
番号 作品名 著者名

402 日本列島奇跡の大自然 ＮＨＫスペシャル「日本列島」プロジェクト∥編著
402 時間の森～屋久島 山下　大明∥著
402 君たちへの遺産白神山地 齋藤　宗勝∥著
402 パノラマガイド世界遺産知床
402 アース ナディーヌ・ソニエ∥著//太田　聡∥訳
402 ビヨンド・エジソン 最相　葉月∥著
404 金の空想科学読本　ＢＥＳＴ版 柳田　理科雄∥著
404 銀の空想科学読本　ＢＥＳＴ版 柳田　理科雄∥著
404 空想科学読本　１３　そんなコトして死なないの！？編 柳田　理科雄∥著
404 暮らしの中のやさしい科学 中野　不二男∥著
404 科学の扉をノックする 小川　洋子∥著
404 科学と科学者のはなし 寺田　寅彦∥著//池内　了∥編
404 空想科学生活読本 柳田　理科雄∥著
404 子供にウケル謎解き雑学 坪内　忠太∥編著
404 空想科学読本　第２版 柳田　理科雄∥著
404 空想科学読本1～８ 柳田　理科雄∥著
404 そうだ！科学の先生に聞いてみよう サイエンティフィック・アメリカン編集部∥編//青島　淑子∥
404 アサガオのつるは右まき左まき 七尾　純∥著
404 雪は天からの手紙 中谷　宇吉郎∥著//池内　了∥編
404 知ってナットク！カガクニュースの基礎知識 日本分析化学専門学校∥編
404 ＩＱ理科クイズ＆パズル ワン・ステップ∥編
404 左と右の科学 富永　裕久∥著
404 サイエンティストになるには 生田　哲∥著
404 空想非科学大全 柳田　理科雄∥著
407 野遊びを楽しむ里山百年図鑑 松岡　達英∥著
407 ガリレオ工房の身近な道具で大実験 滝川　洋二，石崎　喜治∥編著
407 理科実験に役立つ道具のつかい方事典
407 中学生のフィールドワーク 山岡　寛人∥著
407 科学あそび大図鑑 津田　妍子∥著
407 教養のための理科　応用編　１ 後藤　卓也∥編
407 科学でゲーム・屋外で実験 ヴィッキイ・コブ，キャシー・ダーリング∥著//鈴木　将∥訳
407 科学でゲーム・できっこないさ Ｖ．コブ，Ｋ．ダーリング∥著//藤田　千枝∥訳
407 米村傳治郎のおもしろ科学ミュージアム 大沢　幸子∥著
407 理系に行こう！ 都河　明子∥著
410 秋山仁先生のたのしい算数教室　８　新装版 木幡　寛∥著
410 基本からわかる算数おもしろ絵事典 田中　良重∥著//伊藤　まさあき∥画
410 わかりやすい算数・数学
410 数の悪魔 ハンス・マグヌス・エンツェンスベルガー∥著//丘沢　静也∥
410 目で見る数学 ジョニー・ボール∥著//山崎　直美∥訳
410 本当は学校で学びたかった数学６８の発想 仲田　紀夫∥著
410 意外に役立つ数学６７の発見 仲田　紀夫∥著
410 パズルで磨く数学センス６５の底力 仲田　紀夫∥著
410 思わず教えたくなる数学６６の神秘 仲田　紀夫∥著
410 恥ずかしくて聞けない数学６４の疑問 仲田　紀夫∥著
410 発明発見物語全集　２ 板倉　聖宣∥編
410 ＴＨＥ　ＢＥＳＴパズル　第１集 川崎　光徳，オオハラ　ヒデキ∥著

410 １００万ってどれくらい？
デビット　Ｍ．シュワルツ∥著//スティーブン・ケロッグ∥画
//須美子　サライン∥訳

410 ＴＨＥ　ＢＥＳＴパズル　第２集 川崎　光徳，オオハラ　ヒデキ∥著
410 ＴＨＥ　ＢＥＳＴパズル　第３集 川崎　光徳，オオハラ　ヒデキ∥著
410 数の大常識 笠原　秀∥著
410 ＩＱ算数・数学クイズ＆パズル ワン・ステップ∥編
410 算数・数学
410 パズルで算数アタマをみがく本　上 秋山　仁∥著
410 パズルで算数アタマをみがく本　下 秋山　仁∥著
410 算数がメチャとくいになれる本 秋山　仁∥著
411 計算のひみつ 瀬山　士郎∥著
411 ねん土板の国の算数パズル 山崎　直美∥著
414 ピラミッドで数学しよう 仲田　紀夫∥著
417 多数決とジャンケン 加藤　良平∥著//津川　シンスケ∥画
418 おいしい水の科学 生活と水の研究会∥編著
420 目で見る物理 リチャード・ハモンド∥著//鈴木　将∥訳
420 身近な単位がわかる絵事典　改訂版
423 スピードの科学 小笠原　政次∥著
423 「力」の大研究
430 知っておきたい化学の豆知識 重里学園日本分析化学専門学校∥編
430 化学の不思議がわかる本
431 元素百科
431 元素生活 寄藤　文平∥著
431 元素がわかる事典
431 世界で一番美しい元素図鑑 セオドア・グレイ∥著//ニック・マン∥写真//武井　摩利∥訳
435 酸素の物語 カレン・フィッツジェラルド∥著//原田　佐和子∥訳
435 窒素の物語 カレン・フィッツジェラルド∥著//藤田　千枝∥訳
435 水素の物語 マーク　Ｄ．ユーリン∥著//原田　佐和子∥訳
435 炭素の物語 マーク　Ｄ．ユーリン∥著//藤田　千枝∥訳
436 金の物語 ハル・ヘルマン∥著//藤田　千枝∥訳
436 鉄の物語 カレン・フィッツジェラルド∥著//藤田　千枝∥訳
436 金の物語 ハル・ヘルマン∥著//藤田　千枝∥訳
440 ビジュアル宇宙をさぐる！　１～５

