
タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

ロケットボーイズ　上・下 ホーマー・ヒッカム・ジュニア／著  草思社  2000 289.3/ﾋﾂ/

楽しすぎる科学実験・観察 青野 裕幸／著 いかだ社 2018 407/ｱｵ/

自由研究図鑑 有沢 重雄／文 福音館書店 1998 407/ｱﾘ/

身近な自然かんさつで自由研究しよう! 泉 健司／著 主婦の友社 2019 407/ｲｽﾞ/

1日でできる!ドキドキ自由研究アイデア集 佐々木 昭弘／監修 ブティック社 2019 407/ｲﾁ/

実験・観察大図鑑 ロバート・ウィンストン／著 新星出版社 2018 407/ｳｨ/

中高生のための科学自由研究ガイド ターニャ・M.ヴィッカーズ／著 三省堂 2015 407/ｳﾞｨ/

13歳からの研究倫理 大橋 淳史／著 化学同人 2018 407/ｵｵ/

ギモンかいけつ!でんじろう先生の実験教室 米村 でんじろう／監修 文化学園文化出版局 2012 407/ｷﾞﾓ/

実験・実感科学のしくみ ロビン・ケロッド／著 丸善 2003 407/ｹﾛ/

かんたん実験理科のタネ 1～3 小森 栄治／著 光村教育図書 2008 407/ｺﾓ/

これから研究を始める高校生と指導教員のために　  酒井 聡樹／著 共立出版 2013 407/ｻｶ/

実験おもしろ大百科 学研教育出版 2013 407/ｼﾞｯ/

ジュニアのための科学研究ガイド　1～3 愛知県刈谷市児童生徒理科研究推進グループ／著 誠文堂新光社 2004 407/ｼﾞｭ/

調べ学習・自由研究に役立つ理科の実験まるわかりBOOK 滝川 洋二／監修 成美堂出版 2005 407/ｼﾗ/

すぐできる、よくわかる!自由研究中学生の理科 野田 新三／監修 永岡書店 2011 407/ｽｸﾞ/

理系の子 ジュディ・ダットン／著  文藝春秋  2012 407/ﾀﾞｯ/

中学生理科の自由研究eco実験室 成美堂出版編集部／編 成美堂出版 2009 407/ﾁｭ/

中学生理科の自由研究パーフェクト 成美堂出版編集部／編 成美堂出版 2016 407/ﾁｭ/

博物館のプロのスゴ技で自然を調べよう　2～４ 小川 誠／共著 少年写真新聞社 2019 407/ﾊｸ/

ペットボトルで作る、調べるなるほど自由研究 滝川 洋二／監修 成美堂出版 2005 407/ﾍﾟﾂ/

中学生理科の自由研究 山田 ふしぎ／著 成美堂出版 2008 407/ﾔﾏ/

身近なものでふしぎな科学実験 山村 紳一郎／著 誠文堂新光社 2016 407/ﾔﾏ/

ほか

　　　　　　　　自由研究
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タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

