へんな生き物ずかん（見る知る考えるずかん） 早川 いくを著 ほるぷ出版 480 は
へんな生きもの へんな生きざま 早川 いくを著 エクスナレッジ 480 は
こどもどうぶつえんのみんなの1日 福田 豊文しゃしん アリス館 480 ふ
ほろっと泣けるいきもの図鑑 ぜんぶホント！生命の物語 今泉 忠明監修 学研プラス 480 ほ
生きものの持ちかた その道のプロに聞く 松橋 利光著 大和書房 480 ま
その道のプロに聞くふつうじゃない生きものの飼いかた 松橋 利光著 大和書房 480 ま
未確認動物UMAの謎（ほんとうにあった！？世界の超ミステリー 2） 並木 伸一郎監修 ポプラ社 480 み
未確認動物UMAの謎 珍獣奇獣編（ほんとうにあった！？世界の超ミステリー 4） 並木 伸一郎監修 ポプラ社 480 み
未確認動物UMAの謎（ほんとうにあった！？世界の超ミステリー 2） 並木 伸一郎監修 ポプラ社 480 み
みいつけた！みぢかないきもの 1 にわやつうがくろのちいさないきもの 松橋 利光写真・構成 ポプラ社 480 み
みいつけた！みぢかないきもの 2 くさはらのちいさないきもの 松橋 利光写真・構成 ポプラ社 480 み
みいつけた！みぢかないきもの 3 ぞうきばやしのちいさないきもの 松橋 利光写真・構成 ポプラ社 480 み
みいつけた！みぢかないきもの 4 みずべのちいさないきもの 松橋 利光写真・構成 ポプラ社 480 み
みいつけた！みぢかないきもの 5 しおだまりのちいさないきもの 松橋 利光写真・構成 ポプラ社 480 み
動物園のひみつ 展示の工夫から飼育員の仕事まで（楽しい調べ学習シリーズ） 森 由民著 PHP研究所 480 も
有毒動物のひみつ 新訂版（学研まんがひみつシリーズ 54） 学研 480

エリック・カールの動物さんぽ 19のショート・ストーリー エリック・カール作・絵 偕成社 480

海中大探険！ しんかい6500で行く、深海への旅 井上 よう子作 岩崎書店 481 い
うみのかくれんぼ 1 もぐってかくれる 武田 正倫監修 金の星社 481 う
うみのかくれんぼ 2 いろをかえてかくれる 武田 正倫監修 金の星社 481 う
うみのかくれんぼ 3 かたちをかえてかくれる 武田 正倫監修 金の星社 481 う



見つけるぞ、動物の体の秘密 動物かいぼう学者が挑む進化のなぞ（くもんジュニアサイエンス） 遠藤 秀紀著 くもん出版 481 え
ゴミにすむ魚たち（世の中への扉） 大塚 幸彦文・写真 講談社 481 お
危険・有毒生物（新・ポケット版学研の図鑑 13） 学研教育出版 481 き
危険・有毒生物（新・ポケット版学研の図鑑 13） 学研教育出版 481 き
危険・有毒生物（新・ポケット版学研の図鑑 13） 学研教育出版 481 き
危険・有毒生物（学研の図鑑LIVE POCKET 5） 学研プラス 481 き
さがして海ハカセ 1 海の生きもののなかま 小林 安雅文・写真 偕成社 481 こ
さがして海ハカセ 2 海の生きもののかくれんぼ 小林 安雅文・写真 偕成社 481 こ
さがして海ハカセ 3 海の生きもののくらし 小林 安雅文・写真 偕成社 481 こ
しっぽのひみつ 役割のちがいと進化をさぐる（楽しい調べ学習シリーズ） 今泉 忠明監修 PHP研究所 481 し
深海生物（学研の図鑑LIVE 15） 武田 正倫総監修 学研プラス 481 し
自然から学ぶすごい技をもつ生き物図鑑 ビジュアル解説！ 石田 秀輝監修 文研出版 481 し
ゆるゆる深海生物図鑑 そにし けんじまんが 学研プラス 481 そ
どっちがどっち！？ 第7刷 にたものずかん（ニューワイドなるほど図鑑） 今泉 忠明監修 学研プラス 481 ど
どうぶつのからだ これ、なあに？ 1 なんのくちばし？ 今泉 忠明監修 ポプラ社 481 ど
どうぶつのからだ これ、なあに？ 5 なんのしっぽ？ 今泉 忠明監修 ポプラ社 481 ど
毒をもつ生き物図鑑 ビジュアル解説！ 今泉 忠明監修 文研出版 481 ど
ホネホネたんけんたい 第12刷 西澤 真樹子監修・解説 アリス館 481 ほ
水の生き物（学研の図鑑LIVE 10） 武田 正倫総監修 学研プラス 481 み
絵ときゾウの時間とネズミの時間（たくさんのふしぎ傑作集） 本川 達雄文 福音館書店 481 も
大研究！馬は友だち（まんが社会見学シリーズ 3） 野本 トロ漫画 講談社ビーシー 481

