
５ 工業・家庭
書　　　名 著　　者　　名

500 モノができる仕組み事典 成美堂出版編集部∥編
500 自然に学ぶものづくり図鑑
501 エネルギー 佐藤　正知，蛭沢　重信∥著
501 電球１個のエコロジー ガイアプレス・プロジェクト∥著//川村　易∥画
501 構造力学
501 自然エネルギー大全 手作りエネルギー研究会∥編
501 エネルギーをどうする 桐生　広人，山岡　寛人∥著//多田　ヒロシ∥画
501 エネルギーの未来を考える　１ イアン・グラハム∥著//吉井　知代子∥訳
501 インダストリアルデザイナーになるには 石川　弘∥著
502 技術と文明の歴史 星野　芳郎∥著
502 ダ・ヴィンチ天才の仕事 ドメニコ・ロレンツァ，他∥著//松井　貴子∥訳
504 ナノテクノロジー 小林　直哉∥著
507 発明家は子ども！ マーク・マカッチャン∥著//ジョン・カネル∥画//千葉　茂樹∥
507 発明・発見の大常識 青木　一平∥著
509 ものづくりに生きる 小関　智弘∥著
509 工場マニア！ 三推社出版部∥編
517 トビウオのぼうやはびょうきです いぬい　とみこ∥著//津田　櫓冬∥画
518 ゴミとつきあおう 桐生　広人，山岡　寛人∥著//多田　ヒロシ∥画
518 ごみとリサイクル
519 イラスト図解地球共生 講談社∥編
519 いま地球がたいへんだ 石　弘之∥著
519 ２１世紀こども百科地球環境館
519 環境ホルモン
519 くらしの中の化学物質　３
519 池上彰のニュースに登場する世界の環境問題　１～５ 稲葉　茂勝∥訳//サラ・レベーテ∥原著
519 わたしたちの地球をすくおう 桐生　広人，山岡　寛人∥著//多田　ヒロシ∥画
519 オゾンホールのなぞ 桐生　広人，山岡　寛人∥著//多田　ヒロシ∥画
519 動物かんきょう会議　Ｖｏｌ．４　日本語版 イアン，マリルゥ∥著//アンデュ∥画
519 親子で読む環境ホルモンってなぁに 辻　万千子，河村　宏∥著
519 地球のためにわたしができること 枝廣　淳子∥著
519 うちエコ入門
519 マグロが減るとカラスが増える？ 小澤　祥司∥著
519 環境問題入門 山岡　寛人∥著
519 警告する自然 立花　吉茂∥著
519 ミジンコ先生の水環境ゼミ 花里　孝幸∥著
519 きみは地球だ デヴィッド・スズキ，キャシー・ヴァンダーリンデン∥著//辻
519 環境スペシャリストになるには 古田　ゆかり∥著
519 地球の環境問題シリーズ　１ 奈須　紀幸，伊藤　和明∥編
519 アユ百万匹がかえってきた 田辺　陽一∥著
519 地球環境図鑑
519 ビオトープみんなでつくる　１　知識編 塩瀬　治∥著
519 あなたの暮らしが世界を変える 浦本　典子∥画
519 ダイオキシン 露本　伊佐男∥著
519 環境汚染で滅びないために 坂口　謙吾∥著
520 建築
520 世界の建物事典 フィリップ・ウィルキンソン∥著
520 たのしくわかる建築のしくみ
520 建築家になるには 菊岡　倶也∥編著
521 徹底図解日本の城　カラー版 中井　均∥著
521 和風建築の大研究 ＰＨＰ研究所∥編
521 大坂城 宮上　茂隆∥著//穂積　和夫∥画
521 法隆寺 西岡　常一，宮上　茂隆∥著//穂積　和夫∥画
521 桂離宮 斎藤　英俊∥著//穂積　和夫∥画
521 平城京 宮本　長二郎∥著//穂積　和夫∥画
521 阪神・淡路大震災と歴史的建造物 加藤　邦男∥編
521 城のつくり方図典 三浦　正幸∥著
521 建築のすべてがわかる本
521 文化財を探る科学の眼　６ 平尾　良光，松本　修自∥編
524 地震に強い建物 安震技術研究会∥著
526 ヒマラヤに学校を建てよう！ ＡＡＦ∥著
527 ツリーハウスで遊ぶ ポーラ・ヘンダーソン，アダム・モーネメント∥著
527 まちを生きる家 石田　敏明∥著
529 インテリアコーディネーターになるには エイ・アイ・ケイ教育情報部∥編著
534 だれでもできる小さな風車の作り方 松本　文雄∥著
535 時計の大研究
536 乗りものの大常識 山内　ススム∥著
537 自動車整備士になるには 広田　民郎∥著
537 クルマが先か？ヒコーキが先か？Ｍｋ．２ 岡部　いさく∥著
537 自動車
538 宇宙旅行 柴藤　羊二∥著
538 ライト兄弟はなぜ飛べたのか 土佐　幸子∥著
538 アポロ１１号－月面着陸から現代へ ピアーズ・ビゾニー∥著//日暮　雅通∥訳
538 パイロットになるには 阿施　光南∥著
538 小惑星探査機「はやぶさ」宇宙の旅 佐藤　真澄∥著
538 夢をつなぐ 山崎　直子∥著
538 飛行機のしくみ
538 宇宙がきみを待っている 若田　光一，岡田　茂∥著
538 宇宙飛行士になるには 宇宙開発事業団∥編著
538 風のつばさに乗って 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
539 原子力 竹田　敏一∥著
540 身近な電子回路 井上　誠一∥著
540 知りたかった電気のおはなし 石橋　千尋，他∥著
543 生きていたい チェルノブイリ子ども基金∥編



