
1 / 5 ページ

図書の名前
出版社、著者または

購入�先
IISSBBNN--1133

学研まんが	 ひみつシリーズ　宇宙のひみつ 学習研究社 978-4051062590

学研まんが	 ひみつシリーズ	 恐竜のひみつ 学習研究社 978-4051062606

学研まんが	 ひみつシリーズ	 からだのひみつ 学習研究社 978-4052021930

学研まんが	 ひみつシリーズ	 昆虫のひみつ 学習研究社 978-4051062637

学研まんが	 ひみつシリーズ	 地球のひみつ 学習研究社 978-4051062644

学研まんが	 ひみつシリーズ	 科学物知り百科 学習研究社 978-4051062668

学研まんが	 ひみつシリーズ	 	 動物のひみつ 学習研究社 978-4051062675

学研まんが	 ひみつシリーズ	 	 魚のひみつ 学習研究社 978-4051062712

学研まんが	 ひみつシリーズ	 　発明発見のひみつ 学習研究社 978-4051062736

学研まんが	 ひみつシリーズ　天気１００のひみつ 学習研究社 978-4051062743

学研まんが	 ひみつシリーズ　トン・チン・カンの科学教室 学習研究社 978-4051063092

学研まんが	 ひみつシリーズ　カブトムシ・クワガタのひみつ 学習研究社 978-4051062767

学研まんが	 ひみつシリーズ	 	 びっくり世界一自然のひみつ 学習研究社 978-4051062781

学研まんが	 ひみつシリーズ　イヌのひみつ 学習研究社 978-4051062811

学研まんが	 ひみつシリーズ	 	 星と星座のひみつ 学習研究社 978-4051062828

学研まんが	 ひみつシリーズ	 　恐竜化石のひみつ 学習研究社 978-4051062866

学研まんが	 ひみつシリーズ	 	 電気のひみつ 学習研究社 978-4051062927

学研まんが	 ひみつシリーズ	 　地震のひみつ 学習研究社 978-4051062972

学研まんが	 ひみつシリーズ	 	 病気のひみつ 学習研究社 978-4051062996

学研まんが	 ひみつシリーズ	 	 みえる・みえないのひみつ 学習研究社 978-4051063030

学研まんが	 ひみつシリーズ	 	 有毒動物のひみつ 学習研究社 978-4052026423

学研まんが	 ひみつシリーズ　地球環境のひみつ 学習研究社 978-4051063597

学研まんが	 ひみつシリーズ	 	 エネルギーのひみつ 学習研究社 978-4052002151

学研まんが	 ひみつシリーズ　恐竜世界のひみつ 学習研究社 978-4052017636

小学館の図鑑NEO　動物 小学館 978-4092172012

小学館の図鑑NEO　植物 小学館 978-4092172821

小学館の図鑑NEO　昆虫 小学館 978-4092172036

小学館の図鑑NEO　魚 小学館 978-4092172043

小学館の図鑑NEO　鳥 小学館 978-4092172050

小学館の図鑑NEO　星と星座 小学館 978-4092172081

小学館の図鑑NEO　恐竜 小学館 978-4092172845

ドラえもんの理科おもしろ攻略―生物(植物・昆虫・動物)がよくわかる

ドラえもんの学習シリーズ
小学館 978-4092531512

ドラえもんの理科おもしろ攻略	 理科実験Q&A

ドラえもんの学習シリーズ
小学館 978-4092531666

力と電気、音、光がわかる―ドラえもんの理科おもしろ攻略

ドラえもんの学習シリーズ
小学館 978-4092531611

ドラえもんの理科おもしろ攻略	 天体(地球・月・太陽・星の動き)がわかる

ドラえもんの学習シリーズ
小学館 978-4092531598

道北の自然を歩く 北海道大学図書刊行会 978-4-8329-1151-2	 

北海道の石 北海道大学図書刊行会 978-4-8329-1341-7
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NHKスペシャル　宇宙　未知への大紀行（１）天に満ちる生命 日本放送出版協会 978-4140805916

