
こどもの読書週間関連事業
千葉県立西部図書館展示　２０１６年４月２３日（土）～６月３０日（木）

子どものための科学の本

No. 書名 著者 出版者 出版年 請求記号
1 かわ 加古 里子作・絵 福音館書店 1966 JE/ｶｻ（中央）

2 ぼくがあるくと 月もあるく 板倉 聖宣［著] 岩波書店 1981
J400/ﾎｸ/2（中
央）

3 ビーだまは数をしっている 折井 英治作 大日本図書 1986 J423/ｵｴ（中央）

4 ヤギの見る色どんな色?  実験240日の記録 岸上 祐子著 ポプラ社 2004
J489/ｷﾕ（中
央）

5 文系?理系?  人生を豊かにするヒント 志村 史夫著 筑摩書房 2009 J002/ｼﾌ（中央）

6 科学と科学者のはなし  寺田寅彦エッセイ集 寺田 寅彦［著] 岩波書店 2000 J404/ﾃﾄ（中央）

7 雪は天からの手紙  中谷宇吉郎エッセイ集 中谷 宇吉郎［著] 岩波書店 2002 J404/ﾅｳ（中央）

数学

No. 書名 著者 出版者 出版年 請求記号

8 数の悪魔  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 1998 J410/ｴﾊ（中央）

9 和算 佐藤 健一文 文溪堂 2006 J419/ｻｹ（中央）

10 和算書「算法少女」を読む 小寺 裕著 筑摩書房 2009 4191/9（中央）

11 算法少女 遠藤 寛子著 筑摩書房 2006 J913/ｴﾋ（中央）

地球と宇宙

No. 書名 著者 出版者 出版年 請求記号

12 鉄の物語
カレン・フィッツジェラル
ド著

大月書店 2006 J436/ﾌｶ（中央）

13 ワンダフル・プラネット!
野口 聡一ツィート&
メッセージ

集英社イン
ターナショナル 2010 450/27

14 気候変動がわかる気象学 住 明正著 NTT出版 2008 451/21

15 すごい空の見つけかた    [1] 武田 康男写真・文 草思社 2009 451/23

16 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 2011 J452/ﾊｼ（中央）

17 富士山大ばくはつ かこ さとし作 小峰書店 1999 J453/ｶｻ（中央）

18 天と地を測った男  伊能忠敬 岡崎 ひでたか作 くもん出版 2003 J289/ｲﾀ（中央）

19 月のえくぼを見た男  麻田剛立 鹿毛 敏夫著 くもん出版 2008 J289/ｱｺ（中央）

大人も楽しめる科学読み物

　　４月２３日は子ども読書の日、また、この日からこどもの日をはさんだ３週間がこどもの読書週間です。
　西部図書館は千葉県立図書館の中でも、特に理工系の専門書を重点的に収集しています。
　今回は、大人も楽しめる資料を中心に、県立中央図書館所蔵の児童書も、併せて展示します。
　中高生の皆さんも、大人の方も、お手にとってご覧ください。

子どもの認識の過程を重視した科学の本や、子どもたちに科
学的なものの見方を伝える児童書です。

「だるまちゃんとてんぐちゃん」や「からすのパンやさん」でもおなじみの加古里子（かこさとし）さんは、

自然の仕組みや人間の営みをテーマにこどもの本を多数執筆しています。 



生物

No. 書名 著者 出版者 出版年 請求記号

20 生き物屋図鑑 盛口 満著 木魂社 2006 4604/22（中央）

21 僕らが死体を拾うわけ  僕と僕らの博物誌 盛口 満著 筑摩書房 2011 J460/ﾓﾐ（中央）

22 食べて始まる食卓のホネ探検  ゲッチョ先
生のホネコレクション

盛口 満文・絵 少年写真新
聞社

2014 J481/ﾓﾐ（中央）

23 おしゃべりな貝  拾って学ぶ海辺の環境史 盛口 満著 八坂書房 2011 484/2（中央）

24 ぼくは貝の夢をみる 盛口 満著 アリス館 2002 J484/ﾓﾐ（中央）

25 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 2015 J480/ﾏﾄ（中央）
26 生き物の持ち方大全  プロが教える持つお

作法
松橋 利光著 山と溪谷社 2007 4804/16

27 銀ギツネのドミノ
アーネスト・T.シート
ン文・絵

童心社 2010 J480/ｼｱ（中央）

28 アニマルアイズ  動物の目で環境を見る  2 宮崎 学著 偕成社 2002
J481/ﾐﾏ/2（中
央）

29 解剖男 遠藤 秀紀著 講談社 2006 4811/1（東部）

30
パンダの手には、かくされたひみつがあっ
た!

