
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 56 セカイを科学せよ! 安田　夏菜／著

2 青いあいつがやってきた!? 松井　ラフ／作 57 そうだったのか!しゅんかん図鑑 伊知地　国夫／写真

3 頭がよくなる必殺!読書術 斎藤　孝／著 58 その扉をたたく音 瀬尾　まいこ／著

4 あなふさぎのジグモンタ とみなが　まい／作 59 そのときがくるくる すず　きみえ／作

5 兄の名は、ジェシカ ジョン・ボイン／著 60 タヌキのきょうしつ 山下　明生／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 61 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

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 62 ちびまる子ちゃんの読書感想文教室 貝田　桃子／著

8 ウィズ・ユー 濱野　京子／作 63 チョコレートタッチ パトリック・スキーン・キャトリング／作

9 エカシの森と子馬のポンコ 加藤　多一／作 64 つくしちゃんとおねえちゃん いとう　みく／作

10 江戸のジャーナリスト葛飾北斎 千野　境子／著 65 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

11 おいで、アラスカ! アンナ・ウォルツ／作 66 天使のにもつ いとう　みく／著

12 お菓子な自由研究 東京製菓学校／監修 67 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

13 おまかせ自由研究&調べ学習 朝日小学生新聞編集部／編・著 68 統計と地図の見方・使い方 渡辺　美智子／監修

14 おもしろこども工作大集合 69 読書感想文書き方ドリル　2020 大竹　稽／著

15 親子で学ぶ!科学的思考力を育む自学のススメ 渕上　正彦／著 70 どこからきたの?おべんとう 鈴木　まもる／作・絵

16 オランウータンに会いたい 久世　濃子／著 71 飛ぶための百歩 ジュゼッペ・フェスタ／作

17 おれ、よびだしになる 中川　ひろたか／文 72 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

18 科学者になりたい君へ 佐藤　勝彦／著 73 なぜなぜ?かいけつルーペくん うえたに夫婦／著

19 風を切って走りたい! 高橋　うらら／著 74 夏休み!発酵菌ですぐできるおいしい自由研究 小倉　ヒラク／文・絵

20 風の神送れよ 熊谷　千世子／作 75 夏休みは親子で!プログラミングで目覚まし時計を作る!

21 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 76 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

22 かみさまにあいたい 当原　珠樹／作 77 ねこと王さま ニック・シャラット／作・絵

23 カラスのいいぶん 嶋田　泰子／著 78 ばあばにえがおをとどけてあげる コーリン・アーヴェリス／ぶん

24 気象予報士が楽しく教える!雲と天気のよくばり自由研究 金子　大輔／著 79 はじめてのおもしろ理科実験&工作 福井　広和／監修

25 キッチンでおやつマジック大百科 村上　祥子／料理製作・監修 80 ハチごはん 横塚　眞己人／写真と文

26 脚本家が教える読書感想文教室 篠原　明夫／著 81 ヒマラヤに学校をつくる 吉岡　大祐／著

27 キャパとゲルダ マーク・アロンソン／著 82 100円グッズで不思議!面白い! 工作・実験工房／著

28 クイズ&パズルでわかる数と図形のナゾ コリン・スチュアート／著 83 111本の木 リナ・シン／文

29 クジラの骨と僕らの未来 中村　玄／著 84 ヒロシマ消えたかぞく 指田　和／著

30 決定版工作大図鑑 かざま　りんぺい／著 85 フラミンゴボーイ マイケル・モーパーゴ／作

31 建築家になりたい君へ 隈　研吾／著 86 平和のバトン 弓狩　匡純／著

32 工作でわかるモノのしくみ ニック・アーノルド／著 87 ぼくとニケ 片川　優子／著

33 心ってどこにあるのでしょう? こんの　ひとみ／作 88 ぼくのあいぼうはカモノハシ ミヒャエル・エングラー／作

34 子どもと作るスイーツ絵本 辻口　博啓／著 89 ぼくの弱虫をなおすには K.L.ゴーイング／作

35 この川のむこうに君がいる 濱野　京子／作 90 星の旅人 小前　亮／著

36 この世界からサイがいなくなってしまう 味田村　太郎／文 91 北極と南極の「へぇ〜」くらべてわかる地球のこと 中山　由美／文・写真

37 子ぶたのトリュフ ヘレン・ピータース／文 92 ポリぶくろ、1まい、すてた ミランダ・ポール／文

38 コロコロドミノ装置 野出　正和／著 93 牧野富太郎 清水　洋美／文

39 ザ・ヘイト・ユー・ギヴ アンジー・トーマス／作 94 魔女ののろいアメ 草野　あきこ／作

40 サイド・トラック ダイアナ・ハーモン・アシャー／作 95 マンザナの風にのせて ロイス・セパバーン／作

41 作文教室 こざき　ゆう／原作 96 マンホール大百科　西日本編 鈴木出版マンホール研究会／編

42 サンドイッチクラブ 長江　優子／作 97 みずをくむプリンセス スーザン・ヴァーデ／文

43 しかけがいっぱいの貯金箱工作 寺西　恵里子／[著] 98 水を縫う 寺地　はるな／著

44 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 99 みんなのためいき図鑑 村上　しいこ／作

45 ジブン専用パソコンRaspberry Piでプログラミング 阿部　和広／著 100 もうひとつの屋久島から 武田　剛／著

46 自由研究小学生 学研教育出版／編 101 もぐらはすごい アヤ井　アキコ／著

47 自由研究にぴったり!夏休みの自然観察 中村　忠昌／監修 102 文部科学大臣賞を受賞した小学1年生のすごい自由研究「セミをさがしたなつやすみ」 吉川　蒼都／著

48 自由研究もエコで楽しく!ペットボトル・牛乳パックのかんたん工作 くるくるリサイクル工作研究会／著 103 山のちょうじょうの木のてっぺん 最上　一平／作

49 11番目の取引 アリッサ・ホリングスワース／作 104 ゆりの木荘の子どもたち 富安　陽子／作

50 小学生の夏休み自由研究ブック ガリレオ工房／編著 105 理科の考える力をつけよう! 小森　栄治／監修

51 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 106 りんごの木を植えて 大谷　美和子／作

52 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 107 月と珊瑚 上條　さなえ／著

53 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 108 廉太郎ノオト 谷津　矢車／著

54 スタンリーとちいさな火星人 サイモン・ジェームズ／作 109 わくわく科学実験図鑑 クリスタル・チャタトン／[著]

55 捨てないパン屋の挑戦 井出　留美／著 110 わたしたちのカメムシずかん 鈴木　海花／文

「夏休み　読んでみよう！やってみよう！」　一覧


