


『土の色って、どんな色?』
栗田宏一著　福音館書店　2011
978-4-8340-2658-0



『月の満ちかけ絵本』
大枝史郎文　佐藤みき絵　あすなろ書房　2012
978-4-7515-2695-8

『月をみよう』
藤井旭著　あかね書房　2005　978-4-251-03301-7

『いろいろな月』
板倉聖宣、重弘忠晴著　小峰書店　2013　
978-4-338-28004-4

『月のかがく』
えびなみつる絵と文　渡部潤一監修　中西昭雄写真   旬報社　2011　978-4-8451-1210-4



『セミたちの夏』
筒井学写真と文 小学館　2012　978-4-09-726472-9

『セミ観察記』
佐藤信治著   農山漁村文化協会 2009　978-4-540-08285-6



p30～31　成美堂出版編集部編　成美堂出版　2008

伏見康子画　福音館書店　1977

p60～67　学習研究社　2007



『ぐるぐるうずまき』
三輪一雄作・絵　偕成社　2008
978-4-03-312160-4



めがねで見るともっとよくわかる。



『まほうのわ』
折井英治、折井雅子作　藤嶋かおる絵　大日本図書　1987

『作ってふしぎ !?トリックアート工作』
p20 ～ 21　北岡明佳監修　グループ・コロンブス構成・文
あかね書房　2011　978-4-251-09753-8

『科学でゲーム　できっこないさ』
p46～47　V. コブ、K. ダーリング著　藤田千枝訳　
さ・え・ら書房　1987







。ミョウバンでは、もっとか

砂糖やホウサンで同じように結晶を作ってみよう。

んたんにできる。

半田昌之監修　鈴木出版　1994



『ドライアイスであそぼう』
板倉聖宣、藤沢千之著　丹下京子絵　仮説社　2012　
978-4-7735-0235-0



『さあ化石をさがしにいこう！』
自然環境研究オフィス著　遊タイム出版　2007　
978-4-86010-237-1

『化石・恐竜の大研究』
p28～29　冨田幸光監修   PHP研究所　2009　
978-4-569-68972-2

『北海道探そうビルの化石』
木村方一文　高久宏一写真　北海道新聞社　2006　
978-4-89453-367-7



『ちょう』
須田孫七監修　フレーベル館　2007　
978-4-577-03408-8

『アゲハチョウ観察ブック』
藤丸篤夫構成・文・写真　偕成社　2009　
978-4-03-526690-7



にかく

『雲の不思議がわかる本』
森田正光著　誠文堂新光社　2009　
978-4-416-20923-3

をかい



『海藻　日本で見られる388種の生態写真+おしば標本』
阿部秀樹写真　野田三千代おしば　神谷充伸監修　
誠文堂新光社　2012 978-4-416-81200-6