ニホンカワウソはつくづく運がわるかった？！ ひらめき動物保全学 熊谷 さとし著 偕成社 482 く
わけあって絶滅しました。 正 世界一おもしろい絶滅したいきもの図鑑 丸山 貴史著 ダイヤモンド社 482 ま
わけあって絶滅しました。 続 世界一おもしろい絶滅したいきもの図鑑 丸山 貴史著 ダイヤモンド社 482 ま
みんなが知りたい！日本の「絶滅危惧」動物がわかる本（まなぶっく） 今泉 忠明監修 メイツ出版 482 み
クラゲ大図鑑 何を食べてる？どうやって刺す？ 並河 洋監修 PHP研究所 483 く
サンゴ礁の世界 新装版（科学のアルバム 動物・鳥4） 白井 祥平著 あかね書房 483 し
クラゲゆらゆら（ふしぎいっぱい写真絵本 10） 楚山 いさむ写真・文 ポプラ社 483 そ
イソギンチャクのふしぎ（ふしぎいっぱい写真絵本 21） 楚山 いさむ写真・文 ポプラ社 483 そ
ダーウィンのミミズの研究（たくさんのふしぎ傑作集） 新妻 昭夫文 福音館書店 483 に
水の生物（小学館の図鑑NEO 7） 白山 義久ほか指導・執筆 小学館 483 み
水の生物（小学館の図鑑NEO 7） 白山 義久ほか指導・執筆 小学館 483 み
貝の図鑑＆採集ガイド 見て、さわって、不思議を学ぶ！ 池田 等著 実業之日本社 484 い
貝の図鑑＆採集ガイド 見て、さわって、不思議を学ぶ！ 池田 等著 実業之日本社 484 い
貝の図鑑＆採集ガイド 見て、さわって、不思議を学ぶ！ 池田 等著 実業之日本社 484 い
カタツムリ 新装版（科学のアルバム 動物・鳥6） 増田 戻樹写真 あかね書房 484 こ
まちぼうけの生態学 アカオニグモと草むらの虫たち（たくさんのふしぎ傑作集） 遠藤 知二文 福音館書店 485 え
ヤドカリ 新装版（科学のアルバム 動物・鳥20） 川嶋 一成著 あかね書房 485 か
カニのくらし 新装版（科学のアルバム 動物・鳥2） 桜井 淳史写真 あかね書房 485 こ
クモの巣図鑑 巣を見れば、クモの種類がわかる！ 新海 明著 偕成社 485 し
クモの巣図鑑 巣を見れば、クモの種類がわかる！ 新海 明著 偕成社 485 し
クモの巣図鑑 巣を見れば、クモの種類がわかる！ 新海 明著 偕成社 485 し
校庭のクモ・ダニ・アブラムシ 改訂（野外観察ハンドブック） 浅間 茂共著 全国農村教育協会 486 あ
校庭のクモ・ダニ・アブラムシ 改訂（野外観察ハンドブック） 浅間 茂共著 全国農村教育協会 486 あ
校庭のクモ・ダニ・アブラムシ 改訂（野外観察ハンドブック） 浅間 茂共著 全国農村教育協会 486 あ
校庭のクモ・ダニ・アブラムシ 改訂（野外観察ハンドブック） 浅間 茂共著 全国農村教育協会 486 あ
校庭のクモ・ダニ・アブラムシ 改訂（野外観察ハンドブック） 浅間 茂共著 全国農村教育協会 486 あ
今森光彦の昆虫教室 とりかた・みつけかた Welcome to the world of insects！ 今森 光彦作 童心社 486 い
今森光彦の昆虫教室 くらしとかいかた Welcome to the world of insects！ 今森 光彦作 童心社 486 い
トノサマバッタ 新装版（科学のアルバム 虫8） 佐藤 有恒写真 あかね書房 486 お