４　自然科学



440 徹底図解宇宙のしくみ　カラー版 新星出版社編集部∥編
440 ぼくが宇宙人をさがす理由 鳴沢　真也∥著
440 ＵＦＯと宇宙人の謎
440 宇宙 ニコラス・チータム∥著//梶山　あゆみ∥訳
440 宇宙図鑑 藤井　旭∥著
440 星と星座と宇宙の旅　９ 瀬川　昌男∥著
440 宇宙のしくみがやさしくわかる本 藤井　旭∥著
440 １４０億光年のすべてが見えてくる宇宙の事典　オールカラー版 沼澤　茂美，脇屋　奈々代∥著
440 宇宙旅行ガイド パリティ編集委員会∥編
440 お父さんが話してくれた宇宙の歴史　３ 池内　了∥著//小野　かおる∥画
440 お父さんが話してくれた宇宙の歴史　４ 池内　了∥著//小野　かおる∥画
440 お父さんが話してくれた宇宙の歴史　１ 池内　了∥著//小野　かおる∥画
440 ＶＩＳＩＢＬＥ宇宙大全 藤井　旭∥著
440 星座物語　改訂版
440 なるほどナットク“自然現象”　１～５
440 ようこそ宇宙の研究室へ 布施　哲治∥著
440 宇宙１３７億年の謎 二間瀬　敏史∥著
440 宇宙図鑑 藤井　旭∥著
440 たとえば、銀河がどら焼きだったら？ 布施　哲治∥著
440 プラネタリウムを作りました。　改訂版 大平　貴之∥著
440 望遠鏡でさがす宇宙人 鳴沢　真也∥著
440 宇宙への旅　ビジュアル版 ジャイルズ・スパロウ∥著//冨永　星∥訳
442 双眼鏡で星空を楽しむ本 藤井　旭∥著
442 君も新しい星を見つけてみないか 山岡　均∥著
442 宇宙探検すばる望遠鏡 林　左絵子∥著
442 天体望遠鏡の使いかたがわかる本 藤井　旭∥著
442 天体写真の写しかたがわかる本 藤井　旭∥著
443 世界の星空の見かたがわかる本 藤井　旭∥著
443 星座図鑑　ヴィジュアル版　新装版 藤井　旭∥著
443 四季の星座図鑑 藤井　旭∥著
443 星雲・星団、銀河の見かたがわかる本 藤井　旭∥著
443 星空図鑑 藤井　旭∥著
443 星のきほん 駒井　仁南子∥著
443 宇宙の創成と進化 サイエンティフィック・アメリカン∥編//林　一∥訳
443 星の伝説がわかる本 藤井　旭∥著
443 星座の神話がわかる本 藤井　旭∥著
443 星座の見かたがわかる本 藤井　旭∥著
443 星雲・星団、銀河の見かたがわかる本 藤井　旭∥著
443 星空の地図 藤井　旭∥著
443 宇宙船プロキシマ号の伝説 ブライアン・グリーン∥著//さくま　ゆみこ∥訳
443 宇宙論 二間瀬　敏史∥著
444 太陽のきほん 上出　洋介∥著
444 月・太陽・惑星・彗星・流れ星の見かたがわかる本 藤井　旭∥著
448 アメリカ海岸地図を作った男たち テイラー・モリソン∥著//川島　誠∥訳
448 地図の記号と地図読み練習帳 大沼　一雄∥著
449 美しい暦のことば 山下　景子∥著
449 現代こよみ読み解き事典 岡田　芳朗，阿久根　末忠∥編著
449 カレンダーから世界を見る 中牧　弘允∥著
450 日本列島大地まるごと大研究　１～５ 渡辺　一夫∥著
450 地球大進化　１～５ ＮＨＫ「地球大進化」プロジェクト∥編
450 地球のしくみ 児玉　浩憲∥著
450 地球と宇宙の小事典 家　正則∥著
450 宇宙から見た日本 新井田　秀一∥著
451 この真実を知るために地球温暖化
451 オーロラ 上出　洋介∥著
451 大自然の贈りもの雲の大研究 岩槻　秀明∥著
451 気象のしくみと天気予報 上村　喬，明石　秀平∥著
451 気象のしくみ オリンポス∥著
451 温暖化の世界地図 Ｋｉｒｓｔｉｎ　Ｄｏｗ，Ｔｈｏｍａｓ　Ｅ．Ｄｏｗｎｉｎｇ∥著//近藤　洋輝
451 天気がへんだ 桐生　広人，山岡　寛人∥著//多田　ヒロシ∥画
451 台風学入門 村山　貢司∥著
451 不都合な真実 アル・ゴア∥著//枝廣　淳子∥訳