NHKスペシャル　宇宙　未知への大紀行（２）宇宙人類の誕生 日本放送出版協会 978-4140805923

NHKスペシャル　宇宙　未知への大紀行（３）百億個の太陽 日本放送出版協会 978-4140805930

NHKスペシャル　宇宙　未知への大紀行（４）未来への暴走 日本放送出版協会 978-4140805947

蝶と蛾の写真図鑑―オールカラー世界の蝶と蛾500	 完璧版	 	 	 	 地球自然ハン

ドブック 日本ヴォーグ社 978-4529027762

星と惑星の写真図鑑－オールカラー星と惑星徹底ガイド　地球自然ハンド

ブック
日本ヴォーグ社 978-4529032209

化石の写真図鑑－完璧版 日本ヴォーグ社 978-4529026604

岩石と鉱物の写真図鑑－完璧版 日本ヴォーグ社 978-4529028547

ハーブの写真図鑑－オールカラー世界のハーブ700 日本ヴォーグ社 978-4529025690

蝶	 	 	 	 山渓フィールドブックス 山と渓谷社 978-4635060516

日本の海水魚	 	 	 	 山渓カラー名鑑 山と渓谷社 978-4635090278

日本の樹木	 	 	 	 山渓カラー名鑑 山と渓谷社 978-4635090179

日本の野草	 	 	 	 山渓カラー名鑑 山と渓谷社 978-4635090162

日本の高山植物	 	 	 	 山渓カラー名鑑 山と渓谷社 978-4635090193

こんなに面白い大宇宙のカラクリ－「すばる」でのぞいた137億年の歴史 講談社プラスアルファ文庫 978-4062567114

NASA宇宙探査の驚異－「宇宙の姿」はここまでわかった 講談社プラスアルファ文庫 978-4062565264

地球外生命 講談社現代新書 978-4061494718

世界のクワガタムシ アリス館 978-4752001676

世界珍蝶図鑑	 熱帯雨林編 人類文化社 978-4756711977

日本産魚類生態大図鑑 東海大学出版会 978-4486013006

大昆虫記	 熱帯雨林編 データハウス 978-4887185302

花のヒマラヤ－吉田外司夫写真集 平凡社 978-4582547016

星の地図館 小学館 978-4095260785

メシエ天体カタログ ニュートンプレス 978-4315515633

改訂版　銀河大紀行－細密画像や立体地図でみる星々の世界 ニュートンムック 978-4315516838

決定版　山の花1200－山麓から高山まで 平凡社 978-4582542332

甲虫	 	 	 	 山渓フィールドブックス 山と渓谷社 978-4635060639

日本のきのこ	 	 	 	 山渓カラー名鑑 山と渓谷社 978-4635090209

日本の野鳥	 	 特装版	 	 山渓カラー名鑑 山と渓谷社 978-4635056038

日本の山1000	 	 	 	 山渓カラー名鑑 山と渓谷社 978-4635090254

日本の淡水魚	 	 	 	 山渓カラー名鑑 山と渓谷社 978-4635090216

日本のカエル+サンショウウオ類	 	 	 	 山渓ハンディ図鑑 山と渓谷社 978-4635070096

1　北海道民のなりたち 北海道新聞社 978-4893631619

2　北海道の自然と暮らし 北海道新聞社 978-4893631640
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5　北海道の衣食と住まい 北海道新聞社 978-4893631657