トノサマバッタ 新装版（科学のアルバム 虫8） 佐藤 有恒写真 あかね書房 486 お
カブトムシ・クワガタムシ 増補改訂版（新・ポケット版学研の図鑑 11） 学研教育出版 486 か
カブトムシ・クワガタムシ 増補改訂版（新・ポケット版学研の図鑑 11） 学研教育出版 486 か
カブトムシ・クワガタムシ 増補改訂版（新・ポケット版学研の図鑑 11） 学研教育出版 486 か
カブトムシ・クワガタムシ 増補改訂版（新・ポケット版学研の図鑑 11） 学研教育出版 486 か
カブトムシ・クワガタムシ 増補改訂版（新・ポケット版学研の図鑑 11） 学研教育出版 486 か
カブトムシ・クワガタムシ（小学館の図鑑NEO POCKET 10） 小池 啓一執筆・企画構成 小学館 486 か
カブトムシ・クワガタムシ（小学館の図鑑NEO POCKET 10） 小池 啓一執筆・企画構成 小学館 486 か
カブトムシ・クワガタムシ（小学館の図鑑NEO POCKET 10） 小池 啓一執筆・企画構成 小学館 486 か
カブトムシ・クワガタムシ（小学館の図鑑NEO POCKET 10） 小池 啓一執筆・企画構成 小学館 486 か
カブトムシ・クワガタムシ（小学館の図鑑NEO POCKET 10） 小池 啓一執筆・企画構成 小学館 486 か
カブトムシ・クワガタムシ（小学館の図鑑NEO 16） 小池 啓一執筆・企画構成 小学館 486 か
カブトムシ・クワガタムシ（小学館の図鑑NEO 16） 小池 啓一執筆・企画構成 小学館 486 か
カブトムシ（育てて、しらべる日本の生きものずかん 5） 野村 周平監修 集英社 486 か
カブトムシ 新装版（科学のアルバム 虫3） 岸田 功著 あかね書房 486 き
カブトムシ 新装版（科学のアルバム 虫3） 岸田 功著 あかね書房 486 き
こんちゅう（フレーベル館の図鑑ナチュラ 1） 無藤 隆総監修 フレーベル館 486 こ
こんちゅう（フレーベル館の図鑑ナチュラ 1） 無藤 隆総監修 フレーベル館 486 こ
こんちゅう（フレーベル館の図鑑ナチュラ 1） 無藤 隆総監修 フレーベル館 486 こ
こん虫をそだてよう・しらべよう 1 そだち方 岡島 秀治監修 金の星社 486 こ
こん虫をそだてよう・しらべよう 2 かい方 岡島 秀治監修 金の星社 486 こ
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 486 こ
こん虫をそだてよう・しらべよう 4 すみか 岡島 秀治監修 金の星社 486 こ
アリとくらすむし（ふしぎいっぱい写真絵本 26） 島田 たく写真・文 ポプラ社 486 し
アリとくらすむし（ふしぎいっぱい写真絵本 26） 島田 たく写真・文 ポプラ社 486 し
むしこぶみつけた（ふしぎいっぱい写真絵本 30） 新開 孝写真・文 ポプラ社 486 し
ずかん さなぎ 見ながら学習調べてなっとく 鈴木 知之著・写真 技術評論社 486 す
巣づくりの名人スズメバチ（RIKUYOSHA Children ＆ YA Books） 須田 貢正さく＋写真 六耀社 486 す
昆虫のクライシス（科学学習まんがクライシス・シリーズ） 高枝 景水まんが 小学館 486 た
日本の昆虫1400 1 チョウ・バッタ・セミ（ポケット図鑑） 槐 真史編 文一総合出版 486 に
日本の昆虫1400 1 チョウ・バッタ・セミ（ポケット図鑑） 槐 真史編 文一総合出版 486 に
日本の昆虫1400 1 チョウ・バッタ・セミ（ポケット図鑑） 槐 真史編 文一総合出版 486 に
日本の昆虫1400 1 チョウ・バッタ・セミ（ポケット図鑑） 槐 真史編 文一総合出版 486 に
日本の昆虫1400 1 チョウ・バッタ・セミ（ポケット図鑑） 槐 真史編 文一総合出版 486 に
日本の昆虫1400 2 トンボ・コウチュウ・ハチ（ポケット図鑑） 槐 真史編 文一総合出版 486 に
日本の昆虫1400 2 トンボ・コウチュウ・ハチ（ポケット図鑑） 槐 真史編 文一総合出版 486 に
日本の昆虫1400 2 トンボ・コウチュウ・ハチ（ポケット図鑑） 槐 真史編 文一総合出版 486 に
日本の昆虫1400 2 トンボ・コウチュウ・ハチ（ポケット図鑑） 槐 真史編 文一総合出版 486 に
日本の昆虫1400 2 トンボ・コウチュウ・ハチ（ポケット図鑑） 槐 真史編 文一総合出版 486 に
カブトムシ・クワガタムシの図鑑＆飼い方（ワイド版・動物図鑑シリーズ） 藤原 尚太郎著 日東書院本社 486 ふ
昆虫世界のサバイバル 1 生き残り作戦（かがくるBOOK） 洪 在徹文 朝日新聞社 486 ほ
昆虫世界のサバイバル 2 生き残り作戦（かがくるBOOK） 洪 在徹文 朝日新聞出版 486 ほ
昆虫世界のサバイバル 3 生き残り作戦（かがくるBOOK） 洪 在徹文 朝日新聞出版 486 ほ
カブトムシ山に帰る 山口 進著 汐文社 486 や
カブトムシ山に帰る 山口 進著 汐文社 486 や
イモムシハンドブック 1 安田 守著 文一総合出版 486 や
イモムシハンドブック 2 安田 守著 文一総合出版 486 や
イモムシハンドブック 3 安田 守著 文一総合出版 486 や
モンシロチョウ 新装版（科学のアルバム 虫1） 矢島 稔著 あかね書房 486 や
モンシロチョウ 新装版（科学のアルバム 虫1） 矢島 稔著 あかね書房 486 や