451 雨、風、雲
ディアーヌ・コスタ・ド・ボルガール，カトリーヌ・ド・セリニェ∥
著//ルデイコ∥訳

451 天気の１００不思議 村松　照男∥著
451 天気と気象
451 異常気象 保坂　直紀∥著
451 雷の科学 雷研究会∥編
451 お天気なんでも小事典 三浦　郁夫，川崎　宣昭∥著
451 雪の結晶ノート マーク・カッシーノ，ジョン・ネルソン∥著//千葉　茂樹∥訳
452 水の大研究 橋本　淳司∥著//加藤　マカロン∥画
452 水辺の環境ガイド 平井　幸弘∥著
453 地球の声に耳をすませて 大木　聖子∥著
453 地震 尾池　和夫∥著
453 地震をしらべる 茅野　一郎∥著
453 富士山の謎をさぐる 日本大学文理学部地球システム科学教室∥編
453 富士山の大研究 江藤　初生∥著
456 地層を調べる 馬場　勝良∥著
457 恐竜の生態図鑑　改訂新版

457 生きている！？恐竜の世界　１～６　ビジュアル版
デイヴィッド・ウェスト∥画//ロニー・ランドール∥著//池田
比佐子∥訳

457 絵でみる世界大恐竜地図
ジュリアノ・フォルナリ，ウィリアム・リンゼー∥著//辻本　邦
郎∥訳

457 恐竜のすべて　改訂版
457 恐竜博物図鑑 ヘーゼル・リチャードソン∥著//出田　興生∥訳
457 恐竜研究所へようこそ 林原自然科学博物館∥著
457 恐竜と歩こう！ 石垣　忍∥著//友永　たろ，七宮　賢司∥画
457 恐竜 舟木　嘉浩∥著



457 恐竜の謎 平山　廉∥著//小田　隆∥画
457 恐竜の飼いかた教えます　新版 ロバート・マッシュ∥著//新妻　昭夫，山下　恵子∥訳
458 川原の石ころ図鑑 渡辺　一夫∥著
458 海辺の石ころ図鑑 渡辺　一夫∥著
458 海辺の石ころ図鑑 渡辺　一夫∥著
458 川原の石ころ図鑑 渡辺　一夫∥著
459 原色新鉱物岩石検索図鑑　新版 木股　三善，宮野　敬∥編
459 鉱物の不思議がわかる本
460 里山図鑑 おくやま　ひさし∥著
460 フシギがいっぱい！都会の自然観察がおもしろい アクア・ルーム∥編
460 里山図鑑 おくやま　ひさし∥著

460 シンカのかたち進化で読み解くふしぎな生き物
北海道大学ＣｏＳＴＥＰサイエンスライターズ∥著//宮本　拓
海∥画

460 生命４０億年はるかな旅　３ 本庄　敬∥画
460 ミクロの世界にズームイン！ 阿達　直樹，他∥著
461 生命４０億年はるかな旅　４ 本庄　敬∥画
462 日本の特別天然記念物
462 外来水生生物事典 佐久間　功，宮本　拓海∥著
462 絵でみる日本自然地図
462 調べよう学校周辺の自然と環境　３
462 ボルネオの熱帯雨林 横塚　眞己人∥著
463 細胞のしくみ 新免　輝男∥著
465 あなたの知らないカビのはなし 粕谷　亮美∥編著//鈴木　逸美∥画
465 あなたの知らない細菌のはなし 粕谷　亮美∥編著//鈴木　逸美∥画
465 人を助けるへんな細菌すごい細菌 中西　貴之∥著
467 遺伝子・ＤＮＡのすべて 夏　緑∥著
467 ＤＮＡとＲＮＡ 岡村　友之∥著
467 遺伝子組み換えとクローン 大石　正道∥著
467 生き残る生物絶滅する生物 泰中　啓一，吉村　仁∥著
467 進化とはなんだろうか 長谷川　眞理子∥著
467 見てわかるダーウィンの進化論
467 ９９％は遺伝子でわかる！ ティム・スペクター∥著//住友　進∥訳
467 クローン
468 磯あそびハイパーガイドブック 荒俣　宏，さとう　俊∥著
468 絵でわかる生態系のしくみ 鷲谷　いづみ∥著//後藤　章∥画
468 調べよう学校周辺の自然と環境　１～７
468 いきものがたり Ｔｈｉｎｋ　ｔｈｅ　Ｅａｒｔｈプロジェクト∥編著
469 人間 河合　雅雄∥著//あべ　弘士∥画
469 地球に生きる人間 大塚　柳太郎∥著
469 この６つのおかげでヒトは進化した チップ・ウォルター∥著//梶山　あゆみ∥訳
470 植物の生態図鑑
470 花のつくりとしくみ観察図鑑　２ 松原　巖樹∥著
470 草のふしぎ大研究 稲垣　栄洋∥著
470 開花順四季の野の花図鑑 いがり　まさし∥著
470 原色野草検索図鑑　離弁花編 池田　健蔵，遠藤　博∥編
470 原色植物検索図鑑　復刻版 矢野　佐，石戸　忠∥著
470 校庭の雑草　４版 岩瀬　徹，他∥著
470 原色野草検索図鑑　単子葉植物編 池田　健蔵，遠藤　博∥編
470 畑の土から芽がでたよ 松尾　洋子∥写真//高橋　和枝∥画//寒竹　孝子∥著
470 林の土から芽がでたよ 松尾　洋子∥写真
470 野の花えほん春と夏の花 前田　まゆみ∥著
470 植物記 埴　沙萠∥著
470 植物 畑中　喜秋∥著
471 タンポポのわたげ ネイチャー・プロ編集室∥編著
471 花の顔 田中　肇∥著//平野　隆久∥写真
471 種子たちの知恵 多田　多恵子∥著
471 花はなぜ咲くのか？ 鷲谷　いづみ∥著//埴　沙萠，田中　肇∥写真
471 世界の不思議な花と果実 湯浅　浩史∥著
471 野をわたる風にのる アンネ・メッラー∥著//今泉　みね子∥訳
471 植物の科学 八田　洋章∥編著
474 原色新海藻検索図鑑　新版 新崎　盛敏∥著//徳田　廣∥編
478 サンゴ礁と海の生き物たち 中村　庸夫∥著