山本 省三文
喜多村 武絵
遠藤 秀紀監修

くもん出版 2007 JE/ｷﾀ（中央）

31 ゾウの時間ネズミの時間  サイズの生物学 本川 達雄著 中央公論社 1992
4813/MO85（中
央）

32 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 J481/ﾓﾀ（中央）

33
脱皮コレクション  のぞいてみませんか?生
きものたちの秘密の時間を。

岡島 秀治監修 日本文芸社 2011 48135/10

34 ソロモンの指環  動物行動学入門
コンラート・ローレン
ツ著

早川書房 1987 4817/25

35 素数ゼミの謎 吉村 仁著 文藝春秋 2005 J486/ﾖｼ（中央）

36 クワガタクワジ物語 中島 みち著 偕成社 2002 J486/ﾅﾐ（中央）

37 アリのくらしに大接近 丸山 宗利文 あかね書房 2015 J486/ﾏﾑ（中央）

38 アリの巣のお客さん 丸山 宗利文 あかね書房 2015 J486/ﾏﾑ（中央）

39 アリの巣をめぐる冒険  未踏の調査地は足下
に

丸山 宗利著 東海大学出
版会

2012 4867/26

40 鳥と卵と巣の大図鑑  世界655種
吉村 卓三著
鈴木 まもる絵・構成

ブックマン
社

2014 48803/18

41 ぼくの鳥の巣絵日記 鈴木 まもる作・絵 偕成社 2005 J488/ｽﾏ（中央）

42 さえずり言語起源論 岡ノ谷 一夫著 岩波書店 2010
48899/10/10
（東部）

43 言葉はなぜ生まれたのか 岡ノ谷 一夫著 文藝春秋 2010 J481/ｵｶ（中央）

44 カラスの教科書 松原 始著 雷鳥社 2013
48899/17（東
部）

45 カラスのお宅拝見! 宮崎 学著 新樹社 2009 48899/9

46 モグラ博士のモグラの話 川田 伸一郎著 岩波書店 2009 J489/ｶｼ（中央）

千葉県館山市育ちのゲッチョ先生こと盛口満さんは、わかりやすいイラストとともに、生物を博物学的

に紹介しています。 

画家、絵本作家の鈴木まもるさんは、鳥の巣研究家としても児童書を多数執筆しています。 



47
はじめましてモグラくん  なぞにつつまれた
小さなほ乳類

川田 伸一郎著
少年写真新
聞社

2012 J489/ｶｼ（中央）

48 モグラ  見えないものへの探求心 川田 伸一郎著
東海大学出
版会

2010 48941/1

49 ゴリラ 山極 寿一著
東京大学出
版会

2015 48997/13

50 ゴリラが胸をたたくわけ 山極 寿一文 福音館書店 2015 J489/ﾔｼ（中央）

人間

No. 書名 著者 出版者 出版年 請求記号

51 自分が好きになっていく
五木田 勉文・インタ
ビュー

アリス館 2003 J375/ｼﾌ（中央）

52 さよならエルマおばあさん 大塚 敦子写真・文 小学館 2000 J490/ｵｱ（中央）

53 ひとりひとりの人  僕が撮った精神科病棟 大西 暢夫写真・文
精神看護出
版

2004 J493/ｵﾉ（中央）

54
火星の人類学者  脳神経科医と7人の奇妙
な患者

オリヴァー・サックス
著

早川書房 1997 49373/SA42

環境・生活

No. 書名 著者 出版者 出版年 請求記号

55 海辺の漂着物ハンドブック 浜口 哲一著
文一総合出
版

2009 407/84（東部）

56 生きもの地図をつくろう 浜口 哲一著 岩波書店 2008 J462/ﾊﾃ（中央）

57
たべることはつながること  しょくもつれんさ
のはなし

パトリシア ローバー
作

福音館書店 2009 JE/ｹﾎ（中央）

58 ダーウィン  進化のしくみを考えた人 ルカ・ノヴェッリ文・絵 岩崎書店 2009 J289/ﾀﾁ（中央）

59 漁師さんの森づくり  森は海の恋人 畠山 重篤著 講談社 2000 J519/ﾊｼ（中央）

60
日本<汽水>紀行  「森は海の恋人」の世界
を尋ねて

畠山 重篤著 文芸春秋 2003 6621/34（東部）

61 漁師が山に木を植える理由 松永 勝彦著
畠山 重篤著

成星出版 1999 5198/26（東部）

62 ツリーハウスをつくる ピーター・ネルソン著 二見書房 2005 527/49

63 シンデレラの時計  マイペースのすすめ 角山 栄著 平凡社 2003 J535/ﾂｻ（中央）

