
タ イ ト ル 著者名 タ イ ト ル 著者名
1 アーニャは、きっと来る マイケル・モーパーゴ／作 59 新やさしいこうさく　4 竹井　史郎／作

2 青いあいつがやってきた!? 松井　ラフ／作 60 新やさしいこうさく　5 竹井　史郎／作

3 あなふさぎのジグモンタ とみなが　まい／作 61 新やさしいこうさく　6 竹井　史郎／作

4 兄の名は、ジェシカ ジョン・ボイン／著 62 新やさしいこうさく　7 竹井　史郎／作

5 アランの歯はでっかいぞこわーいぞ ジャーヴィス／作 63 新やさしいこうさく　8 竹井　史郎／作

6 1日でできる!ドキドキ自由研究アイデア集 佐々木　昭弘／監修 64 新やさしいこうさく　9 竹井　史郎／作

7 いちばんさいしょのプログラミングえほん オオノ　マサフミ／絵 65 新やさしいこうさく　10 竹井　史郎／作

8 犬が来る病院 大塚　敦子／著 66 新やさしいこうさく　11 竹井　史郎／作

9 いのちは贈りもの フランシーヌ・クリストフ／著 67 新やさしいこうさく　12 竹井　史郎／作

10 ウィズ・ユー 濱野　京子／作 68 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

11 うごく!あそべる!超かんたん工作　1 ヒダ　オサム／著 69 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

12 うごく!あそべる!超かんたん工作　2 ヒダ　オサム／著 70 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