479 オークとなかまたち
リチャード・メイビー∥著//クレア・ロバーツ∥画//野の　水
生∥訳

479 おもしろくてためになる桜の雑学事典 井筒　清次∥著
480 新世界絶滅危機動物図鑑　１～６　改訂版
480 動物の生態図鑑
480 いろいろたまご図鑑
480 動物
480 未確認動物ＵＭＡの謎
480 きらわれものシリーズ　１～４ テレサ・グリーナウェイ∥著//吉田　加寿子∥訳
480 クローズアップ大図鑑 イゴール・ジヴァノヴィッツ∥著
480 いのちの王国 乃南　アサ∥著
480 いのちの記憶
480 いろいろたまご図鑑 テレサ・グリーナウェイ∥著//吉田　加寿子∥訳
480 へんないきもの
480 水族館で遊ぶ 早川　いくを∥著
480 いろいろたまご図鑑 テレサ・グリーナウェイ∥著//吉田　加寿子∥訳
480 水族館に行こう
480 世界絶滅危機動物図鑑　第６集 中村　庸夫∥写真
480 動物
480 動物飼育係・イルカの調教師になるには 三浦　慎悟∥著
480 きらわれものシリーズ　１ 井上　こみち∥著
480 地球動物記 テレサ・グリーナウェイ∥著//吉田　加寿子∥訳
481 出会いを楽しむ海中ミュージアム 岩合　光昭∥著
481 海の擬態生物 楚山　いさむ∥著
481 ＷＡ！ 伊藤　勝敏∥著
481 干潟ウォッチングフィールドガイド 古見　きゅう∥著