書　　　名 著　　者　　名

545 光が照らす未来 石井　幹子∥著
547 データ通信 野口　修∥著
547 ＩＰ電話 今泉　弘幸∥著
547 ＴＣＰ／ＩＰ ユニゾン∥著
547 ホームページのしくみ ユニゾン∥著
547 インターネット 岡村　友之∥著
547 サーバーのしくみ 小林　直行∥著
547 ＴＣＰ／ＩＰネットワークとイーサネット 小島　邦男∥著
547 通信プロトコル 伊藤　幸夫∥著
547 インターネットセキュリティ ユニゾン∥著
547 電磁波を見る 板倉　聖宣∥著
547 なにが危険なの？ 尾花　紀子，他∥著
547 ウェブクリエータになるには 西村　翠∥著
547 音響技術者になるには 江川　裕子∥著
547 通信のしくみ
547 電磁波 二間瀬　敏史，麻生　修∥著
548 ロボットのいるくらし ロボＬＤＫ実行委員会∥編
548 世界ロボット大図鑑 ロバート・マローン∥著
548 コンピュータのしくみ 山田　宏尚∥著
548 パソコン 岡村　友之∥著
548 ロボット技術者になるには 越川　彰彦∥著
549 トコトンやさしい発光ダイオードの本 谷腰　欣司∥著
549 液晶のしくみ 水田　進∥編著
549 電子回路 福田　務，田中　洋一郎∥著
557 海上保安官になるには 小森　陽一∥著
559 ぼくは毒ガスの村で生まれた。 化学兵器ＣＡＲＥみらい基金∥編著
560 金属の旅 石野　亨∥著
565 貴金属の科学 貴金属と文化研究会∥編著
568 世界を動かす原油のことが面白いほどわかる本 白水　和憲∥著
570 原色野草検索図鑑　合弁花編 池田　健蔵，遠藤　博∥編
572 燃料電池 小林　光一，高橋　政志∥著
573 鉄より強いガラスがあるの 小野　蓉子∥著
575 知って楽しい花火のえほん 冴木　一馬∥著//山田　ちづこ∥画
575 火は友だち
575 花火の図鑑 泉谷　玄作∥著
578 プラスチック 佐藤　功∥著
585 かみさま 大平　一枝∥著//小林　キユウ∥写真
585 紙はよみがえる 岡田　英三郎∥著
589 ファッションデザイナーになるには 武藤　直路∥著
589 おもちゃクリエータになるには トイジャーナル編集局∥編著
589 ゲームクリエータになるには 西村　翠∥著
590 ニライカナイの日々 森岡　尚子∥著
590 家を出る日のために 辰巳　渚∥著
593 スタイリストになるには 武藤　直路∥著
594 かわいい！かんたん！手づくり小物　１～５
594 りさちゃんのフェルトバッグ かたくるみ∥著//ほりかわ　なみ∥画
594 残り糸もかぎ針１本で きゆな　はれる∥著
