
タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

New Scientist起源図鑑 グレアム・ロートン／著 ディスカヴァー・トゥエンティワン 2017 033/ﾛﾄ/

学問の発見 広中 平祐／著 講談社 2018 289.1/ﾋﾛ/

チューリング B.ジャック・コープランド／著 NTT出版 2013 289.3/ﾁｭ/

フンボルトの冒険 アンドレア・ウルフ／著 NHK出版 2017 289.3/ﾌﾝ/

この世界を知るための人類と科学の400万年史 レナード・ムロディナウ／著 河出書房新社 2016 402/ﾑﾛ/

科学の発見 スティーヴン・ワインバーグ／著 文藝春秋 2016 402/ﾜｲ/

科学と科学者のはなし 寺田 寅彦／[著] 岩波書店 2000 404/ﾃﾗ/

ファーブル昆虫記1・2 ジャン=アンリ・ファーブル／著 集英社 2005 486/ﾌｱ/1～2

人間 加古 里子／ぶん え 福音館書店 1995 490/ｶｺ/

世界の発明発見歴史百科 テリー・ブレヴァートン／著 原書房 2015 507.1/ﾌﾞﾚ/
ほか

タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

マリー・キュリー ナオミ・パサコフ／著 大月書店 2007 289.3/ｷｭ/

ラボ・ガール ホープ・ヤーレン／著 化学同人 2017 289.3/ﾔﾚ/

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 2018 402/ｲｸﾞ/

研究するって面白い! 伊藤 由佳理／編著 岩波書店 2016 402/ｲﾄ/

数学する身体 森田 真生／著 新潮社 2015 410.4/ﾓﾘ/

数学ガール 結城 浩／著 ソフトバンククリエイティブ 2007 410.4/ﾕｳ/

黄金比 スコット・オルセン／著 創元社 2009 414/ｵﾙ/

フラットランド E.A.アボット／著 講談社 2017 415.2/ｱﾎﾞ/

世界で一番美しい元素図鑑 セオドア・グレイ／著 創元社 2010 431.1/ｸﾞﾚ/

粒でできた世界 結城 千代子／著 太郎次郎社エディタス 2014 431/ﾕｳ/

炭素文明論 佐藤 健太郎／著 新潮社 2013 435.6/ｻﾄ/

星屑から生まれた世界 ベンジャミン・マクファーランド／著 化学同人 2017 461/ﾏｸ/
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なるほどわかったコンピューターとプログラミング ロージー・ディキンズ／文 ひさかたチャイルド 2017 007/ﾃﾞｨ/

世界不思議地図 佐藤 健寿／著 朝日新聞出版 2017 049/ｻﾄ/

ミライの授業 瀧本 哲史／著 講談社 2016 159/ﾀｷ/

TIMELINE ピーター・ゴーズ／作 フレーベル館 2017 209/ｺﾞｽﾞ/

ダーウィンが見たもの ミック マニング／さく 福音館書店 2014 289/ﾀﾞｳ/

ビッグピクチャーアトラス エミリー・ボーン／著 宝島社 2017 290/ﾎﾞﾝ/

森へ 星野 道夫／文・写真 福音館書店 1996 295/ﾎｼ/

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 2016 404/ｽﾐ/

ドーキンス博士が教える「世界の秘密」 リチャード・ドーキンス／著 早川書房 2012 404/ﾄﾞｷ/

雪は天からの手紙 中谷 宇吉郎／[著] 岩波書店 2002 404/ﾅｶ/

科学の実験大図鑑 ロバート・ウィンストン／著 新星出版社 2017 407/ｳｨ/

土のコレクション 栗田 宏一／著 フレーベル館 2004 407/ｸﾘ/

世界の化学者12か月 かこ さとし／作・絵 偕成社 2016 430/ｶｺ/

ひとしずくの水 ウォルター・ウィック／作 あすなろ書房 1998 435/ｳｨ/

ぼくが宇宙人をさがす理由 鳴沢 真也／著 旬報社 2012 440.1/ﾅﾙ/

宇宙の地図 観山 正見／著 朝日新聞出版 2011 440.8/ﾐﾔ/

星と星座をみつけよう 森 雅之／著 誠文堂新光社 2014 443/ﾓﾘ/

アンダーアース・アンダーウォーター アレクサンドラ・ミジェリンスカ／作・絵 徳間書店 2016 450/ﾐｼﾞ/

サンゴの海 長島 敏春／写真・文 偕成社 2013 455/ﾅｶﾞ/

楽しい動物化石 土屋 健／著 河出書房新社 2016 457.8/ﾂﾁ/

世界の恐竜MAP 土屋 健／文 エクスナレッジ 2016 457/ﾂﾁ/

世界恐竜発見地図 ヒサ クニヒコ／絵・文 岩崎書店 2017 457/ﾋｻ/

雑草のくらし 甲斐 信枝／さく 福音館書店 1985 470/ｶｲ/

不可思議プランツ図鑑 木谷 美咲／文 誠文堂新光社 2014 470/ｷﾔ/

好奇心の部屋デロール 今森 光彦／文・写真 福音館書店 2008 480/ｲﾏ/

アニマリウム ジェニー・ブルーム／著 汐文社 2016 480/ﾌﾞﾙ/

ホネホネたんけんたい 西澤 真樹子／監修・解説 アリス館 2008 481/ﾎﾈ/

絵ときゾウの時間とネズミの時間 本川 達雄／文 福音館書店 1994 481/ﾓﾄ/

なく虫ずかん 松岡 達英／え 福音館書店 1991 486/ｵｵ/

ファーブル先生の昆虫教室 奥本 大三郎／文 ポプラ社 2016 486/ｵｸ/

ファーブル驚異の博物学図鑑 イヴ・カンブフォール／著 エクスナレッジ 2016 486/ｶﾝ/

世界一うつくしい昆虫図鑑 クリストファー・マーレー／著 宝島社 2014 486/ﾏﾚ/

エジソンと発明 LAURIE CARLSON／[著] 丸善出版 2012 507/ｶﾙ/

ややっ、ひらめいた!奇想天外発明百科 マウゴジャタ・ミチェルスカ／文 徳間書店 2016 507/ﾐﾁ/

クロスセクション スティーヴン・ビースティー／画 岩波書店 1992 520/ﾋﾞｽ/

宇宙においでよ! 野口 聡一／著 講談社 2008 538/ﾉｸﾞ/

ロボットの歴史を作ったロボット100 アナ・マトロニック／著 日経ナショナルジオグラフィック社 2017 548.3/ﾏﾄ/
ほか
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