『海藻はふしぎの国の草や木』
横浜康継文　三芳悌吉絵　福音館書店　1998

『動く !光る ! 変化する ! 小学生の工作65』
p94～95　ガリレオ工房編著　永岡書店　2010　
978-4-522-42540-4

『海の工作図鑑』
p19　岩藤しおい著　いかだ社　2010　
978-4-87051-278-8



『アリ』
日髙敏隆監修　栗林慧写真　アスク　2009　978-4-86057-369-0



『色のえほん』
早坂優子著　視覚デザイン研究所編　視覚デザイン研究所
2001　978-4-88108-161-7

（みんなで実験楽しく科学あそび２）





『やさいはいきている』
藤田智監修　岩間史朗写真　ひさかたチャイルド　2007　
978-4-89325-063-6

p90～91　学研教育出版　2001



『どうぶつのからだ』全６巻
増井光子監修　ネイチャー・プロ編集室編・著　
偕成社　2010  978-4-03-414461-9（セット）

『どうぶつえんのどうぶつあんない』
木村しゅうじ絵　小森厚解説　福音館書店　1985　
978-4-8340-0240-9

『やってみよう !夏休みの自由研究　5・6年生』
p78～81　成美堂出版編集部編　成美堂出版　2009　
978-4-415-30642-1



『ダンゴムシ』
今泉忠明監修　金の星社　2013　 978-4-323-04221-3

『うみのダンゴムシ・やまのダンゴムシ』
皆越ようせい写真・文   岩崎書店　 2009　978-4-265-04359-0

皆越ようせい著　岡島秀治監修　あかね書房　2010



『しゃぼん玉の実験』
ベルニー・ズボルフスキー著　山辺昭代訳　さ・え・ら書房　
1987　978-4-378-03831-5



『科学のふしぎ１』
p35～42　藤田千枝監修　坂口美佳子著　フレーベル館　1998

『雨と雪の大研究』
日本気象協会監修　渡辺一夫文　ポプラ社　2013　
978-4-591-13269-2



『だまされる目 錯視のマジック』
竹内龍人監修・解説　誠文堂新光社　2009　
978-4-416-20908-0

『トリックアート図鑑 だまし絵』
北岡明佳監修　グループ・コロンブス構成・文　あかね書房　2011
978-4-251-09751-4

『だまし絵でわかる脳のしくみ』
竹内龍人著　誠文堂新光社　2012　978-4-416-21213-4

『目だまし手品』
アーリーン・ボーム、ジョゼフ・ボーム作　なかがわちひろ訳　福音館書店　1995



ジャック・チャロナー著　佐々木勝浩日本語版監修　今西大訳　鈴木出版　1999



978-4-378-03833-9、978-4-378-03875-9
978-4-378-03893-3

『からだのマジック』
学習研究社　2004　978-4-05-201981-4



『塩の絵本』
たかなしひろき編　さわだとしき絵　
農山漁村文化協会　2006　
978-4-540-05198-2

『世界を動かした塩の物語』
マーク・カーランスキー文　S.D.シンドラー絵　
遠藤育枝訳　BL出版　2008　
978-4-7764-0315-9

『塩の大研究』
財団法人塩事業センター監修　PHP研究所　2008　
978-4-569-68772-8



『クモのひみつ』
栗林慧著　あかね書房　2005　978-4-251-03336-9

『網をはるクモ観察事典』
小田英智構成・文　難波由城雄写真　偕成社　1999　
978-4-03-527410-0

『8本あしのゆかいな仲間クモ』
谷本雄治文　つだかつみ絵　くもん出版　2005　
978-4-7743-0774-9

『クモの巣図鑑』
新海明著　谷川明男写真　偕成社　2013　978-4-03-527990-7

『おどろきのクモの世界』
新海栄一、新海明著 　誠文堂新光社　2009　978-4-416-20902-8

『クモのいと』
新開孝写真・文　ポプラ社　2009　978-4-591-10954-0



『集めて調べる川原の石ころ』
渡辺一夫著   誠文堂新光社　2010　
978-4-416-21001-7



p24～25　藤田千枝監修　菅原由美子著　フレーベル館　1998



や青になる。

大竹三郎著　岩波映画製作所しゃしん　岩波書店　1981

あお



『やさしい紙ヒコーキ』
いいじまみのる著　いかだ社　2011　
978-4-87051-338-9



　ほかの食べ物ではどうだろうか？　また、虫め

がねや顕微鏡があれば、拡大して見てみよう。

『カビのふしぎ　調べよう』
伊沢尚子著　細矢剛監修・写真　汐文社　2012　
978-4-8113-8890-8

『カビのふしぎ　実験しよう』
伊沢尚子著　細矢剛監修・写真　汐文社　2012　
978-4-8113-8889-2

『実験・自由研究』（ニューワイド学研の図鑑）
p114 ～ 115　学研教育出版　2001　
978-4-05-500425-1



『やさいノート』
いわさゆうこ作　文化出版局　2008　
978-4-579-40437-7

『タネの大図鑑』
サカタのタネ監修　ワン・ステップ編集　PHP研究所　2010　
978-4-569-78091-7

『自由研究図鑑』
有沢重雄文　月本佳代美絵　福音館書店　1998　
978-4-8340-1548-5



『イヌ』（ニューワイド学研の図鑑）
学研教育出版　2012　978-4-05-203576-0　

『新！世界の犬種図鑑』
エーファ・マリア・クレーマー著　古谷沙梨訳　
誠文堂新光社　2006　978-4-416-70645-9

『犬の大研究』
宇都宮直子著　PHP研究所　2004　
978-4-569-68393-5

『いぬ　犬のひみつと生態』
今泉忠明監修　学習研究社　2006



『ほね』
堀内誠一さく　福音館書店　1981　
978-4-8340-0864-7　

『からだのふしぎ』
藤田千枝監修　赤藤由美子著　フレーベル館　1998

『人のからだ』（ニューワイド学研の図鑑）　
学研教育出版　2009　978-4-05-203129-8

『ホネホネたんけんたい』『ホネホネどうぶつえん』
西澤真樹子監修･解説　大西成明写真　松田素子文　アリス館　2008、2009　
978-4-7520-0380-9、978-4-7520-0450-9