8　北海道のことば 北海道新聞社 978-4894530072

サロベツ　花原野　花の道 北海道新聞社 978-4894530782

増補改訂版北海道の方言紀行 北海道新聞社 978-4893638670

北海道地名分類字典 北海道新聞社 978-4894530461

北海道薬草図鑑＜野生編＞ 北海道新聞社 978-4893636621

北海道薬草図鑑＜栽培編＞ 北海道新聞社 978-4893636898

新版　北海道山菜実用図鑑 北海道新聞社 978-4893637178

増補改訂版続　北海道の植物＜野の花・山の花＞ 北海道新聞社 978-4894530133

北の魚類写真館 北海道新聞社 978-4894530270

北海道の野鳥 北海道新聞社 978-4894532304

漁業生物図鑑新　北のさかなたち 北海道新聞社 978-4894532458

北海道化石が語るアンモナイト 北海道新聞社 978-4894532571

環境を守るための自然エネルギー読本 東洋書店 978-4885953996

火山の探検 大月書店 978-4272440207

図解よくわかるバイオエネルギー 日刊工業新聞社 978-4526052422

川原の石の観察と実験	 	 	 	 やさしい科学 さえら書房 978-4378038902

地層をのぞいてみよう	 	 	 	 やさしい科学	 (15) さ・え・ら書房 978-4378038155

川原の石ころ図鑑 ポプラ社 978-4591073216

新・土の微生物　１０ 博友社 978-4826801928

新・土の微生物　８ 博友社 978-4826801874

新・土の微生物　９ 博友社 978-4826801898

新・土の微生物　７ 博友社 978-4826801843

新・土の微生物　６ 博友社 978-4826801669

新・土の微生物　５ 博友社 978-4826801799

新・土の微生物　４ 博友社 978-4826801775

学習漫画　世界の歴史　全２０巻＋別巻２　全面新版 集英社 978-4082499020

学習漫画　中国の歴史　全１１巻 集英社 978-4082489076

微生物が地球をつくった 農山漁村文化協会 978-4540961564

微生物が森を育てる 農山漁村文化協会 978-4540961571

からだのなかの微生物 農山漁村文化協会 978-4540961588

微生物が食べ物をつくる 農山漁村文化協会 978-4540961595

微生物から食べ物を守る 農山漁村文化協会 978-4540961601

微生物は安全な工場 農山漁村文化協会 978-4540961618

未来に広がる微生物利用 農山漁村文化協会 978-4540961625



4 / 5 ページ

図書の名前
出版社、著者または

購入�先
IISSBBNN--1133

きっずラボにある図書一覧表

畑をつくる微生物 農山漁村文化協会 978-4540961632

水田をつくる微生物 農山漁村文化協会 978-4540961649

地球環境を守る微生物 農山漁村文化協会 978-4540961656

学習まんが　少年少女日本の歴史　最新版　全２３巻 小学館 978-4092989016

日本の昔話(全５巻） 福音館 978-4834033151

世界の伝記　アインシュタイン 集英社 978-4082400279

世界の伝記　ガリレオ 集英社 978-4082400262

しくみ発見博物館　８　微生物のふしぎ 丸善 978-4621044001

ドラえもんからだシリーズ　食べ物の消化 小学館 978-4092971011

ドラえもんからだシリーズ　血液の流れ 小学館 978-4092971028

ドラえもんからだシリーズ	 からだのしくみ 小学館 978-4092971035

ドラえもんからだシリーズ　脳のはたらき 小学館 978-4092971042

ドラえもんからだシリーズ　成長とたん生 小学館 978-4092971059

ドラえもんからだシリーズ	 栄養と健康 小学館 978-4092971066

ドラえもんからだシリーズ　からだなんでも相談室 小学館 978-4092971073

ドラえもんからだシリーズ　からだなんでもクイズ 小学館 978-4092971080

ドラえもんふしぎ探検　生き物大探検 小学館 978-4092964921

ドラえもんふしぎ探検	 地球大探検 小学館 978-4092964938

ドラえもんふしぎ探検	 宇宙大探検 小学館 978-4092964952

ドラえもんふしぎ探検	 乗り物大探検 小学館 978-4092964983

ドラえもんふしぎ探検	 なぞの生き物大探検 小学館 978-4092964990

ドラえもんふしぎ探検	 地図大探検 小学館 978-4092965225

ドラえもんふしぎ探検	 植物大探検 小学館 978-4092965232

ドラえもんふしぎ探検	 地底大探検 小学館 978-4092965225

世界の発明・発見辞典 集英社 978-4082401016

世界の伝記　ノーベル 集英社 978-4082400170

世界の伝記　シュバイツアー 集英社 978-4082400118

科学偉人伝 くもん出版 978-4774301211

小学生の自由研究　１・２年生 成美堂出版 978-4415303901

小学生の自由研究　３・４年生 成美堂出版 978-4415303918

小学生の自由研究　５・６年生 成美堂出版 978-4415303925

まんが理科実験　科学・物理編 学習研究社 978-4052010538

ヒサクニヒコの恐竜図鑑 ポプラ社 978-4591077955

トコトンやさしいバイオニクスの本 日刊工業新聞社 978-4526048456

だれでもできるやさしい水のしらべかた 合同出版 978-4772601740
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かわらの小石の図鑑 東海大学出版会 978-4486013662

一冊で宇宙と地球のしくみをのみこむ本 東京書籍 978-4487798933

まんが生命のふしぎ物語　１	 いのちのもと誕生 理論社 978-4652015469

まんが生命のふしぎ物語　２	 いのちの海は大にぎわい 理論社 978-4652015476

まんが生命のふしぎ物語　３	 いのちの上陸大作戦 理論社 978-4652015483

まんが驚異の小宇宙人体　１	 生命誕生/心臓・血管 小学館 978-4092261211

まんが驚異の小宇宙人体　２	 胃・腸/肝臓 小学館 978-4092261228

まんが驚異の小宇宙人体　３	 骨・筋肉/免疫 小学館 978-4092261235

太古の北海道　化石博物館の楽しみ 北海道新聞社 978-4894534193

道産子のルーツ事典 中西出版 978-4891151058

地名アイヌ語小辞典 北海道出版企画センター 978-4832888029

NHKスペシャル地球大進化　１.生命の星　大衝突からの始まり NHK出版 978-4-14-080861-0

NHKスペシャル地球大進化　２.全球凍結 NHK出版 978-4-14-080862-7

世界のクワガタムシ・カブトムシ完全飼育ガイド 学習研究社 978-4054014602

世界のクワガタムシ・カブトムシ-カラー図鑑＆飼い方 西東社 	 978-4791613427

クワガタムシ・カブトムシの育て方 宝島社 978-4796647038

地球大図鑑 ネコパブリッシング 978-4777050741

こども鉱物図鑑 中央アート出版社 978-4813604433

名まえしらべ　岩石・鉱物 保育社 978-4586365043


