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図書番号 書籍名称 発行所 著者・編者等 発行年

C-001 里山大百科 TBSブリタニカ 平野伸明他著 2004

C-002 人のからだ 学研 伊藤年一 2000

C-003
なんでも実験ためして発見　１　 空気のかたちをとらえよう　  
   

フレーベル館 松原静郎著 1999.07

C-004 なんでも実験ためして発見　２　　水のすがたをおいかけよう フレーベル館 松原静郎著 1999.07

C-005 なんでも実験ためして発見　３　光のきらめきをつかまえよう フレーベル館 松原静郎著 1999.09

C-006
なんでも実験ためして発見　４　音のふしぎをきいてみよう      
               

フレーベル館 松原静郎著 1999.09

C-007
なんでも実験ためして発見　５   電気の正体をさがそう　        
               

フレーベル館 松原静郎著 1999.11

C-008
なんでも実験ためして発見　６   火と熱の秘密にふれよう      
                   

フレーベル館 松原静郎著 1999.11

C-009 なんでも実験ためして発見　７   力と運動の法則をさぐろう フレーベル館 松原静郎著 2000.02

C-010
なんでも実験ためして発見　８　 くらしの中の科学にせまろう
 

フレーベル館 松原静郎著 2000.02

C-011 新・日本各地のくらし １  あたたかい土地のくらし ポプラ社 次山信男監修 1999.04

C-012 新・日本各地のくらし ２　寒い土地のくらし ポプラ社 次山信男監修 1999.04

C-013 新・日本各地のくらし ３　雪国のくらし ポプラ社 次山信男監修 1999.04

C-014 新・日本各地のくらし ４　低地のくらし ポプラ社 次山信男監修 1999.04

C-015 新・日本各地のくらし ５　山地のくらし ポプラ社 次山信男監修 1999.04

C-016 新・日本各地のくらし ６　高原のくらし ポプラ社 次山信男監修 1999.04

C-017 新・日本各地のくらし ７　島のくらし ポプラ社 次山信男監修 1999.04

C-018 新・日本各地のくらし ８　海辺のくらし ポプラ社 次山信男監修 1999.04

C-019 新・日本各地のくらし ９　大地のくらし ポプラ社 次山信男監修 1999.04

C-020 新・日本各地のくらし  １０ くらべよう各地のくらし ポプラ社 次山信男監修 1999.04

C-021 ビオトープみんなでつくる　１　知識編 星の環会 塩瀬治著 1999.11

C-022 ビオトープみんなでつくる　２　実践編 星の環会 塩瀬治著 1999.11

C-023
リサイクルでふしぎびっくり理科実験１　               
 いちごパックに地層を作ろう

学習研究社 米村伝治郎監修 1999.02

C-024
リサイクルでふしぎびっくり理科実験２　              
 フィルムケースで水を分解しよう

学習研究社 米村伝治郎監修 1999.02

C-025
リサイクルでふしぎびっくり理科実験３　         
 ペットボトルで大気汚染チェック

学習研究社 米村伝治郎監修 1999.02

C-026
リサイクルでふしぎびっくり理科実験４　    
空きかんトラップでオサムシとり

学習研究社 米村伝治郎監修 1999.02



C-027
リサイクルでふしぎびっくり理科実験６　           
 弁当箱で作るおもしろ自動車

学習研究社 米村伝治郎監修 1999.02

C-028
リサイクルでふしぎびっくり理科実験７　              
 ストローで温度計作り

学習研究社 米村伝治郎監修 1999.02

C-029
リサイクルでふしぎびっくり理科実験８　          
タマネギで絞り染め

学習研究社 米村伝治郎監修 1999.02

C-030 地球をまもるみんなの環境学習実践集　１ 岩崎書店 中川志郎監修 1999.04

C-031 地球をまもるみんなの環境学習実践集　２ 岩崎書店 中川志郎監修 1999.04

C-032 地球をまもるみんなの環境学習実践集　３ 岩崎書店 中川志郎監修 1999.04

C-033 地球をまもるみんなの環境学習実践集　４ 岩崎書店 中川志郎監修 1999.04