『骨と筋肉のしくみ』
今泉忠明監修　ポプラ社　2012　978-4-591-12825-1　 　

『実物大 人体図鑑　2　骨』
坂井建雄監修　野口賢司絵  ベースボール・マガジン社　2010　978-4-583-10272-6 



『じしゃくのふしぎ』
フランクリン・M. ブランリー作　トゥルー・ケリー絵　
かなもりじゅんじろう訳　福音館書店　2009　
978-4-8340-2456-2　

『砂鉄とじしゃくのなぞ』
板倉聖宣著　仮説社　2001　978-4-7735-0154-4

『おもしろ磁石百科』　
吉村利明監修　少年写真新聞社　2006　978-4-87981-211-7

『磁石の大研究』
日本磁気学会監修　PHP研究所　2011　978-4-569-78154-9



　国際宇宙ステーションは、上空 400km の地球周回軌道を

まわっている。大きさはサッカー場くらい。地上から、宇宙

ステーションを見つけてみよう。宇宙航空研究開発機構の宇

宙ステーション目視予想情報（http://kibo.tksc.jaxa.jp/#

visible）を参考にしよう。肉眼でも見ることができるよ。

おお じょう ちじょう うちゅう

ううちゅうこうくうけんきゅうかいはつきこうみ

ちゅう

さんこう にくがん み

もくしよそうじょうほう

『宇宙を知るための自由研究』
山田ふしぎ文・マンガ　
宇宙航空研究開発機構　

『宇宙ステーションにかけた夢』
渡辺英幸著　くもん出版　2006　
978-4-7743-1176-0

『なぜ?どうして?宇宙と地球ふしぎの話』　
p72 ～ 83　池田書店　 2013　
978-4-262-15431-2

『大解明 !! 宇宙飛行士　3　生活のひみつ』
渡辺勝巳監修　岡田茂著　汐文社　2013　978-4-8113-8952-3



『植物』（小学館の図鑑NEO）　
門田裕一監修　小学館　2011　
978-4-09-217202-9　

『花』（ニューワイド学研の図鑑）　
千谷順一郎監修　学研教育出版　2000　
978-4-05-500413-8







　ガラスのコップ、葉っぱの上の水玉、スプーン。のぞいて

みると、ゆがんだ世界が見えたり、おかしな形に写ったり、

ふしぎな見え方をする。虫めがねを使うと、ものが大きく見

える。でも虫めがねを二つかさねたらどうなるだろう。身近

なレンズにはいろいろなひみつがある。　

レ
ン
ズ
の
ひ
み
つ

は

せ

み かた むし つか おお

むし ふた み ぢか

み

み かたち うつかい

うえ みずたま

『まほうのコップ』
藤田千枝原案　川島敏生写真　長谷川摂子文
福音館書店　2012　978-4-8340-2747-1

『かがみ』
立花愛子指導　フレーベル館　2009
978-4-577-03726-3

『レンズあそび』（みんなで実験楽しく科学あそび１）
村田道紀構成・文　関戸勇写真　偕成社　2006

『光と見え方実験』
立花愛子著　田沢梨枝子絵　さ・え・ら書房　1996
978-4-378-03877-3



『恐竜研究室　１』　
ヒサクニヒコ文・画　あかね書房　2012　
978-4-251-07031-9







『はばたけ !ツバメ』　
孝森まさひで写真と文　そうえん社　2012　
978-4-88264-452-1

『テクテク観察ツバメ日記』　
七尾純著　どいまき絵　あかね書房　2008　978-4-251-04272-9

『ツバメ』　
亀田龍吉著　西海功監修　あかね書房　2012　978-4-251-06712-8

『ツバメ』　
神山和夫、佐藤信敏、渡辺仁文　佐藤信敏写真　農山漁村文化協会　2012　
978-4-540-09268-8 


