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書名 著者・監修 出版社 出版年

1
親子で作る!自然素材のかん
たん雑貨&おもちゃ

光橋 翠∥監修 
まちとこ∥編

日東書院本社 2014 978-4-528-01795-5

2
超キラキラ!女の子の手作り
自由工作BOOK 

いしかわ まりこ∥著 主婦と生活社 2014 978-4-391-14532-8

3
はじめて工作! 自由にあそべ
て、ものづくりが好きにな
る! 

まるばやし さわこ∥著 
ハッポゥくん∥著

WAVE出版 2014 978-4-87290-984-5

4
花・木の実・藍・野菜・葉っ
ぱのかんたん染めもの 

春田 香歩∥[著] 偕成社 2018 978-4-03-525850-6

5
はじめてでもかんたん!楽し
いねんど 3

寺西 恵里子∥作 汐文社 2015 978-4-8113-2176-9

6
はじめてでもかんたん!エコ
なリメイク 3

寺西 恵里子∥作 汐文社 2016 978-4-8113-2246-9

7
はじめてでもかんたん!エコ
なリメイク 1

寺西 恵里子∥作 汐文社 2015 978-4-8113-2244-5

8
はじめてでもかんたん!エコ
なリメイク 4

寺西 恵里子∥作 汐文社 2016 978-4-8113-2247-6

9 飼育と観察
筒井 学∥[ほか]指導 執筆 
監修 
阿部 正之∥ほか撮影

小学館 2005 978-4-09-217962-2

10
ちびまる子ちゃんの読書感想
文教室 苦手な読書感想文を
好きになれる 

貝田 桃子∥著 
さくら ももこ∥キャラク
ター原作

集英社 2017 978-4-08-314067-9

11
トムとジェリーのすらすら書
ける3・4年生の読書感想文

大熊 徹∥監修 河出書房新社 2016 978-4-309-69047-6

12 りんごみのった
ひさかたチャ
イルド

2014 978-4-86549-019-0

13
花育をはじめよう 子どもの
心を育む [1] 

大久保 有加∥著 加藤 潤子
∥著

汐文社 2017 978-4-8113-2307-7

14
カラスのひみつ 生態と行動
のふしぎをさぐろう

松原 始∥監修 PHP研究所 2014 978-4-569-78400-7

15
ぼくのわたしのこんちゅうえ
ん

小林 俊樹∥文 
津田 櫓冬∥絵

福音館書店 2000 978-4-8340-1663-5

16 セミとわたしはおないどし
高岡 昌江∥文 
さげさか のりこ∥絵

福音館書店 2000 978-4-8340-2733-4 
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17 なつやすみ虫ずかん
稲田 務∥え 
宮武 頼夫∥ぶん

福音館書店 2013 978-4-8340-1105-0

18 かんさつ名人になろう! 1 横山 正∥監修 ポプラ社 2013 978-4-591-13260-9
19 アリの行列 寺山 守∥監修 金の星社 2014 978-4-323-05751-4

20
ひっつき虫観察便利帳 ふし
ぎが楽しい 

岩槻 秀明∥著 いかだ社 2010 978-4-87051-301-3

21
スイスイ!ラクラク!!読書感想
文 小学5・6年生

成美堂出版編集部∥編 成美堂出版 2019 978-4-415-32658-0

22
スイスイ!ラクラク!!読書感想
文 小学3・4年生

成美堂出版編集部∥編 成美堂出版 2019 978-4-415-32657-3

23
スイスイ!ラクラク!!読書感想
文 小学1・2年生

成美堂出版編集部∥編 成美堂出版 2019 978-4-415-32656-6

24
自由研究できたえる!!ホンモ
ノの考察力

沼田 晶弘∥監修 
永井 啓太∥絵

イースト・プ
レス

2019 978-4-7816-1794-7

25
1日でできる!ドキドキ自由研
究アイデア集 親子でいっ
しょに楽しめる!! 

佐々木 昭弘∥監修 ブティック社 2019 978-4-8347-7573-0

26
でんじろう先生のわくわく!
自由研究

米村 でんじろう∥監修 主婦と生活社 2010 978-4-391-13886-3

27
もぐ★もぐ自由研究&クラフ
ト 小学生 おかし作りで実験!

学研プラス 2019 978-4-05-205012-1

28
いたずら博士の科学だいすき 
1-4

小峰書店 2013 978-4-338-28004-4

29
楽しさいっぱい!手作りこど
も工作 夏休みにいっぱい作
ろう

ブティック社 2014 978-4-8347-3805-6

30
おもしろこども工作大集合 
ワクワク楽しい!

ブティック社 2015 978-4-8347-4034-9

31
100円グッズで作って遊ぼう! 
遊具編 自由研究にもピッタ
リ! 工作

実験工房∥著 理論社 2013 978-4-652-20040-7

32
小学生の自由工作パーフェク
ト 低学年編

成美堂出版編集部∥編 成美堂出版 2016 978-4-415-32147-9

33 コロコロ迷路 野出 正和∥著 いかだ社 2018 978-4-87051-499-7

34
リサイクルで作る小学生の楽
しい工作 

成美堂出版編集部∥編 成美堂出版 2003 4-415-02282-0
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35
リサイクル工作であそぼう!
手づくりおもちゃ200

こどもくらぶ∥編 ポプラ社 2014 978-4-591-13812-0

36 新やさしいこうさく 8 竹井 史郎∥作 小峰書店 2015 978-4-338-29108-8
37 新やさしいこうさく 4 竹井 史郎∥作 小峰書店 2015 978-4-338-29104-0
38 エコ*文房具 平田 美咲∥作 汐文社 2010 978-4-8113-8696-6

39
リサイクル工作であそぼう!
手づくりおもちゃ200

こどもくらぶ∥編 ポプラ社 2014 978-4-591-13813-7

ISBN