595 美容師・理容師になるには 石田　素弓∥著
596 材料別毎日のおかず大百科　保存版 成美堂出版編集部∥編
596 自然暮らしのレシピ 境野　米子∥著
596 おしゃれスープ・サラダ たかはし　みき∥画
596 だいすきパスタ・めん たかはし　みき∥画
596 くふうが楽しいいろいろ焼き菓子 宮沢　うらら∥著
596 ふんわりトースト・サンドイッチ たかはし　みき∥画
596 ひんやりおいしい冷たいスイーツ 宮沢　うらら∥著
596 ほかほかごはん たかはし　みき∥画
596 たべもの教室 家庭科教育研究者連盟∥編
596 肉と乳製品 家庭科教育研究者連盟∥編著//田村　孝∥画
596 お菓子と飲み物 家庭科教育研究者連盟∥編著//田村　孝∥画
596 米とこく類 家庭科教育研究者連盟∥編著//田村　孝∥画
596 魚と海そう 家庭科教育研究者連盟∥編著//田村　孝∥画
596 野菜とくだもの 家庭科教育研究者連盟∥編著//田村　孝∥画
596 調味料と調理 家庭科教育研究者連盟∥編著//田村　孝∥画
596 りくちゃんのいちごジャム かたくるみ∥著//さこ　ももみ∥画
596 食の器の事典 荻野　文彦∥編著
596 ニッポンの食卓 石毛　直道∥著
596 たべもの教室 家庭科教育研究者連盟∥編
596 今日からわたしは一流シェフ 米原　ゆり∥著
596 ハチミツレシピ。ミツバチを育てながら 渡辺　ゆき，小林　キユウ∥著
596 パンの事典 成美堂出版編集部∥編
596 たべもの教室 家庭科教育研究者連盟∥編
596 はじめて以前の料理の基本　ワイド版 主婦の友社∥編
596 たべもの教室　４ 家庭科教育研究者連盟∥編
596 日本食の大研究 ＰＨＰ研究所∥編
596 メルヘンのお菓子 今田　美奈子∥著
596 今日からわたしは一流シェフ　１ 米原　ゆり∥著
596 スクエア型ひとつでざっくり作るケーキ 福岡　直子∥著

500/と/ ゼロからトースターを作ってみた結果 トーマス・トウェイツ,村井　理子【訳】
501/く/ 幻想のバイオ燃料 久保田　宏，松田　智【著】,日刊工業新聞社【編】,
501/せ/ 「センサ」のキホン 都甲　潔，他【著】,
501/ゆ/１ ユニバーサルデザインＵＤがほんとうにわかる本　１～３ 小石　新八【監修】,こどもくらぶ【編】
507/よ/ よくわかる知的財産権 岩瀬　ひとみ【監修】
509/こ/ 町工場のものづくり 小関　智弘【著】
509/ち/６ 地図と絵でみる世界　６
510/か/ 建設中。 勝田　尚哉
513/さ/ たてる サリー・サットン,ブライアン・ラブロック,あらや　しょうこ