幼虫（学研の図鑑LIVE POCKET 4） 学研プラス 486 よ
こんちゅうってなんだ？（みつけようかがく） アン・ロックウェルさく 福音館書店 486 ろ
昆虫のひみつ 新訂版（学研まんがひみつシリーズ 5） 学研 486

カブトムシ・クワガタのひみつ 新訂版（学研まんがひみつシリーズ 20） 学研 486

海の魚大図鑑 釣りが、魚が、海が、もっと楽しくなる 石川 皓章著 日東書院本社 487 い
ウナギのなぞを追って（調べてみよう！生きもののふしぎ） 塚本 勝巳監修 金の星社 487 う
ウナギのなぞを追って（調べてみよう！生きもののふしぎ） 塚本 勝巳監修 金の星社 487 う
ウナギのなぞを追って（調べてみよう！生きもののふしぎ） 塚本 勝巳監修 金の星社 487 う
サメのクライシス（科学学習まんがクライシス・シリーズ） 内富 拓地まんが 小学館 487 う
さかなのたまご いきのこりをかけただいさくせん（ふしぎいっぱい写真絵本 31） 内山 りゅう写真・文 ポプラ社 487 う
ふしぎな深海魚図鑑 海の底までもぐってみよう 北村 雄一絵と文 汐文社 487 き
ふしぎな深海魚図鑑 太平洋をわたってみよう 北村 雄一絵と文 汐文社 487 き
ふしぎな深海魚図鑑 世界でいちばん深い海 北村 雄一絵と文 汐文社 487 き
メダカのくらし 新装版（科学のアルバム 動物・鳥18） 草野 慎二著 あかね書房 487 く
メダカのかいかたそだてかた（かいかたそだてかたずかん 13） 小宮 輝之文 岩崎書店 487 こ
メダカのかいかたそだてかた（かいかたそだてかたずかん 13） 小宮 輝之文 岩崎書店 487 こ
煮干しの解剖教室（オリジナル入門シリーズ 6） 小林 眞理子文 仮説社 487 こ
サケのたんじょう 新装版（科学のアルバム 動物・鳥14） 桜井 淳史著 あかね書房 487 さ
サメ図鑑 海の王者のひみつがわかる！（学習ポケット図鑑） 田中 彰監修 PHP研究所 487 さ
サメ図鑑 海の王者のひみつがわかる！（学習ポケット図鑑） 田中 彰監修 PHP研究所 487 さ
サメ図鑑 海の王者のひみつがわかる！（学習ポケット図鑑） 田中 彰監修 PHP研究所 487 さ
ゆりかごは口の中 子育てをする魚たち（地球ふしぎはっけんシリーズ 10） 桜井 淳史著 ポプラ社 487 さ
カエルのたんじょう 新装版（科学のアルバム 動物・鳥1） 種村 ひろし著 あかね書房 487 た
サメ 海の王者たち 仲谷 一宏著 ブックマン社 487 な
サメ 海の王者たち 仲谷 一宏著 ブックマン社 487 な
爬虫類・両生類（新・ポケット版学研の図鑑 17） 学研教育出版 487 は