C-034 地球をまもるみんなの環境学習実践集　５ 岩崎書店 中川志郎監修 1999.04

C-035 森をつくったのはだれ? 大日本図書 川道美枝子著 1999.03

C-036 サカナと遊ぼう 水中造形センター 舘石昭著 1999.04

C-037 川は生きている 講談社 富山和子著 1994.05

C-038 新版 子どもにできる地球にやさしい24時間 学陽書房 林佳恵ほか著 1998.07

C-039 ゴミにされたぼくの 旅 ユーコスモス ふちさわまさき著 1997.12

C-040  ベッドのしたにはなにがある？ 評論社
マイク・マニング
ブライタ・グランスト
ローム著

1999.02

C-041 ススキやキャベツで 紙に挑戦 理論社 盛口襄著 1998.07

C-042 草木染めに挑戦！ 理論社 盛口襄著 1997.04

C-043 リサイクル楽器を楽しもう１　 身近な楽器にチャレンジ 汐文社 上畑美佐江著 2002.07

C-044 リサイクル工作と手芸１ 　楽 しいおもちゃ作り 学研 久保進著 2002.03

C-045 リサイクル工作と手芸２　　アイデア 実用品作り 学研 久保進著 2002.03

C-046 リサイクル工作と手芸３　　 かっこいい 記念品作り 学研 久保進著 2002.03

C-047 リサイクル工作と手芸４　　 びっくりプレゼント作り 学研 久保進著 2002.03

C-048 リサイクル工作と手芸５  　 おしゃれ小物作り　　  学研 松永サチコ著 2002.03

C-049 リサイクル工作と手芸 ６　　すてきなプレゼント作り 学研 松永サチコ著 2002.03

C-050 6000000000個の缶飲料 合同出版 今泉みね子 2001.06

C-051 見学でわかる！ゴミのゆくえ ポプラ社 － 2002.04

C-052 見学でわかる！リサイクルのしくみ ポプラ社 － 2002.04

C-053 見学でわかる！水のよごれ ポプラ社 － 2002.04

C-054 見学でわかる！自然のたいせつさ ポプラ社 － 2002.04



C-055 見学でわかる！食べものの安全 ポプラ社 － 2002.04

C-056 見学でわかる！エネルギーの未来 ポプラ社 － 2002.04

C-057
ドラえもんの理科おもしろ攻略
力と電気、音、光がわかる

小学館 藤子プロ 1997.08

C-058 小学館学習まんがシリーズ　サイエンスコナン 小学館 － 2003.08

C-059 地球にやさしい新・モノ 語り - 新日本製鉄 2001.07.07

C-060 ふしぎふしぎ２００ 福音館書店 ふしぎ新聞社 2001.11.14

C-061 いっぽんの鉛筆のむこうに 福音館書店
谷川俊太郎文・
坂井信彦ほか写
真・堀内誠一絵

2005.07.01

C-062 どんな草でも紙になる 大日本図書 大西秀夫 1996.06.30

C-063 絵で見てわかる　リサイクル事典 JIPMソリューション エコビジネスネットワーク編 2005.12.05

C-064
ペットボトル百科
総合的な学習 あそべる・まなべる学習教材作り

少年写真新聞社 島津幸生 2003.02

C-065 環境とリサイクル　①ペットボトル 小峰書店 監修半谷高久 2003.01.29

C-066 環境とリサイクル　②かん 小峰書店 監修半谷高久 2003.01.29

C-067 環境とリサイクル　③びん 小峰書店 監修半谷高久 2003.01.29

C-068 環境とリサイクル　⑥紙 小峰書店 監修半谷高久 2003.01.29

C-069 環境とリサイクル　⑧プラスチック 小峰書店 監修半谷高久 2003.1.29

C-070 未来の地球はぼくの手に 近代映画社 三神彩子 2006.07.31

C-071 とうふの絵本 農文協 仁藤齊 2011.11.5

C-072 みその絵本 農文協 今井誠一 2010.4.30

C-073 さとうの絵本 農文協 杉本明 2011.10.25

C-074 塩の絵本 農文協 高梨浩樹 2010.3.31

C-075 油の絵本 農文協 鈴木修武 2010.4.30

C-076
ごみはいかせる！へらせる！　１
ごみ処理場ってどんなところ？

岩崎書店 寄本勝美 2008.10.20

C-077
ごみはいかせる！へらせる！　２
毎日のごみは資源になる

岩崎書店 寄本勝美 2008.10.20

C-078
ごみはいかせる！へらせる！　３
粗大ごみ・機械は資源になる

