
書名 巻次 著者名 出版者 　　　　　出版年          

ことば絵事典 ４ スタジオＶＩＣ／編 偕成社 2006.4 031 ｺﾄﾊ-4 児童

なんでもまる見え大図鑑 ジャクリーン・ミットン／ほか著 河出書房新社 2014.11 033 ﾐﾂﾄ 児童

ぼくのロボット大旅行 松岡達英／さく 福音館書店 198404 291 ﾏﾂｵ 児童

世界が注目！凄ワザ大国ニッポン １ 中村智彦／監修 日本図書センター 2011.2 302 ｾｶｲ-1 児童

世界にほこる日本の先端科学技術 ３ こどもくらぶ／編 岩崎書店 2014.3 402 ｾｶｲ-3 児童

発明・発見 学習研究社 2007.3 403 ﾊﾂﾒ 児童

ネクスト・アインシュタインようこそ研究室へ ４ 日本宇宙少年団／編 新日本出版社 2006.2 407 ﾈｸｽ-4 児童

テクノロジー サイモン・バシャー／絵 玉川大学出版部 2013.5 500 ﾊｼﾔ 児童

日本の技術 こどもくらぶ／編さん ほるぷ出版 2009.10 502 ﾆﾎﾝ 児童

しくみが見える図鑑 小峯龍男／監修 成美堂出版 2012.5 504 ｼｸﾐ 児童

もののしくみ大図鑑 ジョエル・ルボーム／文 世界文化社 2011.10 504 ﾙﾎﾑ 児童

動く！遊べる！小学生のおもしろ工作 滝川洋二／監修 成美堂出版 2011.7 507 ｳｺｸ 児童

北原照久の動くロボットをつくろう！ １ 宮澤眞治／執筆・制作 理論社 2006.1 507 ｷﾀﾊ-1 児童

北原照久の動くロボットをつくろう！ ２ 宮澤眞治／執筆・制作 理論社 2006.1 507 ｷﾀﾊ-2 児童

北原照久の動くロボットをつくろう！ ３ 宮澤眞治／執筆・制作 理論社 2006.3 507 ｷﾀﾊ-3 児童

北原照久の動くロボットをつくろう！ ４ 宮澤眞治／執筆・制作 理論社 2006.3 507 ｷﾀﾊ-4 児童

工場の底力 ４ かもがわ出版 2012.12 509 ｺｳｼ-4 児童

町工場の底力 ３ 〔こどもくらぶ〕／〔編〕 かもがわ出版 2013.12 509 ﾏﾁｺ-3 児童

きかいのなかみ 稲見辰夫／ぶん 福音館書店 199704 530 ｲﾅﾐ 児童

おもしろメカワールド 日本機械学会／編 オーム社 2006.7 530 ｵﾓｼ 児童
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緊急の乗り物 スティーブ・パーカー／著 ゆまに書房 2011.2 530 ﾊｶ 児童

道具と機械の本 デビッド・マコーレイ／〔著〕 岩波書店 2011.9 530 ﾏｺﾘ 児童

身近な道具と機械の図鑑 川村康文／監修 ＰＨＰ研究所 2003.8 530 ﾐｼｶ 児童

考えるロボット デイビッド・ジェフリス／著 ほるぷ出版 2008.12 548 ｼｴﾌ 児童

はたらくロボット デイビッド・ジェフリス／著 ほるぷ出版 2009.1 548 ｼｴﾌ 児童

たたかうロボット デイビッド・ジェフリス／著 ほるぷ出版 2009.2 548 ｼｴﾌ 児童

はたらくロボット １ 富山健／監修 汐文社 2011.10 548 ﾊﾀﾗ-1 児童

はたらくロボット ２ 富山健／監修 汐文社 2011.12 548 ﾊﾀﾗ-2 児童

夢が現実に！ロボット新時代 第１巻 毛利衛／監修 学習研究社 2005.1 548 ﾕﾒｶ-1 児童

夢が現実に！ロボット新時代 第２巻 毛利衛／監修 学習研究社 2005.1 548 ﾕﾒｶ-2 児童

夢が現実に！ロボット新時代 第３巻 毛利衛／監修 学習研究社 2005.1 548 ﾕﾒｶ-3 児童

夢が現実に！ロボット新時代 第４巻 毛利衛／監修 学習研究社 2005.1 548 ﾕﾒｶ-4 児童

ロボカップジュニアガイドブック 子供の科学編集部／編 誠文堂新光社 2002.6 548 ﾛﾎｶ 児童

ロボット大図鑑 門田和雄／監修 ＰＨＰ研究所 2007.4 548 ﾛﾎﾂ 児童

デジタル機器 スティーブ・パーカー／著 ゆまに書房 2010.7 549 ﾊｶ 児童

テレビでたどる子どもの文化 １ 片岡輝／総監修 岩崎書店 2005.3 699 ﾃﾚﾋ-1 児童

スーパーおり紙ヒコーキ 戸田拓夫／著 いかだ社 2005.7 754 ﾄﾀ 児童

世界を変えるデザインの力 １ ナガオカケンメイ／監修 教育画劇 2013.2 757 ｾｶｲ-1 児童

ＳＦ名作コレクション １０ 岩崎書店 2005.10 908 ｴｽｴ-10 児童

さあゆけ！ロボット 大石真／作 理論社 198005 913 ｵｵｲ 児童

さあゆけ！ロボット 大石真／作 理論社 2006.2 913 ｵｵｲ 児童

ママがこわれた 後藤みわこ／作 岩崎書店 2000.12 913 ｺﾄｳ 児童

月の上のつよがりロボット 古田足日／作 あかね書房 199511 913 ﾌﾙﾀ 児童
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ロボット・カミイ 古田足日／さく 福音館書店 198205 913 ﾌﾙﾀ 児童