爬虫類・両生類（新・ポケット版学研の図鑑 17） 学研教育出版 487 は
爬虫類・両生類（新・ポケット版学研の図鑑 17） 学研教育出版 487 は
爬虫類・両生類（学研の図鑑LIVE 11） 森 哲監修 学研プラス 487 は
モリアオガエル 新装版（科学のアルバム 動物・鳥7） 増田 戻樹著 あかね書房 487 ま
ヘビとトカゲ 新装版（科学のアルバム 動物・鳥11） 増田 戻樹著 あかね書房 487 ま
カメのくらし 新装版（科学のアルバム 動物・鳥17） 増田 戻樹著 あかね書房 487 ま
てのひらかいじゅう（しぜんといっしょ 1） 松橋 利光しゃしんとぶん そうえん社 487 ま
てのひらかいじゅう（しぜんといっしょ 1） 松橋 利光しゃしんとぶん そうえん社 487 ま
てのひらかいじゅう（しぜんといっしょ 1） 松橋 利光しゃしんとぶん そうえん社 487 ま
どんな生きもの？はちゅう類・両生類 1 カメ・トカゲのなかまとカエル・イモリのなかま 野外でみつけて観察しよう 松久保 晃作文・写真 偕成社 487 ま
どんな生きもの？はちゅう類・両生類 1 カメ・トカゲのなかまとカエル・イモリのなかま 野外でみつけて観察しよう 松久保 晃作文・写真 偕成社 487 ま
どんな生きもの？はちゅう類・両生類 2 カメ・トカゲのなかまとカエル・イモリのなかま 家や学校で飼ってみよう 松久保 晃作文・写真 偕成社 487 ま
どんな生きもの？はちゅう類・両生類 2 カメ・トカゲのなかまとカエル・イモリのなかま 家や学校で飼ってみよう 松久保 晃作文・写真 偕成社 487 ま
両生類・はちゅう類（小学館の図鑑NEO 6） 松井 正文指導・執筆 小学館 487 り
両生類・はちゅう類（小学館の図鑑NEO 6） 松井 正文指導・執筆 小学館 487 り
ペンギン図鑑 上田 一生著 文渓堂 488 う
ペンギン図鑑 上田 一生著 文渓堂 488 う
ペンギン図鑑 上田 一生著 文渓堂 488 う
鳥のくちばし図鑑 たべる・はこぶ・つくる（ちしきのぽけっと 4） 国松 俊英文 岩崎書店 488 く
鳥の観察図鑑 どこでなにをたべているのかな（絵本図鑑シリーズ 18） 薮内 正幸絵 岩崎書店 488 く
鳥の観察図鑑 どこでなにをたべているのかな（絵本図鑑シリーズ 18） 薮内 正幸絵 岩崎書店 488 く
ペンギン・ペディア デイビッド・サロモン著 河出書房新社 488 さ
たまごのひみつ 新装版（科学のアルバム 動物・鳥5） 清水 清著 あかね書房 488 し
わたしのカラス研究（やさしい科学） 柴田 佳秀著 さ・え・ら書房 488 し