481 イワシが高級魚になった？ 市川市，東邦大学東京湾生態系研究センター∥編
481 寄生虫の奇妙な世界 中村　幸昭∥著
481 日本動物大百科　１～１０ 斉藤　勝司∥著
482 オホーツクの十二か月 樋口　広芳∥編
482 滅びゆくアフリカの大自然 石井　実∥編
482 自然断面図鑑 黒田　睦美，黒田　弘行∥著
482 日本動物大百科　別巻 川道　武男∥編
482 廃棄スイカに群がるイノシシ家族
482 総合百科事典ポプラディア　８　に・ぬ・ね・の・は・ひ 宮崎　学∥著
482 あなたの知らないミミズのはなし
483 ダーウィンのミミズの研究 山村　紳一郎∥著//皆越　ようせい∥写真//田村　孝∥画
483 あなたの知らないミミズのはなし 新妻　昭夫∥著//杉田　比呂美∥画
483 網をはるクモ観察事典 山村　紳一郎∥著//皆越　ようせい∥写真//田村　孝∥画
485 おどろきのクモの世界 小田　英智∥著//難波　由城雄∥写真
485 世界のクワガタムシ 新海　栄一，新海　明∥著
486 世界のカブトムシ 今森　光彦∥著
486 昆虫の生態図鑑　改訂新版 今森　光彦∥著
486 昆虫
486 写真でみる世界のクワガタ＆カブトムシ大図鑑
486 ギンヤンマ
486 原色蝶類検索図鑑 中瀬　潤，栗林　慧∥写真
486 アサギマダラ海を渡る蝶の謎 猪又　敏男∥著
486 スズメバチ　増補改訂版 佐藤　英治∥著
486 いつか僕もアリの巣に 中村　雅雄∥著
486 昆虫たちの擬態 大河原　恭祐∥著
486 ファーブルの昆虫記　下 海野　和男∥著
486 昆虫 ファーブル∥著//大岡　信∥編訳
486 昆虫 小池　啓一∥著
486 魚・貝の生態図鑑　改訂新版 小池　啓一∥著
487 魚・水の生物のふしぎ
487 ウミガメの旅太平洋２万キロ
487 メダカ 香原　知志∥著
487 原色魚類検索図鑑　３ 草野　慎二，栗林　慧∥写真
487 原色魚類検索図鑑　２ 阿部　宗明，落合　明∥著
487 日本の淡水魚　特装版 阿部　宗明，落合　明∥著
487 世界と日本のカエル大図鑑 川那部　浩哉，水野　信彦∥編//桜井　淳史∥写真
487 カエルの知られざる生態 関　慎太郎∥著
487 魚 松橋　利光∥著
487 鳥の生態図鑑　改訂新版 井田　齊∥著
488 身近な鳥の図鑑
488 絵でみる世界鳥類地図 平野　伸明∥著
488 オオヒシクイの裁判が始まった バーバラ・テイラー，リチャード・オアー∥著
488 箱船にのった鳥たち 坂元　雅行∥著
488 モモイロペリカンウェンディのながい旅 キット・チャブ∥著//黒沢　優子∥訳
488 日本の野鳥５９０　決定版 本木　洋子∥著
488 日本野鳥紀行　１～５ 大西　敏一∥著//真木　広造∥写真
488 原色新鳥類検索図鑑　新版 蒲谷　鶴彦∥著//岡崎　立∥画
488 やっぱりペンギンは飛んでいる！！ 森岡　弘之∥編//宇田川　龍男∥原著
488 日本野鳥紀行　２ いとう　良一∥著
488 森の野鳥を楽しむ１０１のヒント 蒲谷　鶴彦∥著//木部　一樹∥画
488 南極がこわれる 日本林業技術協会∥編
488 身近な鳥の図鑑 藤原　幸一∥著
488 ぼくの鳥の巣探検 平野　伸明∥著
488 鳥 鈴木　まもる∥著
488 オランウータンに森を返す日 柚木　修∥著
489 父が愛したゾウのはな子 川端　裕人∥著
489 子ぎつねヘレンがのこしたもの 山川　宏治∥著//中根　静男∥写真
489 ぞうれっしゃがやってきた 竹田津　実∥著
489 おかあさんになったアイ 小出　隆司∥著//箕田　源二郎∥画
489 子ぎつねヘレンがのこしたもの 松沢　哲郎∥著
489 人はクマと友だちになれるか？ 竹田津　実∥著
489 動物の足跡学入門 太田　京子∥著
489 ソフィーがいたころ 熊谷　さとし∥著
489 コウモリのふしぎ ヴィンス・スミス∥著//奥村　章子∥訳
489 大山鳴動してネズミ１００匹 船越　公威，他∥著
489 ポップアップ人体図鑑 福井　栄一∥著
491 徹底図解からだのしくみ　カラー版 リチャード・ウォーカー∥著
491 からだのしくみ
491 脳と体のしくみ絵事典
491 病気がわかるからだのビジュアル百科 久恒　辰博∥著
491 からだの不思議
491 薬のしくみ 加藤　征治∥著
491 毒の科学
491 絵でわかる血液のはたらき 船山　信次∥著
491 たけしの万物創世紀いのちの誕生 八幡　義人∥著
491 からだのしくみ 番組制作スタッフ∥編
491 目からウロコの脳科学
491 イラストでみる人体の不思議 富永　裕久∥著

491 ビジュアル図解よくわかる菌のはなし
リチャード・ウォーカー∥著//リサ・スワーリング，ラルフ・レ
イザー∥画

491 唾液はなんでも知っている！ 青木　皐∥著
491 感動する脳 宮西　ナオ子∥著
491 バカなおとなにならない脳 茂木　健一郎∥著
491 「左利き」は天才？ 養老　孟司∥著
491 からだの不思議～ヒトの体を探検しよう デイヴィッド・ウォルマン∥著//梶山　あゆみ∥訳
491 解剖学教室へようこそ 石垣　武男∥著
491 人間 養老　孟司∥著
491 人のからだ 松村　讓兒，他∥著//今崎　和広，他∥画



491 ウイルス
491 睡眠のしくみ 児玉　浩憲∥著
491 トコトンやさしい味の本 小林　保∥著
491 病気のしくみ 中村　弘∥著
492 健康診断 稲田　英一∥著
492 〈イラスト図解〉看護のしくみ 伊藤　幸夫∥著
492 どうしてそんなにかなしいの？ 叶谷　由佳，木村　憲洋∥編著

493 どうしてそんなにかなしいの？
ベス・アンドリューズ∥著//ニコール・ウォング∥画//上田
勢子∥訳

493 いのちはプレゼント
ベス・アンドリューズ∥著//ニコール・ウォング∥画//上田
勢子∥訳

493 アレルギー わたなべ　えいこ∥著
493 なぜ太るのかやせるのか 岡村　友之∥著
493 ＰＴＳＤってなに？ 蒲原　聖可∥著
493 こころの医学事典 キャロリン・シンプソン，ドゥエイン・シンプソン∥著
493 ぼくはジョナサンエイズなの