月の上のガラスの町 古田足日／作 日本標準 2010.4 913 ﾌﾙﾀ 児童

ロボット・カミイ 古田足日／さく 福音館書店 198205 913 ﾌﾙﾀ 児童

きまぐれロボット 星新一／作 理論社 2005.6 913 ﾎｼ 児童

頭の大きなロボット 星新一／作 理論社 2002.7 913 ﾎｼ 児童

ゾウになった赤ちゃん ジョーン・エイキン／作 岩波書店 2010.11 933 ｴｲｹ-3 児童

ロボママ エミリー・スミス／作 文研出版 2005.5 933 ｽﾐｽ 児童

ロボットのくにＳＯＳ たむらしげる／さく 福音館書店 199609 E ﾀﾑﾗ 児童

きりのカーニバル たむらしげる／作 福音館書店 2006.2 E ﾀﾑﾗ 児童

へんてこロボットのぼうけん 平山暉彦／作 福音館書店 2015.1 E ﾋﾗﾔ 児童

こんなおみせしってる？ 藤原マキ／さく 福音館書店 2010.10 E ﾌｼﾜ 児童

やぎのはかせのだいはつめい 槇ひろし／さく・え 福音館書店 2001.10 E ﾏｷ 児童

ロボットの大常識 小林雅子／文 ポプラ社 2007.3 548 ｺﾊﾔ 児童Ｈ

探査するロボット デイビッド・ジェフリス／著 ほるぷ出版 2008.9 548 ｼｴﾌ 児童Ｈ

新・＊ロボット大図鑑 ＰＨＰ研究所／編 ＰＨＰ研究所 2003.2 548 ｼﾝ* 児童Ｈ

はたらくロボットのひみつ オフィス・イディオム／構成
学研パブリッシンググ
ローバルＣＢ事業室

201503 548 ﾊﾀﾗ 児童Ｈ

友だちロボットがやってくる 羅志偉／著 くもん出版 2009.3 548 ﾗ 児童Ｈ

ロボット大図鑑 福田敏男／監修 ＰＨＰ研究所 2001.9 548 ﾛﾎﾂ 児童Ｈ

ふしぎの森のヤーヤーなみだのひみつ 内田麟太郎／作 金の星社 2009.6 913 ｳﾁﾀ 児童Ｈ

ロボロボ きむらゆういち／作 小学館 2011.4 913 ｷﾑﾗ 児童Ｈ

レンタルロボット 滝井幸代／作 学研教育出版 2011.9 913 ﾀｷｲ 児童Ｈ

きまぐれロボット 星新一／作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014.3 913 ﾎｼ 児童Ｈ

ロボ☆友 星乃ぬう／作 集英社 2013.3 913 ﾎｼﾉ 児童Ｈ
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ふしぎなエレベーター わたりむつこ／作 フレーベル館 2011.2 913 ﾜﾀﾘ 児童Ｈ

犬ロボ、売ります レベッカ・ライル／作 徳間書店 2008.4 933 ﾗｲﾙ 児童Ｈ

おんぼロボット アキヤマレイ／作 理論社 2007.12 E ｱｷﾔ 児童Ｈ

のびろ！レーゴム きだつよし／文・絵 情報センター出版局 2008.12 E ｷﾀ 児童Ｈ

テンサイちゃんとロボママ サイモン・ジェームズ／作 小学館 2007.12 E ｼｴﾑ 児童Ｈ

ランスロットとパブロくん たむらしげる／作 偕成社 2003.10 E ﾀﾑﾗ 児童Ｈ

ランスロットのきのこがり たむらしげる／作 偕成社 2004.10 E ﾀﾑﾗ 児童Ｈ

ランスロットのはちみつケーキ たむらしげる／作 偕成社 2005.10 E ﾀﾑﾗ 児童Ｈ

おじいちゃんはロボットはかせ つちやゆみ／さく・え 文渓堂 2011.8 E ﾂﾁﾔ 児童Ｈ

ぺったんロボット 二代目喜一郎／さく・え 新風舎 2005.2 E ﾆﾀｲ 児童Ｈ

ＳＦはこれを読め！ 谷岡一郎／著 筑摩書房 2008.4 902 ﾀﾆｵ 児童Ｓ

ジュニアエラ　月刊　（2015年10月号） 朝日新聞出版 051 ｼﾕﾆ 児童
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http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=2014004&kgrn=0&tso=on%22