科学遊び大図鑑 かざま りんぺい／著 主婦の友社 2011 407/ｶｻﾞ/

手作り実験工作室　1～2 久保 利加子／著 工学社 2018 407/ｸﾎﾞ/

お手軽実験工作大作戦 齋藤 賢之輔／著 誠文堂新光社 2005 407/ｻｲ/

でんじろう先生のカッコいい!科学おもちゃ 米村 でんじろう／監修 主婦と生活社 2009 407/ﾃﾞﾝ/

東工大サイエンステクノの理系脳を育てる工作教室 東工大Science Techno／著 主婦の友社 2016 407/ﾄｳ/

はじめての手づくり科学あそび  1～2 西 博志／著・おもちゃ発案 アリス館 2014 407/ﾆｼ/

アートアタック ニール・ブキャナン／原案 フレーベル館 2008 750/ｱﾄ/

おし花の工作図鑑 岩藤 しおい／著 いかだ社 2011 750/ｲﾜ/

うごくおもちゃをつくろう! K&B STUDIO／作 あかね書房 2017 750/ｳｺﾞ/

つくってみよう! 浦嶋 洋子／著 河合楽器製作所・出版事業部 2002 750/ｳﾗ/

決定版工作大図鑑 かざま りんぺい／著 主婦の友社 2017 750/ｶｻﾞ/

超図解工作大図鑑 かざま りんぺい／著 主婦の友社 2009 750/ｶｻﾞ/

ペットボトルのアイディア工作 金綱 秀典／編著 大月書店 2000 750/ｶﾈ/

最新リサイクル工作図鑑 黒須 和清／著 東京書籍 1998 750/ｸﾛ/

こどもの工作手作り万華鏡 豊田 芳弘／監修 ブティック社 2005 750/ｺﾄﾞ/

楽しく作ろう!しかけ貯金箱 佐藤 京子／[著] ブティック社 2018 750/ｻﾄ/

楽しいストロー工作 立花 愛子／著 いかだ社 2010 750/ﾀﾁ/

楽しいテープ工作 立花 愛子／著 いかだ社 2010 750/ﾀﾁ/

作って遊んで大発見!不思議おもちゃ工作 平林 浩／著 太郎次郎社エディタス 2012 750/ﾋﾗ/

やくにたつアイデア工作 2,4 こどもくらぶ／編 ポプラ社 1999 750/ﾔｸ/
ほか

出版社 出版年 背ラベル

ポプラ社 2009 366/ｼｮ/4

ポプラ社 2009 366/ｼｮ/5

ポプラ社 2009 366/ｼｮ/9

ポプラ社 2011 366/ｼｮ/23

ポプラ社 2013 366/ｼｮ/32

ポプラ社 2013 366/ｼｮ/35

ポプラ社 2014 366/ｼｮ/37

ポプラ社 2016 366/ｼｮ/46

ポプラ社 2016 366/ｼｮ/47

ポプラ社 2016 366/ｼｮ/48

ポプラ社 2016 366/ｼｮ/49

ポプラ社 2016 366/ｼｮ/50

ポプラ社 2017 366/ｼｮ/51

ポプラ社 2017 366/ｼｮ/52

ポプラ社 2017 366/ｼｮ/53

ポプラ社 2017 366/ｼｮ/54

ポプラ社 2017 366/ｼｮ/55

ポプラ社 2018 366/ｼｮ/60

職場体験完全ガイド　自動車開発エンジニア・自動車工場従業員・自動車整備士・自動車販売員

職場体験完全ガイド　彫刻家・書道家・指揮者・オペラ歌手

職場体験完全ガイド　児童英語教師・通訳案内士・同時通訳者・映像翻訳家

職場体験完全ガイド　郵便配達員・宅配便ドライバー・トラック運転手・港湾荷役スタッフ

職場体験完全ガイド　スーパーマーケット店員・CDショップ店員・ネットショップ経営者・自転車屋さん

山梨県立図書館

　　　　　　　　工作

　　　　　　　　職場体験

タイトル・各巻書名

職場体験完全ガイド　獣医師・動物園の飼育係・花屋さん

職場体験完全ガイド　パン屋さん・パティシエ・レストランのシェフ

職場体験完全ガイド　ケアマネジャー・児童指導員・手話通訳士・義肢装具士

職場体験完全ガイド　舞台演出家・ラジオパーソナリティ・マジシャン・ダンサー

職場体験完全ガイド　書籍編集者・絵本作家・ライター・イラストレーター

職場体験完全ガイド　将棋棋士・総合格闘技選手・競馬騎手・競輪選手

職場体験完全ガイド　プログラマー・セキュリティエンジニア・アプリ開発者・CGデザイナー

職場体験完全ガイド　古着屋さん・プロゲーマー・アクセサリー作家・大道芸人

職場体験完全ガイド　小説家・漫画家・ピアニスト

ほか

職場体験完全ガイド　和菓子職人・すし職人・豆腐職人・杜氏

職場体験完全ガイド　検察官・レスキュー隊員・水道局職員・警備員

職場体験完全ガイド　アニメ監督・アニメーター・美術・声優

職場体験完全ガイド　書店員・図書館司書・翻訳家・装丁家