13 うごく!あそべる!超かんたん工作　3 ヒダ　オサム／著 71 すごい!うちでもこんな実験ができるんだ!! 米村　でんじろう／監修

14 うごく!あそべる!超かんたん工作　4 ヒダ　オサム／著 72 すごいね!みんなの通学路 ローズマリー・マカーニー／文

15 うごく!あそべる!超かんたん工作　5 ヒダ　オサム／著 73 スタンリーとちいさな火星人 サイモン・ジェームズ／作

16 うごく!あそべる!超かんたん工作　6 ヒダ　オサム／著 74 そうだったのか!しゅんかん図鑑 伊知地　国夫／写真

17 エカシの森と子馬のポンコ 加藤　多一／作 75 そのときがくるくる すず　きみえ／作

18 円周率の謎を追う 鳴海　風／作 76 空にむかってともだち宣言 茂木　ちあき／作

19 おいで、アラスカ! アンナ・ウォルツ／作 77 だいすきスイーツで自由研究 盛口　満／監修

20 お菓子な自由研究 東京製菓学校／監修 78 太陽と月の大地 コンチャ・ロペス=ナルバエス／著

21 親子でできるたのしい科学実験 カレン・ロマノ・ヤング／著 79 タヌキのきょうしつ 山下　明生／作

22 オランウータンに会いたい 久世　濃子／著 80 たのしくまなぶPythonプログラミング図鑑 キャロル・ヴォーダマン／ほか著

23 おれ、よびだしになる 中川　ひろたか／文 81 チキン! いとう　みく／作

24 科学者になりたい君へ 佐藤　勝彦／著 82 月はぼくらの宇宙港 佐伯　和人／作

25 風を切って走りたい! 高橋　うらら／著 83 つくって遊ぼう!ちょっとの時間でできるかんたんおもしろ工作　1・2・3年生 立花　愛子／著

26 がっこうだってどきどきしてる アダム・レックス／文 84 できるたのしくやりきるScratch 3子どもAIプログラミング入門 小林　真輔／著

27 かべのむこうになにがある? ブリッタ・テッケントラップ／作 85 天使のにもつ いとう　みく／著

28 かみさまにあいたい 当原　珠樹／作 86 でんじろう先生のおもしろ科学実験室　1 米村　でんじろう／監修

29 カラスのいいぶん 嶋田　泰子／著 87 でんじろう先生のおもしろ科学実験室　2 米村　でんじろう／監修

30 かんたんワクワク理科あそび 山村　紳一郎／監修 88 でんじろう先生のおもしろ科学実験室　3 米村　でんじろう／監修

31 きみ、なにがすき? はせがわ　さとみ／作 89 でんじろう先生のおもしろ科学実験室　4 米村　でんじろう／監修

32 脚本家が教える読書感想文教室 篠原　明夫／著 90 でんじろう先生のおもしろ科学実験室　5 米村　でんじろう／監修

33 キャパとゲルダ マーク・アロンソン／著 91 でんじろう先生のカッコいい!科学おもちゃ 米村　でんじろう／監修

34 牛乳パックで動くオリジナルおもちゃをつくろう 実野　恒久／著 92 でんじろう先生の学校の理科がぐんぐんわかるおもしろ実験 米村　でんじろう／監修

35 クニマスは生きていた! 池田　まき子／著 93 でんじろう先生の超ウケる実験ルーム 米村　でんじろう／監修

36 くろねこのどん 岡野　かおる子／作 94 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

37 決定版工作大図鑑 かざま　りんぺい／著 95 読書感想文書き方ドリル　2019 大竹　稽／著

38 心ってどこにあるのでしょう? こんの　ひとみ／作 96 読書感想文書き方ドリル　2020 大竹　稽／著

39 子どもと作るスイーツ絵本 辻口　博啓／著 97 どこからきたの?おべんとう 鈴木　まもる／作・絵

40 この川のむこうに君がいる 濱野　京子／作 98 飛ぶための百歩 ジュゼッペ・フェスタ／作

41 子ぶたのトリュフ ヘレン・ピータース／文 99 ながーい5ふん みじかい5ふん リズ・ガートン・スキャンロン／文

42 コロコロドミノ装置 野出　正和／著 100 なずずこのっぺ? カーソン・エリス／さく

43 転んでも、大丈夫 臼井　二美男／著 101 なぜなぜ?かいけつルーペくん うえたに夫婦／著

44 ザ・ヘイト・ユー・ギヴ アンジー・トーマス／作 102 夏休みエコロジ自由工作 トモ・ヒコ／著

45 最後のオオカミ マイケル・モーパーゴ／作 103 夏休みは親子で!プログラミングで目覚まし時計を作る!

46 サイド・トラック ダイアナ・ハーモン・アシャー／作 104 なにがあってもずっといっしょ くさの　たき／作

47 作文教室 こざき　ゆう／原作 105 なるほどわかったコンピューターとプログラミング ロージー・ディキンズ／文

48 作文名人への道 田中　定幸／編著 106 ねこと王さま ニック・シャラット／作・絵

49 サンドイッチクラブ 長江　優子／作 107 ばあばは、だいじょうぶ 楠　章子／作

50 しかけがいっぱいの貯金箱工作 寺西　恵里子／[著] 108 はじめてのおもしろ理科実験&工作 福井　広和／監修

51 10歳からのプログラミング 中野コンテンツネットワーク協会／編著 109 走る!動く!あそべる工作 トモ・ヒコ／著

52 ジブン専用パソコンRaspberry Piでプログラミング 阿部　和広／著 110 パソコンがなくてもわかるはじめてのプログラミング　1 松林　弘治／著

53 自由研究小学生 学研教育出版／編 111 パソコンがなくてもわかるはじめてのプログラミング　2 松林　弘治／著

54 11番目の取引 アリッサ・ホリングスワース／作 112 パソコンがなくてもわかるはじめてのプログラミング　3 松林　弘治／著

55 小学生の夏休み自由研究ブック ガリレオ工房／編著 113 ハチごはん 横塚　眞己人／写真と文

56 新やさしいこうさく　1 竹井　史郎／作 114 浜内千波のママと一緒に作る楽しいごはん 浜内　千波／著

57 新やさしいこうさく　2 竹井　史郎／作 115 火も包丁も使わない!安心・安全クッキング 寺西　恵里子／著

58 新やさしいこうさく　3 竹井　史郎／作 116 火も包丁も使わない!安心・安全クッキング 寺西　恵里子／著

「夏休みにチャレンジしてみよう」　一覧