ツバメのくらし 新装版（科学のアルバム 動物・鳥3） 菅原 光二著 あかね書房 488 す
カラスのくらし 新装版（科学のアルバム 動物・鳥10） 菅原 光二著 あかね書房 488 す
鳥の巣いろいろ 鈴木 まもる作 絵 偕成社 488 す
世界の美しい鳥 上田 恵介監修 パイインターナショナル 488 せ
家族になったスズメのチュン（偕成社文庫 2097） 竹田津 実著 偕成社 488 た
家族になったスズメのチュン（偕成社文庫 2097） 竹田津 実著 偕成社 488 た
鳥（ポプラディア大図鑑WONDA 9） 川上 和人監修 ポプラ社 488 と
鳥（小学館の図鑑NEO POCKET 7） 上田 恵介監修 小学館 488 と
鳥（小学館の図鑑NEO POCKET 7） 上田 恵介監修 小学館 488 と
鳥（小学館の図鑑NEO POCKET 7） 上田 恵介監修 小学館 488 と
鳥（小学館の図鑑NEO POCKET 7） 上田 恵介監修 小学館 488 と
鳥（小学館の図鑑NEO POCKET 7） 上田 恵介監修 小学館 488 と
鳥（学研の図鑑LIVE POCKET 6） 学研プラス 488 と
カモのきょうだいクリとゴマ なかがわ ちひろ作・絵 アリス館 488 な
カモのきょうだいクリとゴマ なかがわ ちひろ作・絵 アリス館 488 な
ときめく小鳥図鑑（Book for discovery） 中村 文文 山と溪谷社 488 な
にっぽんスズメ歳時記 WE〓SUZUME！ 中野 さとる写真 カンゼン 488 な
のやまのとり キツツキ・オウム・ハチドリほか（くちばしのずかん） 村田 浩一監修 金の星社 488 の
フクロウ 新装版（科学のアルバム 動物・鳥8） 福田 俊司著 あかね書房 488 ふ
ハヤブサの四季 新装版（科学のアルバム 動物・鳥16） 伊藤 正清写真 あかね書房 488 ま
キツツキの森 新装版（科学のアルバム 動物・鳥12） 右高 英臣著 あかね書房 488 み
みずべのとり カワセミ・シギ・タンチョウほか（くちばしのずかん） 村田 浩一監修 金の星社 488 み
みぢかなとり スズメ・メジロ・カラスほか（くちばしのずかん） 村田 浩一監修 金の星社 488 み
鳥と卵と巣の大図鑑 世界655種 吉村 卓三著 ブックマン社 488 よ
イルカのひみつ（飼育員さんおしえて！） 池田 菜津美文 新日本出版社 489 い
ゾウのひみつ（飼育員さんおしえて！） 池田 菜津美文 新日本出版社 489 い
ライオンのひみつ（飼育員さんおしえて！） 池田 菜津美文 新日本出版社 489 い
パンダのひみつ（飼育員さんおしえて！） 池田 菜津美文 新日本出版社 489 い
動物（小学館の図鑑NEO POCKET 5） 成島 悦雄指導・執筆 小学館 489 ど
動物（小学館の図鑑NEO POCKET 5） 成島 悦雄指導・執筆 小学館 489 ど
動物（小学館の図鑑NEO POCKET 5） 成島 悦雄指導・執筆 小学館 489 ど
珍獣図鑑 成島 悦雄文 ハッピーオウル社 489 な
ヤマネのくらし 新装版（科学のアルバム 動物・鳥19） 西村 豊著 あかね書房 489 に
パンダといっしょ こんにちは！シャンシャン（洋泉社MOOK） 洋泉社 489 ぱ
クマよ（たくさんのふしぎ傑作集） 星野 道夫文・写真 福音館書店 489 ほ
シカのくらし 新装版（科学のアルバム 動物・鳥9） 増田 戻樹著 あかね書房 489 ま
コウモリ 新装版（科学のアルバム 動物・鳥15） 増田 戻樹著 あかね書房 489 ま
いのしし（アリス館写真絵本シリーズ） 前川 貴行写真・文 アリス館 489 ま
森のキタキツネ 新装版（科学のアルバム 動物・鳥13） 右高 英臣著 あかね書房 489 み
海にすむ動物たち 日本の哺乳類 2（絵本図鑑シリーズ 15） 薮内 正幸作 岩崎書店 489 や
海にすむ動物たち 日本の哺乳類 2（絵本図鑑シリーズ 15） 薮内 正幸作 岩崎書店 489 や
海にすむ動物たち 日本の哺乳類 2（絵本図鑑シリーズ 15） 薮内 正幸作 岩崎書店 489 や
海にすむ動物たち 日本の哺乳類 2（絵本図鑑シリーズ 15） 薮内 正幸作 岩崎書店 489 や
動物のひみつ 新訂版（学研まんがひみつシリーズ 9） 学研 489