岩崎書店 寄本勝美 2008.10.20

C-079
調べて体験！みんなでできるリサイクル１
リサイクルと環境問題

㈱学研　教育出版 監修　本多淳裕 2003.3．1

C-080
調べて体験！みんなでできるリサイクル２
最先端のリサイクル技術

㈱学研　教育出版 監修　本多淳裕 2003.3．1

C-081
調べて体験！みんなでできるリサイクル３
学校に広がるリサイクル

㈱学研　教育出版 監修　本多淳裕 2003.3．1

C-082
調べて体験！みんなでできるリサイクル４
地域でがんばるリサイクル

㈱学研　教育出版 監修　本多淳裕 2003.3．1



C-083 みみずのカーロ シェーファー先生の自然の学校 合同出版 今泉みね子著 1999.08

C-084 オランウータンに森を返す日 旺文社 川崎裕人著 2000.04

C-085 星空フィールド日記 山と峡谷社 浅田正一著　 1996.11

C-086 こっちみんなよ！ 集英社 千石正一著 2000.05

C-087 イルカと会う日 水中造形センター 舘石昭ほか写真 1999.04

C-088 森の学校　自然とふれあう新しい旅 小学館 矢野正著 1999.07

C-089 自然と遊び自由に描く 講談社 本山賢司著 1999.01

C-090 ネイチャーゲーム　１ 柏書房 ジョセフ・コーネル著 1986.08

C-091 ネイチャーゲーム　２ 柏書房 ジョセフ・コーネル著 1991.04

C-092 ネイチャーゲーム　３ 柏書房 ジョセフ・コーネル著 1992.07

C-093 ネイチャーゲーム　４ 柏書房 ジョセフ・コーネル著 1995.07

C-094 いきかえった谷津ひがた／いのちのゆりかごシリーズ 佼成出版社 木暮正夫作 1997.04

C-095 なないろ山のひみつ 福音館書店 征矢かおる著 2002.1

C-096 いのちの 授業 文芸社 吉田和夫著 2002.09

C-097 未来のニュートンを育てるびっくり理科手品 小学館 － 2003.8

C-098 生活探検大図鑑 小学館 - 1994.07.20

C-099 学研の図鑑　実験・自由研究 学研 - 2001.07.03

C-100 紙コップと紙皿のかんたん工作 実業之日本社 － 2003.08

C-101 理科実験大百科ベストヒット集２ 少年写真新聞社 － 2003.01

C-102 理科実験大百科第2集 少年写真新聞社 － 2003.04

C-103 理科実験大百科第3集 少年写真新聞社 － 2003.02

C-104 チャレンジ理科の自由研究 誠文堂 山村紳一郎 2003.07

C-105 エコロジーの環境探偵団 講談社 NTT-X 2003.12

C-106 地球からのSOSエコで応答せよ！ ㈱近代映画社
東京ガス「食」情報
センター

2008.07.10

C-107 子どものための食育＆エコ・クッキング ㈱近代映画社
東京ガス「食」情報
センター

2008.10.10

C-108 パティシエ気分でエコ・クッキング ㈱近代映画社
東京ガス「食」情報
センター

2007.12.10

C-109 地球からのSOSエコで応答せよ！ ㈱近代映画社
東京ガス「食」情報
センター

2008.07.10

C-110 未来の地球は、手の中に ㈱近代映画社
東京ガス「食」情報
センター

2006.07.31



C-111
あなたが世界を変える日
12歳の少女が環境サミットで語った伝説のスピーチ

学陽書房 ｾｳﾞｧﾝ　ｶﾘｽ=ｽｽﾞｷ 2003.07

C-112 日本村100人の仲間たち 日本文芸社 吉田　浩 2002.01.30

C-113 地球がもし100ｃｍの球だったら 世界文化社 永井 智哉 2003.09.30

C-114 地球環境が目でみてわかる科学実験 築地書館 川村康文 2004.07.20

C-115 学研キッズネットの自由研究　Web連動 学研 学研キッズネット編集部 2011.6.20

C-116 とちキャラ―ズ大百科 とちぎマスコットキャラクターズ事務局

C-117 小学生のヒラメキ工作 日本ヴォーグ社 瀬戸信昭      2013.7.3

C-118 どんぐり　まつぼっくり　落ち葉の工作BOOK ナツメ社 おさだのび子 著    2011.9.23

C-119 くちぱっちのわくわくエコ工作 主婦と生活社 いしかわまりこ 著     2014.7.7

C-120 身のまわりのもので作る工作おもちゃ 日東書院 寺西恵里子 著     2014.7.5