書　　　名 著　　者　　名

518/か/ 家電リサイクル法（特定家庭用機器再商品化法）Ｑ＆Ａ
518/く/ これでわかるごみ問題Ｑ＆Ａ 熊本　一規【著】
519/か/ 環境 枝広　淳子【監修】
519/か/ 沈黙の春 レイチェル・カーソン,青樹　簗一【訳】
519/ふ/ 環境問題の杞憂 藤倉　良【著】
519/ほ/ 買いものは投票なんだ ほう,藤原　ひろのぶ
519/ほ/ クジラのおなかからプラスチック 保坂　直紀【著】
519/や/ タマゾン川 山崎　充哲【著】
521/た/ 桂離宮 俵　万智【著】,日本アートセンター【編】
521/に/ 日本の城１０００城 大野　信長,有沢　重雄,加唐　亜紀
531/こ/ 「製図」のキホン 小峯　龍男【著】
535/く/ 「レンズ」のキホン 桑嶋　幹【著】
536/く/ 車いすの図鑑 高橋　儀平【監修】
536/て/ 鉄道
538/か/ はやぶさ、そうまでして君は 川口　淳一郎【著】
538/さ/ 月はぼくらの宇宙港 佐伯　和人
540/き/ 「電気」のキホン 菊地　正典【著】
542/い/ 「モータ」のキホン 井出　萬盛【著】
543/こ/ 原発のウソ 小出　裕章【著】
543/さ/ 福島原発の真実 佐藤　栄佐久【著】
547/い/ 「電波」のキホン 井上　伸雄【著】
547/い/ 「通信」のキホン 井上　伸雄【著】
547/え/ 脱ネット・スマホ中毒 遠藤　美季【著】,高原　玲
547/ち/ ＹｏｕＴｕｂｅ完全活用本 チーム「ようつべ」【編著】
549/え/ ジョブズ・ウェイ ジェイ・エリオット，ウィリアム　Ｌ．サイモン【著】,中山　宥【訳】,
549/き/ 「電子回路」のキホン 木村　誠聡【著】
549/こ/ 「電子工作」のキホン 小峯　龍男【著】
556/い/ 氷川丸ものがたり 伊藤　玄二郎【著】
556/く/ 戦艦大和の真実 日下　公人，三野　正洋【著】,
560/た/ 「金属」のキホン 田中　和明【著】
590/ち/７ 地図と絵でみる世界　７
594/い/ スウェーデン刺しゅうの図案帖 五十嵐　富美【著】,久家　道子【監修】
594/う/ こぎん刺し模様あそび 植木　友子【著】
594/か/ かぎ針あみ
594/か/ かわいいこぎん刺し
594/こ/ こぎん刺しの本 布芸展【著】
594/さ/ シンプルにまとめる人気のビーズアクセサリー 澤登　松子【著】
594/す/ すてき花刺しゅう
594/す/ スイーツのビーズモチーフ
594/つ/ ヴィクトリアンスタイルのビーズジュエリー 塚本　ミカ【著】
594/と/ かんたん・きれい混ざり糸刺しゅう 戸塚　きく，戸塚　貞子【著】,
594/と/ 東北の刺し子
594/ば/ バッグ作りのきほん事典
594/び/７ ビーズ・ニュース　７
594/ふ/ フェルト羊毛の動物園
594/め/ スクラップブッキング メモラビリアート【編】
596/い/ 一番はじめに覚えたい！基本のおかず１３０選 食のスタジオ【編】
596/い/ たかこ＠ｃａｒａｍｅｌ　ｍｉｌｋ　ｔｅａさんの“作りおきで嬉しい”お料理とお菓子のレシピ 稲田多佳子
596/う/ ハンドミキサーで作るおやつパン、おかずパン 上田　淳子【著】
596/エ/２５ ｓｕｋｉ　Ｎｏ．２５ ＮＨＫ出版【編】
596/お/ おいしくなるコツが身につく！料理のきほん 食のスタジオ【編】
596/お/ １０歳からのお料理教室 大瀬　由生子【著】
596/お/ お正月料理１６１点
596/お/ おいしくて豪華！行楽のおべんとう 太田　晶子【著】