493 こころ
ジョナサン・スウェイン，シャロン・シーリング∥著//山本　直
英∥訳

493 共依存かもしれない 香山　リカ∥著//益田　ミリ∥画
493 インフルエンザ感染爆発 ケイ・マリー・ポーターフィールド∥著

493 かわいいこころ
デイビッド・ゲッツ∥著//西村　秀一∥訳//ピーター・マッ
カーティー∥画

493 眠れない、起きられない 寺門　琢己∥著
493 アルコールの害 キャロリン・シンプソン∥著//小形　恵∥訳
493 なぜ自分を傷つけるの？
493 知って防ごう熱中症 アリシア・クラーク∥著//上田　勢子∥訳
493 体も心もぼろぼろにする恐ろしい薬物乱用 田中　英登∥著
493 感染症から知るウイルス・細菌　１～３
493 愛、深き淵より　新版
494 赤ちゃんの誕生 星野　富弘∥著

495 赤ちゃんの誕生
ニコル・テイラー∥著//レナルト・ニルソン∥写真//上野　和
子∥訳

495 かわいいからだ
ニコル・テイラー∥著//レナルト・ニルソン∥写真//上野　和
子∥訳

495 マジック・アイ・エクササイズ 寺門　琢己∥著
496 料理の科学 マジック・アイ，マーク・グロスマン∥著
498 プロイ 佐藤　雅美∥著
498 食育基本シリーズ１～５ 会田　法行∥著
498 食材図鑑　イラスト版 こどもくらぶ∥編
498 発掘あるある大事典　３ 赤堀栄養専門学校∥編
498 スペシャル・ガール 番組スタッフ∥編
498 エイズの村に生まれて 沢田　俊子∥著
498 ヒトは宇宙で進化する 後藤　健二∥著
498 なげださない 三井　いわね∥著
498 最新体にいい栄養と食べもの事典 鎌田　實∥著
498 タバコってなんだろう 主婦の友社∥編
498 あきらめない 北沢　杏子∥著
498 食育クッキング主食・汁物 鎌田　實∥著
498 食の安全・安心
498 みんなの食育実践 ＷＩＬＬこども知育研究所∥編著
498 食育クッキングデザート・おやつ ＷＩＬＬこども知育研究所∥編著
498 給食のしくみ
498 食育クッキング肉・魚のおかず ＷＩＬＬこども知育研究所∥編著
498 食育クッキング野菜のおかず
498 歯科衛生士・歯科技工士になるには
498 看護師になるには 伊藤　五月∥著
498 総合学習こころとからだといのちの保健室　３ 川島　みどり∥編著
498 総合学習こころとからだといのちの保健室　１
498 病院で働く人たち
498 栄養士・管理栄養士になるには 浅野　恵子∥著
498 救急医、世界の災害現場へ 藤原　眞昭∥著
498 栄養を知る事典 山本　保博∥著
498 言語聴覚士・視能訓練士・義肢装具士になるには
498 食と健康 小松　富美子∥著
498 監察医の涙
498 臨床検査技師・診療放射線技師・臨床工学技士になるには 上野　正彦∥著
498 理学療法士になるには　改訂 横田　俊弘∥著
498 作業療法士になるには 丸山　仁司∥編著
498 歯科医師になるには 杉原　素子，古川　昭人∥編著
498 おばあちゃんの手当て食 伊藤　正治，秦　幸大∥著
498 がんばらない 梅崎　和子∥著
498 壁のない風景 鎌田　實∥著
498 外食のカロリーガイド　５訂増補 井上　佳子∥著
498 魔女の薬草箱
499 研究するって面白い！ 西村　佑子∥著

402/い/ 科学の事典　第３版 伊藤　由佳理【編著】
403/か/ センス・オブ・ワンダー 岩波書店辞典編集部【編】
404/か/ 科学の目科学のこころ レイチェル・カーソン,上遠　恵子【訳】
404/は/ はてな？なぜかしら？文化・科学問題 長谷川　眞理子【著】
404/は/ 空想科学読本　１０ 池上　彰【監修】
404/や/１０ 空想科学読本　１１ 柳田　理科雄【著】
404/や/１１ 空想科学読本　１２　科学で解けない超難問編 柳田　理科雄【著】
404/や/１２ 空想科学読本　１４　名キャラ対決！どっちがすごい！？編 柳田　理科雄【著】
404/や/１４ 空想科学読本　１５　愛は地球を滅ぼす編 柳田　理科雄【著】
404/や/１５ 空想科学読本　１６ 柳田　理科雄【著】
404/や/１６ 空想科学読本　１７ 柳田　理科雄【著】
404/や/１７ 空想科学読本　９ 柳田　理科雄【著】
404/や/９ 理系の話大全 柳田　理科雄【著】