新型ウイルスのサバイバル 1 生き残り作戦（かがくるBOOK） ゴムドリco．文 朝日新聞出版 490 こ
新型ウイルスのサバイバル 2 生き残り作戦（かがくるBOOK） ゴムドリco．文 朝日新聞出版 490 こ
人体のサバイバル 1 生き残り作戦（かがくるBOOK） ゴムドリco．文 朝日新聞出版 490 こ
人体のサバイバル 2 生き残り作戦（かがくるBOOK） ゴムドリco．文 朝日新聞出版 490 こ
人体のサバイバル 3 生き残り作戦（かがくるBOOK） ゴムドリco．文 朝日新聞出版 490 こ
ねむりのはなし（みつけようかがく） ポール シャワーズさく 福音館書店 490 し



病気のひみつ 新訂版（学研まんがひみつシリーズ 44） 学研 490

赤ちゃんのはなし（福音館のかがくのほん） マリー・ホール・エッツぶん・え 福音館書店 491 え
いのちってスゴイ！赤ちゃんの誕生 おなかの中のドラマと生きる力（知の森絵本） 大葉 ナナコ著 素朴社 491 お
いのちってスゴイ！赤ちゃんの誕生 おなかの中のドラマと生きる力（知の森絵本） 大葉 ナナコ著 素朴社 491 お
からだのしくみ（学習まんがドラえもんからだシリーズ 3） 小学館 491 か
からだのしくみ（学習まんがドラえもんからだシリーズ 3） 小学館 491 か
人体のクライシス（科学学習まんがクライシス・シリーズ） 上川 敦志まんが 小学館 491 か
マルチアングル人体図鑑 1 骨と筋肉 川島 晶子文 ほるぷ出版 491 か
マルチアングル人体図鑑 3 消化器 川島 晶子文 ほるぷ出版 491 か
マルチアングル人体図鑑 4 心臓と血液 川島 晶子文 ほるぷ出版 491 か
マルチアングル人体図鑑 5 呼吸器 川島 晶子文 ほるぷ出版 491 か
マルチアングル人体図鑑 6 脳と感覚器 川島 晶子文 ほるぷ出版 491 か
マルチアングル人体図鑑 2 いのちと細胞 川島 晶子文 ほるぷ出版 491 か
血液の流れ（学習まんがドラえもんからだシリーズ 2） 小学館 491 け
人体 第3刷（学研の図鑑LIVE 9） 阿部 和厚監修 学研プラス 491 じ
成⾧とたん生（学習まんがドラえもんからだシリーズ 5） 小学館 491 せ
食べ物の消化（学習まんがドラえもんからだシリーズ 1） 小学館 491 た
脳のはたらき（学習まんがドラえもんからだシリーズ 4） 小学館 491 の
脳のはたらき（学習まんがドラえもんからだシリーズ 4） 小学館 491 の
人のからだ（ポプラディア情報館） 坂井 建雄監修 ポプラ社 491 ひ
ミクロワールド人体大図鑑 1 電子顕微鏡で見る人体の不思議 生命と細胞 宮澤 七郎監修 小峰書店 491 み
ミクロワールド人体大図鑑 2 電子顕微鏡で見る人体の不思議 骨と筋肉 宮澤 七郎監修 小峰書店 491 み
ミクロワールド人体大図鑑 3 電子顕微鏡で見る人体の不思議 消化器 宮澤 七郎監修 小峰書店 491 み
ミクロワールド人体大図鑑 4 電子顕微鏡で見る人体の不思議 呼吸器と心臓 宮澤 七郎監修 小峰書店 491 み
ミクロワールド人体大図鑑 5 電子顕微鏡で見る人体の不思議 脳と感覚器 宮澤 七郎監修 小峰書店 491 み
ミクロワールド人体大図鑑 6 電子顕微鏡で見る人体の不思議 ホルモンと免疫 宮澤 七郎監修 小峰書店 491 み
ミクロワールド人体大図鑑 7 電子顕微鏡で見る人体の不思議 ミクロの世界から人体を見る 宮澤 七郎監修 小峰書店 491 み
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 491 り
からだのひみつ 新訂版（学研まんがひみつシリーズ 3） 学研 491

