
区分 № 書　　　     名 出版者 出版年

1 ＥＫ アゼ ダーウィン アリス・Ｂ．マクギンティ　文 メアリー・アゼアリアン　絵 千葉　茂樹　訳 ＢＬ出版 2009

2 ＥＫ ウエ チーターよりはやくはしるのはだあれ？ ロバート・Ｅ・ウェルズ　さく せな　あいこ　やく 評論社 1999

3 ＥＫ ウエ チビトガリネズミより小さいものなあんだ？ ロバート・Ｅ・ウェルズ　さく せな　あいこ　やく 評論社 1999

4 ＥＫ オブ フィボナッチ ジョセフ・ダグニーズ　文 ジョン・オブライエン　絵　 渋谷　弘子　訳 さ・え・ら書房 2010

5 ＥＫ カラ カボチャのなかにたねいくつ？ マーガレット・マクナマラ　作 Ｇ．ブライアン・カラス　絵 真木　文絵　訳 フレーベル館 2015

6 ＥＫ クリ バーナムの骨 トレイシー・Ｅ．ファーン　文 ボリス・クリコフ　絵　 片岡　しのぶ　訳 光村教育図書 2013

7 ＥＫ シス 星の使者 ピーター・シス　文・絵 原田　勝　訳 徳間書店 1997

8 ＥＫ ブラ 化石をみつけた少女 キャサリン・ブライトン　さく せな　あいこ　やく 評論社 2001

9 ＥＫ マニ 空のうえにはなにがある？ マイク・マニング　さく ブライタ・グランストローム　さく せな　あいこ　やく 評論社 2000

10 E たむ ひいらぎはかせとフロストマン たむら　しげる　作・絵 フレーベル館 2001

11 E ズー 風をつかまえたウィリアム ウィリアム・カムクワンバ　文 エリザベス・ズーノン　絵 さくま　ゆみこ　訳 さ・え・ら書房 2012

12 E ボン 牛をかぶったカメラマン レベッカ・ボンド　作 福本　友美子　訳　 光村教育図書 2010

13 210 た おどろきの東京縄文人 瀧井　宏臣　著 講談社 2014

14 281 あ 安藤百福 筑摩書房編集部　著 筑摩書房 2015

15 281 た 理科室から生まれたノーベル賞 国松　俊英　著 藤本　四郎　絵 岩崎書店 2004

16 281 の 野口英世 井出　孫六　著 岩波書店 2004

17 283 き マリー・キュリー フィリップ・スティール　著 赤尾　秀子　訳 ＢＬ出版 2008

18 283 す スティーブンソンと蒸気機関車 コーリン・クレスウェル・ドーマン　作 小川　真理子　訳 玉川大学出版部 2015

19 285 え エジソンと電灯 キース・エリス　作 児玉　敦子　訳 玉川大学出版部 2015

20 285 ら ライト兄弟 早野　美智代　文 ポプラ社 2009

21 290 さ さがし絵で発見！世界の国ぐに　１～18 こどもくらぶ　編 あすなろ書房 2011～2015
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トーマス・エジソン没後８５年。

いろいろな発明・発見に関する本を

集めました。

あんな発見こんな発見 展示している本プラスアルファ No.343（2016.10）

広島市こども図書館
〒730-0011 広島市中区基町５－８３

TEL（082）221-6755 FAX（082）222-7020

※ ＥＫは科学絵本です。
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※ ＥＫは科学絵本です。

22 370 の ノーベル賞がわかる事典 造事務所　編集・構成 ＰＨＰ研究所 2009

23 400 た ビジュアル博物館　第７６巻　未来 マイケル・タンビーニ　著 同朋舎 1999

24 400 て 科学と科学者のはなし 寺田　寅彦　著 池内　了　編 岩波書店 2000

25 400 な 雪は天からの手紙 中谷　宇吉郎　著 池内　了　編 岩波書店 2002

26 400 に 江戸時代の科学者　１～４ 西田　知己　著 たごもり　のりこ　絵 汐文社 2014

27 400 は 発明・発見 学研 2007

28 420 い わたしもファラデー 板倉　聖宣　著 仮説社 2003

29 420 は はじめての相対性理論 ＰＨＰ研究所 2013

30 500 せ 子供も大人も夢中になる発明入門 全国ジュニア発明展実行委員会　編・著 誠文堂新光社 2014

31 500 は 日本の発明・くふう図鑑 発明図鑑編集委員会　編著 岩崎書店 2014

32 500 ふ 発明の歴史 リチャード・プラット　著 学研 1995

33 500 へ 写真でみる発明の歴史 ライオネル・ベンダー　著 あすなろ書房 2008

34 500 み ややっ、ひらめいた！奇想天外発明百科 マウゴジャタ・ミチェルスカ　文 アレクサンドラ・ミジェリンスカ　絵 阿部　優子　訳　 徳間書店 2016

35 610 こ 農業の発明発見物語　１～４ 小泉　光久　著 堀江　篤史　絵 大月書店 2015

36 913 い ポンコツタイムマシン騒動記 石川　英輔　作 畑田　国男　絵 評論社 1993

37 913 た ネズンタはかせの発見 高楼　方子　作 高畠　純　絵 教育画劇 1996

38 913 に ２１世紀への旅行 手塚　治虫　さしえ 弘文堂 2013

39 913 や クラマ博士のなぜ 山中　恒　作 理論社 1997

40 913 ゆ くまって、いいにおい ゆもと　かずみ　文 ほりかわ　りまこ　絵 徳間書店 2000

41 914 た だから、科学っておもしろい！！ 杉田　玄白　ほか　作 くもん出版 2013

42 916 い 三河のエジソン 今関　信子　文 佼成出版社 2005

43 933 う タイムマシン Ｈ．Ｇ．ウェルズ　作 金原　瑞人　訳 岩波書店 2000

44 933 け ダーウィンと出会った夏 ジャクリーン・ケリー　作 斎藤　倫子　訳 ほるぷ出版 2011

45 933 す アルバートおじさんの時間と空間の旅 ラッセル・スタナード　作 岡田　好惠　訳 平野　恵理子　絵 くもん出版 1996

46 933 た ボグ・チャイルド シヴォーン・ダウド　作 千葉　茂樹　訳 ゴブリン書房 2011

47 933 ふ チキチキバンバン　１～３ イアン・フレミング　作 ジョン・バーニンガム　画 渡辺　茂男　訳 冨山房 1980

48 933 ほ １４番目の金魚 ジェニファー・Ｌ．ホルム　作 横山　和江　訳 講談社 2015

49 933 み プーあそびをはつめいする Ａ．Ａ．ミルン　ぶん Ｅ．Ｈ．シェパード　え 石井　桃子　やく 岩波書店 1983

50 933 も 月にハミング マイケル・モーパーゴ　作 杉田　七重　訳 　 小学館 2015
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休館日 10/3(月)、10/１1(火)、10/17(月）、10/２4(月)、10/３１（木）