404/り/ 実験対決　２１～２４ 話題の達人倶楽部【編】
407/じ/２１ 実験対決　２２ 洪　鐘賢,〔ＨＡＮＡ　Ｐｒｅｓｓ　Ｉｎｃ．,ストーリーａ．
407/じ/２２ 実験対決　２３ 洪　鐘賢,〔ＨＡＮＡ　Ｐｒｅｓｓ　Ｉｎｃ．,ストーリーａ．
407/じ/２３ 実験対決　２４ 洪　鐘賢,〔ＨＡＮＡ　Ｐｒｅｓｓ　Ｉｎｃ．,ストーリーａ．
407/じ/２４ 自然をつくる 洪　鐘賢,〔ＨＡＮＡ　Ｐｒｅｓｓ　Ｉｎｃ．,ストーリーａ．
407/ち/ 小さな発見大きな感動 地球工作所【著】
407/ち/ 身近なものでふしぎな科学実験 藤嶋　昭【監修】,東京応化科学技術振興財団【編】
407/や/ 数・計算クイズ 山村　紳一郎【著】
410/か/ さんすう文庫①　新装版　数のたんけん ワン・ステップ【編】
410/か/ グラフ・単位クイズ 藤沢市算数教育研究会
410/ぐ/ 中学校３年間の数学が１冊でしっかりわかる本 ワン・ステップ【編】
410/こ/ 秋山仁先生のたのしい算数教室　１　～１０新装版 小杉　拓也【著】
410/こ/１ 小数・分数クイズ 木幡　寛【著】
410/し/ 遊んで学べる算数マジック　１ ワン・ステップ【編】
410/し/１ 図形クイズ 庄司　タカヒト【著】
410/ず/ ずかん親子でかんたん算数・数学 ワン・ステップ【編】
410/ず/ 算数レスキュー隊 数学能力開発研究会【著】
410/た/ 心は孤独な数学者 高濱　正伸【著】
410/ふ/ 古代エジプトの数学問題集を解いてみる 藤原　正彦【著】
410/み/ 面白くて仕事に役立つ数学 三浦　伸夫【著】
410/や/ 数学ガールの秘密ノート　数列の広場 柳谷　晃【著】
410/ゆ/ 数学ガールの秘密ノート／整数で遊ぼう 結城　浩
410/ゆ/ 数学ガールの秘密ノート 結城　浩【著】
410/ゆ/ 数学ガール 結城　浩【著】
410/ゆ/ ガリレオ・ガリレイは数学でもすごかった！？ 結城　浩【著】
410/よ/ 生き抜くための中学数学 吉田　信夫【著】,アップ
410/よ/ あなたの脳を目覚めさせる美しい数学　１ 芳沢　光雄【著】
410/よ/１ あなたの脳を目覚めさせる美しい数学　２ Ｙｏｓｈｉｔａ【著】
410/よ/２ 統計のきほん Ｙｏｓｈｉｔａ【著】
417/と/ 統計ってなんの役に立つの？
417/わ/ タイムマシン 涌井　良幸【著】,子供の科学編集部【編】
421/ふ/ 電気
427/で/ 素粒子のきほん 村林　真行【著】
429/そ/ 素粒子
429/ふ/ 世界で一番美しい化学反応図鑑 二間瀬　敏史【著】

431/ぐ/ ぜんぶわかる１１８元素図鑑
セオドア・グレイ【著】,ニック・マン【写真】,若林　文高【監修】,
武井　摩利【訳】

431/ぜ/ 周期表 子供の科学編集部【編】

431/で/ 面白いほどよくわかる宇宙の不思議
エイドリアン・ディングル,ダン・グリーン,サイモン・バシャー,
藤田　千枝【訳】

440/か/ 人類が生まれるための１２の偶然 金子　隆一，望獲　つきよ【著】,
440/し/ 宇宙は何でできているのか 真　淳平【著】,松井　孝典【監修】
440/む/ 村山さん、宇宙はどこまでわかったんですか？ 村山　斉【著】
440/む/ 銀河大紀行　改訂版 村山　斉，高橋　真理子【著】,
443/ぎ/ 宇宙のすがたを科学する
443/で/ クリスマスの星 ギヨーム・デュプラ【著】,渡辺　滋人【訳】
443/ふ/ アンドロメダ姫物語 藤井　旭【著】
443/ふ/ 北斗の七つ星 藤井　旭【著】
443/ふ/ ヘルクレスの冒険 藤井　旭【著】
443/ふ/ 恋するオリオン座 藤井　旭【著】
443/ふ/ 「太陽系」の地図帳 藤井　旭【著】
444/た/ 十五夜お月さん
446/ふ/ 巨大隕石から地球を守れ 藤井　旭【著】
447/た/ 星はスバル 高橋典嗣
447/ふ/ 地球のかたちを哲学する 藤井　旭【著】
448/で/ 二十四節気と七十二候　春 ギヨーム・デュプラ,博多　かおる【訳】
449/え/１ ＮＨＫ地球大紀行　別巻２
450/え/別２ いざというときに身を守る気象災害への知恵 濱田　隆士【著】
451/い/ くもとそらのえほん 伊藤　佳子【著】,鈴木　純子【著】
451/い/ 雪の結晶ノート 五十嵐　美和子,武田　康男【監修】
451/か/ 虹の図鑑 マーク・カッシーノ,ジョン・ネルソン,千葉　茂樹【訳】
451/た/ 日本気象協会　気象予報の最前線 武田　康男
451/ふ/ レジ袋がなくなる日 深光　富士男
451/れ/ 地図と絵でみる世界　２ 環境問題を考える編集者の会【著】
454/ち/２ 鳥類学者無謀にも恐竜を語る
457/か/ 肉食の恐竜・古生物図鑑 川上　和人【著】
457/つ/ せいめいのれきし 土屋　健【著】