がんのひみつ（学研まんがでよくわかるシリーズ 89） 田川 滋漫画 学研パブリッシングコミュニケーションビジネス事業室 491

感染症キャラクター図鑑 気になるあの病気から自分を守る！ 岡田 晴恵監修 日本図書センター 493 か
ストップ！ゲーム依存 1 ゲームにはまる理由 藤川 大祐監修 汐文社 493 す
ストップ！ゲーム依存 2 進化するゲームの世界 藤川 大祐監修 汐文社 493 す
ストップ！ゲーム依存 3 データで見るゲームの最新事情 藤川 大祐監修 汐文社 493 す
転んでも、大丈夫 ぼくが義足を作る理由（ポプラ社ノンフィクション 26） 臼井 二美男著 ポプラ社 494 う
転んでも、大丈夫 ぼくが義足を作る理由（ポプラ社ノンフィクション 26） 臼井 二美男著 ポプラ社 494 う
目と目薬のひみつ（学研まんがでよくわかるシリーズ 96） 山口 育孝漫画 学研パブリッシングコミュニケーションビジネス事業室 496

歯と歯みがきのひみつ 新版（学研まんがでよくわかるシリーズ 86） 山口 育孝漫画 学研パブリッシングコミュニケーションビジネス事業室 497

栄養と健康（学習まんがドラえもんからだシリーズ 6） 小学館 498 え
栄養と健康（学習まんがドラえもんからだシリーズ 6） 小学館 498 え
えいようのヒミツがわかる！食育えほん 1 えいようはげんきのもと 岩間 範子監修 ポプラ社 498 え
えいようのヒミツがわかる！食育えほん 2 からだをつくるあかのたべもの 岩間 範子監修 ポプラ社 498 え
えいようのヒミツがわかる！食育えほん 3 ちからをつくるきいろのたべもの 岩間 範子監修 ポプラ社 498 え
えいようのヒミツがわかる！食育えほん 4 びょうきからまもるみどりのたべもの 岩間 範子監修 ポプラ社 498 え
えいようのヒミツがわかる！食育えほん 5 いのちをまもるしおと水 岩間 範子監修 ポプラ社 498 え
元気な脳が君たちの未来をひらく 脳科学が明かす「早寝早起き朝ごはん」と「学習」の大切さ（くもんジュニアサイエンス） 川島 隆太著 くもん出版 498 か
サイエンスコナン食べ物の不思議（小学館学習まんがシリーズ） 青山 剛昌原作 小学館 498 さ
食と健康（ポプラディア情報館） 豊川 裕之監修 ポプラ社 498 し
暑さとくらし（図解こどもエコライフ） 鈴木 信恵著 ほるぷ出版 498 す
寒さとくらし（図解こどもエコライフ） 鈴木 信恵著 ほるぷ出版 498 す



ハーブのティーパーティー（魔法の庭のハーブレッスンブック 1） あんびる やすこ作・絵 ポプラ社 499 あ
漢方のひみつ（学研まんがでよくわかるシリーズ 60） 秋葉 哲生監修 学研パブリッシングコミュニケーションビジネス事業室 499

正露丸のひみつ（学研まんがでよくわかるシリーズ 94） おぎの ひとし漫画 学研パブリッシングコミュニケーションビジネス事業室 499

花粉症のひみつ（学研まんがでよくわかるシリーズ 65） もちつき かつみ漫画 学研パブリッシングコミュニケーションビジネス事業室 499

ドラッグストアと調剤のひみつ（学研まんがでよくわかるシリーズ 93） 青木 萌作 文 学研パブリッシングコミュニケーションビジネス事業室 499