64
コンビニ弁当16万キロの旅  食べものが世
界を変えている

千葉 保／監修
太郎次郎社
エディタス

2005 J588/ﾁﾀ（中央）

65 ナシの絵本 さわむら ゆたか編
農山漁村文
化協会

2006 J625/ﾅｼ（中央）

66 木の教え 塩野 米松著 草思社 2004 657/4

67 タラの物語  世界をかえた魚
マーク・カーランス
キー文

BL出版 2004 J664/ｶﾏ（中央）

68 鱈  世界を変えた魚の歴史
マーク・カーランス
キー著

飛鳥新社 1999 66465/1（東部）

69 うなぎ一億年の謎を追う 塚本 勝巳著
学研教育出
版

2014 J664/ﾂｶ（中央）

70 干物のある風景  新野大写真集 新野 大著 東方出版 2006 6672/2

宮城県の気仙沼湾で牡蠣・帆立の養殖を営む畠山さんは、海の環境を守るため、植樹運動を

行っています。 



71 世界を動かした塩の物語
マーク・カーランス
キー文

BL出版 2008 J669/ｶﾏ（中央）

72 「塩」の世界史  歴史を動かした、小さな粒
マーク・カーランス
キー著

扶桑社 2005 66902/2（中央）

73 これ,誰がデザインしたの? 渡部 千春著 美術出版社 2004 6743/27

74 ファストフードが世界を食いつくす
エリック・シュロー
サー著

草思社 2001
67397/28（東
部）

75 おいしいハンバーガーのこわい話
エリック・シュロー
サー著

草思社 2007 J498/ｼｴ（中央）

科学あそび・科学実験

No. 書名 著者 出版者 出版年 請求記号

76
理科実験大百科  理科教育ニュース縮刷・
活用版  第15集

少年写真新
聞社

2015
J375/ﾘｶ/15（中
央）

77
100円グッズでアイデア実験  めちゃめちゃ
ウケル!!

学研科学学習編集
部編

学研 2003 407/21

78 子どもと遊べる科学の実験 佐伯 平二実験監修
ニュートンプ
レス

2003 407/23

79 大人も感激の科学の工作 佐伯 平二実験監修
ニュートンプ
レス

2003 407/24

80
よくわかる、おもしろ理科実験  身近な現象
の探究から環境問題へのアプローチまで

川村 康文著 オーム社 2009 407/56

81
Amazing Science  驚きのエンターテインメ
ントサイエンス工作25

Stephen Voltz著
オライリー・
ジャパン

2015 407/79

82
心にひびく理科の実験  身近な自然と材料
で遊ぼう

藤嶋 昭監修 東京書籍 2013 407/95（東部）

83 かがく縁日と本読み隊 藤嶋 昭監修 東京書籍 2014 407/67（中央）

84
milsil    ２０１５　Ｎｏ．５
土壌の世界-私たちの足もとの宇宙

国立科学博
物館

雑誌

85
milsil    ２０１５　Ｎｏ．６
酒造りの微生物学

国立科学博
物館

雑誌

ブックリスト

No. 書名 著者 出版者 出版年 請求記号

86 科学よみものの30年  そのあゆみとこれから 小川 真理子著 連合出版 2000 407/5

87 大人も読んで楽しい科学読み物90冊 西村 寿雄著 近代文芸社 2009 407/62

88
科学読物ブックリスト  大分県立図書館理
数系推薦図書リスト

大分県立図書館編
大分県立図
書館

2011
02809/71（中
央）

89
この本、読んだ?  科学絵本・科学読み物編
小学生向け

千葉県公共図書館協
会児童奉仕研究委員
会編集

千葉県公共
図書館協会

2015
0195/195/10
（中央）

子どもと一緒に楽しめる科学あそび、実験、工作の本です。

千葉県立西部図書館 

〒270-2252 松戸市千駄堀657-7 

☎ 047-385-4133 
http://www.library.pref.chiba.lg.jp 

国立科学博物館の自然と科学の 

情報誌「milsil（ミルシル）」には、 

「親子で遊ぼう！ 科学冒険隊」 

が連載されています。 

千葉県内の市町村が加盟している千葉県公共図書館協会で    
作成したおすすめの児童書のブックリスト 

「この本、読んだ？」の科学絵本・科学読み物編です。 

雑誌は館内でご覧ください。 