C-121 銅山の学校 富士印刷㈱ 鶴見　智穂子 1989.10.17

C-122 カラダにいいものを食べよう 晶文社 マリリン・バーンズ著 1985.07

C-123 あっ危い、生活環境 駿河台出版社 本間都著 1996.1

C-124 自然と友だちになるには？ 晶文社 モリー・ライツ著 1985.11

C-125 小さな動物学者のための観察ブック ブロンズ新社 熊谷さとし著 1996.09

C-126 小さな地球人のためのエコロジー・ワークブック ブロンズ新社 リンダ・シュワルツ著 1998.03

C-127 小さな芸術家のための工作ブック ブロンズ新社 ローリー・カールソン著 1995.06

C-128 小さな生活者のための週末ブック ブロンズ新社 エイヴァリー・ハート他著 1995.1

C-129 小さな科学者のための実験ブック ブロンズ新社 ロバート・ハーシュフェルド著 1996.05

C-130 みぢかなしぜんたんけんずかん 金の星社 日本幼年教育研究会編 1999.04

C-131 だれでもできるやさしい水のしらべかた 合同出版 河辺昌子著 1993.08

C-132 ミドリちゃんとフシギの木 工作舎 工作舎編 1996.04

C-133 生活図鑑 福音館書店 越智登代子著 1997.09

C-134 ゴミのへらしかた 星の環会 ごみ・環境ビジョン２１編 2000.07

C-135 リサイクルハンドブック 栃木県 　- -

C-136 リサイクルハンドブック 栃木県 　- -

C-137 リサイクルハンドブック 栃木県 　- -

C-138 リサイクルハンドブック 栃木県 　- -



C-139 遊び図鑑 福音館書店 奥成達著 1987.05

C-140 工作図鑑 福音館書店 木内勝著 1988.03

C-141 自由研究図鑑 福音館書店 有沢重雄著 1988.06

C-142 自然図鑑 福音館書店 さとうち監修 1986.06

C-143 冒険図鑑 福音館書店 さとうち監修 1985.06

C-144 園芸図鑑 福音館書店 さとうち監修 1996.04

C-145 はて・なぜ・どうして　ガリレオクイズ 合同出版 佐伯平二著 1997.04

C-146 紙工作ペーパークラフト入門 小学館 － 1976.01

C-147 自然と生きもののねだん 大月書店 藤田千枝/新美景子 2018.12.05

C-148 くらしと教育のねだん 大月書店 藤田千枝/菅原由美子 2019.01.31

C-149 スポーツと楽しみのねだん 大月書店 藤田千枝/増本裕江 2018.08.01

C-150 リサイクルと環境のねだん 大月書店 藤田千枝/鈴木有子 2018.08.31

C-151 戦争と安全のねだん 大月書店 藤田千枝/菅原由美子 2018.08.31

C-152 もったいない！感謝して食べよう 少年写真新聞社 山本　茂 2010.02.15

C-153 たべものはどこからやってくる？ 河出書房新社 アゴスティーノトライー二 2017.07.30

C-154 気になるあの病気から自分を守る！感染症キャラクター図鑑 日本図書センター 岡田晴恵　監修　 2016.01.25

C-155 飾る・使う・贈るカミキィの季節のおりがみ 日本文芸社 カミキィ 2018.12.30

C-156 13歳からの環境問題「気候正義」の声を上げ始めた若者たちかもがわ出版 志葉玲著 2020.10.07

C-157 お笑い芸人と学ぶ13歳からのＳＤＧｓ くもん出版 たかまつなな 2020.10.01

C-158 こどもSDGｓ★なぜSDGｓが必要なのかわかる本★ ｶﾝｾﾞﾝ
秋山宏次郎　監修
ﾊﾞｳﾝﾄﾞ　著

2020.08.01

C-159 気になるあの成分のホントがよくわかる！食品添加物キャラクター図鑑日本図書センター
左巻健男　　監修
いとうみつる　イラ
スト

2015.10.25

C-160 ごみから考えるSDGｓ　未来を変えるために，何ができる？ PHP研究所 織朱賓　監修 2020.01.08

C-161 マンガでわかる　感染症のしくみ辞典 ㈱ナツメ社 忽那賢志　監修 2021.8.6

C-162 親子で楽しむ　カンタン＆ゆかいな手作りおもちゃ ㈱ワニブックス むー 2020.12.4

C-163
手指を尾後化して賢い脳を育てるクボタメソッド
手作り知育おもちゃの本

㈱主婦の友リトルランド
京都幼児教室
/主婦の友リトルランド
監修

2018.2.20


