岩手大学男女共同参画推進室所蔵

2018 年度 小学校向け移動図書（理系女性研究者関連図書）
1.『10 才までに知りたい! なぜ?どうして? 科学のふしぎ (きっずジャポニカセレクション)』
池内 了 (著, 監修) 小学館 (2007)

2.『12 才の脳がみるみる吸い込む どんどん知りたい科学の「なぜ」40 (きっずジャポニカ・セレクション)』
池内 了 (監修) 小学館 (2007)

3.『いのちのつながり (かがくのほん)』 中村 運 (著) 佐藤 直行 (イラスト) 福音館書店 (1991)
4.『星座を見つけよう (科学の本)』 H・A・レイ、 草下 英明 福音館書店 (1969)
5.『ふゆめ がっしょうだん(かがくのとも傑作集)』長 新太 (著) , 冨成 忠夫 (写真), 茂木 透 (写真) 福音館書店 (1990)
6.『科学キャラクター図鑑 天文学―きらめく世界』
ダン・グリーン (著) , サイモン・バシャー (イラスト), 原田佐和子 (翻訳) 玉川大学出版部; 1 版 (2009)

7.『物理学 ―ぶつぶつ物質!― (科学キャラクター図鑑)』
ダン・グリーン (著) , サイモン・バシャー (イラスト), 藤田千枝 (翻訳) 玉川大学出版部; 1 版 (2010)

8.『岩石と鉱物 ―読む宝石!― (科学キャラクター図鑑)』
ダン・グリーン (著) , サイモン・バシャー (イラスト), 坂口美佳子 (翻訳) 玉川大学出版部; 1 版 (2010)

9.『化学―化けるの大好き!― (科学キャラクター図鑑) 』
ダン・グリーン (著), サイモン・バシャー (イラスト), 藤田 千枝 (翻訳) 玉川大学出版部 (2011)

10.『もしも原子がみえたなら―いたずらはかせのかがくの本 (いたずらはかせのかがくの本 新版)』
板倉 聖宣 (著) , さかた しげゆき (イラスト) 仮説社; 新版 (2008)

11.『ダーウィンのミミズの研究 (たくさんのふしぎ傑作集) 』新妻 昭夫 (著) , 杉田 比呂美 (イラスト) 福音館書店 (2000)
12.『一目でわかる大きさくらべ絵事典―原子から生物・宇宙まで』半田 利弘（監修） PHP 研究所（2010)
13.『小学生科学ぎもんランキング』ぎもんランキング編集委員会 (編集) 学習研究社 (2001)

14.『科学者レイチェル・カーソン

こんな生き方がしたい』小手鞠るい著 理論社（1997）

15.『生命科学者 中村桂子

こんな生き方がしたい』大橋由香子著 理論社（2004）

16.『動物研究者ダイアン・フォッシー こんな生き方がしたい』柴田都志子著 理論社（2004）
17.『マリー・キュリー 科学の流れを変えた女性』赤尾秀子訳 BL出版（2008）
18.『キュリー夫人の理科教室』吉祥瑞枝監修 渡辺正・岡田勲訳 丸善株式会社(2004)
19.『ちのはなし (かがくのとも傑作集―わくわくにんげん) 』堀内 誠一 (著, イラスト)
福音館書店; 改訂版 (1978)

20.『ぼく、だんごむし (かがくのとも傑作集)』得田 之久 (著) たかはし きよし (イラスト) 福音館書店
(2005)

21.『なぜ？どうして？科学のお話

６巻セット』学研マーケティング (2011)

22.『ふしぎな数のおはなし』芳沢光雄著 数件出版（2002）
23.『シャーロックホームズの算数パズル』山崎直美著 さ・え・ら書房（1995）
24.『算数おもしろ大事典―1Q』学研（2007）
25.『数の悪魔―算数・数学が楽しくなる１２夜―』丘沢静也著
26.『恐竜と失われた動物たち』藤子・F・不二雄著

小学館（2011）

晶文社（2000）

27.『はっこう博士大かつやく (やさしい科学) 』末松 茂孝 (著) さ・え・ら書房 (1988)
28.『煮干しの解剖教室 (オリジナル入門シリーズ)』 小林 眞理子 (著), こばやし ちひろ (イラス
ト) 仮説社 (2010)

29.『エネルギーってなんだろう (福音館の科学シリーズ) 』
キンバリー・ブルベイカー・ブラッドリー (著), ポール・マイゼル (イラスト), やまじけんじ (翻訳) 福音館書店 (2010)

30.『ヤモリの指から不思議なテープ』
松田 素子 (著), 江口 絵理 (著), 石田 秀輝 (監修), 西澤 真樹子 (イラスト) アリス館 (2011)

31.『木の声が聞こえますか(イワサキ・ノンフィクション 17) (ノンフィクション・生きるチカラ)』
池田 まき子（著）, 岩崎書店 (2010/4/17)

32.『樹木ハカセになろう (岩波ジュニア新書)』石井 誠治 (著) 岩波書店 (2011/3/19)
33.『学校のまわりの植物ずかん〈4〉冬ごしのすがたでさがせる冬の草花』おくやま ひさし,ポプラ社
(2005/03)

34.『わたしの研究 虫はどのように冬を越すのか? (わたしのノンフィクション)』
茅野 春雄 (著) 下田 智美 (イラスト) , 偕成社 (1995/04)

35.『絵ときゾウの時間とネズミの時間 (たくさんのふしぎ傑作集)』
本川 達雄 (著) あべ 弘士 (イラスト) , 福音館書店 (1994/4/15)

36.『宇宙をみたよ!―宇宙へ行くと、ほんとうがみえてくる』宙野 素子 (著) 偕成社; 改訂版 (1994/07)
37.『ダンゴムシ (やあ！ 出会えたね 1)』今森 光彦 (著) アリス館; B5 変型判版 (2002/5/1)
38.『カボチャのなかにたねいくつ？』
マーガレット・マクナマラ (著)，G.ブライアン・カラス（イラスト），真木

文絵（訳）

フレーベル館(2015/09)

39.『やさいのおなか』木内 勝 (著) 福音館書店 (1997/1)
40.『シロナガスクジラより大きいものっているの？』R・E・ウェルズ (著)せな あいこ（訳）評論社 (1994/4)
41.『ライフタイム』 ローラ・M・シェーファー（著）クリストファー・サイラス・ニール（絵）福岡 伸一（訳）
ポプラ社 (2015/6)

42.『元素シティへＧＯ！』

宮村

一夫 （監修)ほりたみわ（イラスト） 実務教育出版 (2016/9/25)

43.『わたしたちのカメムシずかん』鈴木 海花 (文)，はた こうしろう（絵） 福音館書店 (2016/11)
44.『ぶた』

大西

暢夫 （写真・文) 幻冬舎 (2010/01)

45.『いちご』

新宮

晋 （著) 文化出版局 (1975/05)

46.『やさいのせなか』木内 勝 (著) 福音館書店 (2005/7)

※図書の内容は変更することがあります。