457/ば/ 生物と無生物のあいだ
バージニア・リー・バートン,いしい　ももこ【訳】,まなべ　まこと
【監修】

460/ふ/ 夢２１世紀の生命科学 福岡　伸一【著】
460/ま/ 寿命図鑑 丸山　工作，丸山　敬【著】,
461/じ/ 動物には心があるの？人間と動物はどうちがうの？ やまぐち　かおり,いろは出版【編著】
461/ふ/ マダガスカルがこわれる エリザベット・ド・フォントネ,オーロール・カリアス,伏見　操
462/ふ/ 外来生物ずかん 藤原　幸一【写真】

468/が/ ずかんプランクトン
五箇　公一【監修】,ネイチャー＆サイエンス【編著】,ひらの
あすみ

468/し/ 外来種は本当に悪者か？ 清水　洋美【編著】,日本プランクトン学会【監修】
468/ぴ/ 朝日百科植物の世界　１～１５ フレッド・ピアス【著】,藤井　留美【訳】

美しき小さな雑草の花図鑑
植物はなぜ動かないのか
地図と絵でみる世界　４
苔の話
ときめくコケ図鑑
動物　新訂版
動物　新訂版
危険生物◆外来生物大図鑑
危険生物超百科
へんな生きもの超百科



ざんねんないきもの事典　〔正〕
ざんねんないきもの事典　続
ざんねんないきもの事典　続々
ブキミ生物絶叫図鑑
動物　新訂版
動物のふしぎ
その道のプロに聞くふつうじゃない生きものの飼いかた
クストー海の百科　１０
深海生物大百科
頭骨図鑑
地図と絵でみる世界　３
わけあって絶滅しました。
みんなが知りたい！日本の「絶滅危惧」動物がわかる本
貝
貝・水の動物
貝
深海の超巨大イカ
クモの巣図鑑

470/あ/９ 兵隊を持ったアブラムシ
470/お/ ときめくチョウ図鑑
471/い/ 虫屋の落とし文 大作　晃一【写真】,多田　多恵子
472/ち/４ 昆虫の図解 稲垣　栄洋【著】
475/あ/ 昆虫のふしぎ
475/た/ バッタを倒しにアフリカへ 秋山　弘之【著】
480// 昆虫戯画びっくり雑学事典 田中　美穂,伊沢　正名【写真】
480/ｄ/ 魚　新訂版

480/し/ さかなクンのあいうえお魚くいずかん
今泉　忠明【監修】,下間　文恵,メイヴ,ミューズワーク,有沢
重雄,野島　智司

480/ど/ 秘境＆深海怪魚超百科 新宅　広二【著】,岩崎　政志,松島　浩一郎
480/ど/ 鳥　新訂版
481/く/１０ 鳥のふしぎ
481/し/ はじめての野鳥
481/と/ 子ぎつねヘレンがのこしたもの
482/ち/３ アドベンチャーワールド　パンダをふやせ！
482/ま/ 都会の中の動物たち
482/み/ ハダカデバネズミ
484/か/ いのちって、なんだろう？　１～３ 松橋　利光【著】
484/か/ 人間はどこまで耐えられるのか 吉田　賢治【監修】
484/か/ のぞいてみよう　ウイルス・細菌・真菌図鑑１～３
484/か/ 呼吸入門 奥谷　喬司【著】
484/か/ 火星の人類学者 奥谷　喬司【著】
484/し/ 挑戦する脳 奥谷　喬司【著】
485/し/ もっと知りたい！赤ちゃんのこと　１～３ 奥谷　喬司【著】
486/お/ バカの壁 奥谷　喬司【著】
486/こ/ 朽ちていった命
486/こ/ 犬が来る病院 奥谷　喬司【著】
486/ま/ こころの時代解体新書 ＮＨＫスペシャル深海プロジェクト取材班【編】
486/ま/ １０代の脳 新海　明【著】,谷川　明男【写真】
487/さ/ 人見知りが治るノート 青木　重幸【著】
487/さ/ イヌからネコから伝染るんです 今森　光彦
487/さ/ みなまたの木 奥本　大三郎【著】
487/さ/ ちいさい・おおきい・よわい・つよい　Ｎｏ．５２～５５ 青木　良【著】
487/ひ/ リストカットシンドローム　２ 安部　義孝，太田　一男【著】,
488// 女の子の２８日 安部　義孝，太田　一男【著】,
488/と/ いちばんやさしい栄養のキホン　オールカラー版 安部　義孝，太田　一男【著】,
488/と/ 栄養の基本がわかる図解事典 安部　義孝，太田　一男【著】,
488/と/ 元気な脳が君たちの未来をひらく 安部　義孝，太田　一男【著】,
488/と/ 食べちゃダメ？ 安部　義孝，太田　一男【著】,
488/と/ 人気料理の足し算・引き算 さかなクン
488/と/ 食の世界にいま何がおきているか 小塚　拓矢【編】
488/と/ 日本の食材図鑑
488/は/ 発掘あるある大事典　５
489/た/ わたしで最後にして
489/ふ/ ？ギモンを！かいけつくすりの教室　１～３