596/お/ おけいこ大好き和食の１２か月 王　由由，鈴木　好次【著】,
596/お/ 切り身魚で今夜のおかず 小田島　稔【著】
596/お/ おいしくて豪華！行楽のおべんとう 太田　晶子【著】
596/お/６ おもしろふしぎ日本の伝統食材　６ おくむら　あやお,中川　学,萩原　一【写真】
596/か/ 電子レンジとフードプロセッサーで和菓子ができる 金塚　晴子【著】
596/か/ ベジタブルでフルコース カノウ　ユミコ【著】
596/か/ 家族みんなのおべんとう集
596/く/ きちんと和食を作りたい 久保　香菜子【著】
596/く/ 手間なし！野菜たっぷりレシピ 黒川　陽子【著】
596/け/ ケンタロウのおかずの王様 ケンタロウ【著】
596/け/ ケンタロウ「魚！」ムズカシイことぬき！ ケンタロウ【著】
596/た/ 辰巳芳子の家庭料理の世界 辰巳　芳子【著】
596/た/ 体がよろこぶカルシウムのおかず３００品 竹内　冨貴子【著】
596/だ/ 男子のお弁当　ボリュームいっぱい！すぐできる 内藤　朗　編集人
596/つ/ くるくるロールケーキ 津田　陽子【著】
596/な/ はじめてでもかんたん！日本の料理 中津川　かおり
596/な/ はじめてでもかんたん！世界の料理 中津川　かおり
596/な/ はじめてでもかんたん！おべんとう 中津川　かおり
596/な/ はじめてでもかんたん！スイーツ 中津川　かおり
596/な/ 特選ウメ干し・ウメ料理２２３ 中川　紀子【著】
596/な/ アジアンブレッド 中道　順子【著】
596/に/ 節約食材レシピ２００ 日本放送出版協会【著】
596/の/ 和食の素 野崎　洋光【著】
596/の/ 人気シェフが教えるおいしい野菜レシピ 野地　秩嘉【著】,今清水　隆宏【写真】
596/は/ はじめてでもおいしくできる！基本のお菓子８７選 食のスタジオ【編】
596/は/ アイデアいっぱいのこだわりお菓子 林口　宰士【著】
596/ふ/ Ｔｈｅエッグベネディクト＆フレンチトーストレシピ 藤沢　セリカ【著】
596/ふ/ 藤井恵さんちの卵なし、牛乳なし、砂糖なしのおやつ 藤井　恵【著】
596/ま/ きれいになる新和食 松田　美智子【著】
596/ま/ １０分でできる！野菜のおかず 松田　万里子【著】
596/ま/７ ｍａｍａ’ｓ　ｃａｆｅ　ｖｏｌ．７
596/め/ もっと食べたいインド料理 ミラ・メータ【著】



書　　　名 著　　者　　名

596/や/ はなちゃん１２歳の台所 安武　はな【著】,タカコ　ナカムラ
596/や/ はじめてでも、かんたん！おいしいチョコスイーツ 矢作　千春【著】
596/ゆ/ １９時から作るごはん 行正　り香【著】
596/る/ ルルとララの手作りＳｗｅｅｔｓ　秋のお菓子 あんびる　やすこ【監修】
596/れ/ レパートリーが一気に増える！人気おかずのアレンジ３００選 食のスタジオ【編】
596/わ/ 脇屋友詞のおもてなし家郷菜（ジャーシャンツァイ） 脇屋　友詞【著】

596/わ/ 和食の英語表現事典
亀田　尚己【著】,青柳　由紀江【著】,Ｊ．Ｍ．クリスチャンセン
【著】,成瀬　宇平

596/わ/１ 和食をつくろう！１～３ 柳原　尚之　監修
597/す/ 中高生のための「かたづけ」の本 杉田　明子【著】,佐藤　剛史【著】
597/せ/ 整理整頓 入江　久絵
599/し/ 大育児 清水　ちなみ【著】
599/た/ たまひよ離乳食大百科
599/わ/ ワイワイ２・３歳児の子育て


