
紙の博物館　図書室　児童書リスト

書名 著者名 出版社 出版年

1 かみ（おおきなしぜんちいさなしぜん. かがく ; 9） 渡部国夫ほか/著 フレーベル館 1995

2
よわいかみ つよいかたち
（かこ・さとし かがくの本 ８）

かこ・さとし/著・絵 童心社 1998

3
やさいのかみ
（キンダーブック　しぜん　第２６集第１２編）

安田詩麻/指導・制作
河井邦彦/写真

フレーベル館 1998

4
かみ
（キンダーブック　しぜん第２８集第８編）

丸尾敏雄/指導
安田詩麻/構成・制作

フレーベル館 1999

5 かみなのに 谷内つねお/作 大日本図書 2019

6 このかみなあに?トイレットペーパーのはなし 谷内つねお/作 福音館書店 2020

書名 著者名 出版社 出版年

7 紙をつくる　新・科学の実験 少年写真新聞社 1992

8
どんな草でも紙になる　植物のせんいのふしぎ
（子ども科学図書館）

大西秀夫/著 大日本図書 1996

9
ススキやキャベツで紙に挑戦
なんでも実験 １（NHKやってみよう 第２集）

盛口襄/監修
町井弘明/実験指導

理論社 1998

10 紙の歴史（紙の大研究 １）
丸尾敏雄/監修
樋口清美/構成・文

岩崎書店 2004

11 紙とくらし（紙の大研究 2）
丸尾敏雄/監修
樋口清美/構成・文

岩崎書店 2004

12 紙をつくろう（紙の大研究 ３）
渡部國夫/監修
高岡昌江/構成・文

岩崎書店 2004

13 紙の実物図鑑（紙の大研究 ４） 岩崎書店編集部/編 岩崎書店 2004

14 紙のひみつ（学研まんがでよくわかるシリーズ35） おぎのひとし/漫画 学研研究社 2007

15
段ボールのひみつ（学研まんがでよくわかるシリーズ
41）

出口由美子/漫画 学研プラス 2008

16
おもしろ〝紙学〟　紙の未来とわたしたちの生活
防災　紙は強いんだ！わたしたちを守ってくれる

小六信和、中村文人/著 くもん出版 2020

17
おもしろ〝紙学〟　紙の未来とわたしたちの生活
リサイクル 紙はよみがえるんだ！資源を節約する

小六信和、中村文人/著 くもん出版 2020

18
おもしろ〝紙学〟　紙の未来とわたしたちの生活
エコ　紙はやさしいんだ！環境を守ってくれる

小六信和、中村文人/著 くもん出版 2020

書名 著者名 出版社 出版年

19 和紙（子どもに伝えたい和の技術2） 和の技術を知る会/著 文溪堂 2015

20
世界にほこる日本の和紙：「和紙」とその文化の背景を
考えよう！（世界遺産になった和紙１）

紙の博物館/監修 新日本出版社 2015

21
紙の発明と日本の和紙：和紙の起源と世界の紙の歴史を
調べよう！（世界遺産になった和紙２）

紙の博物館/監修 新日本出版社 2015

22
和紙の徹底研究（特徴・比較）：和紙のよさを見直そ
う！（世界遺産になった和紙３）

紙の博物館/監修 新日本出版社 2015

23
手作り和紙・和紙アート：和紙をつくってみよう！（世
界遺産になった和紙４）

こどもくらぶ/編・著 新日本出版社 2015

24 日本の手仕事 [2]：下駄職人さん・紙すき職人さんほか 遠藤ケイ/絵と文 汐文社 2017

25 和紙と文具（伝統工芸のきほん５） 	中村美枝/本文執筆 理論社 2018

26 紙すき（伝統工芸の名人に会いに行く②） 瀬戸山玄/文と写真 岩崎書店 2020

27 和紙ってなに？①東日本の和紙 和紙ってなに？編集室/編 理論社 2020

28 和紙ってなに？②西日本の和紙 和紙ってなに？編集室/編 理論社 2020

2021.7作成

紙博図書室にあるこども向けの本をリストにしてみました。
本を読んで紙のことを学んでみませんか？

◆絵本

◆紙について学べる本

◆和紙・伝統工芸について学べる本



29 和紙ってなに？③和紙のきほん 和紙ってなに？編集室/編 理論社 2020

30 和紙ってなに？④くらしのなかの和紙 和紙ってなに？編集室/編 理論社 2020

31
調べてみよう!日本の伝統工芸のみりょく
住にかかわる伝統工芸. 2 (文具と人形)

伝統的工芸品産業振興協
会/監修

ポプラ社 2020

32 世界にほこる和紙[1］和紙のよさと作り方 増田勝彦/監修 金の星社 2021

33 世界にほこる和紙[2］和紙の美しさと歴史 増田勝彦/監修 金の星社 2021

34 世界にほこる和紙[3］伝統工芸のよさを伝えよう 増田勝彦/監修 金の星社 2021

書名 著者名 出版社 出版年

35
印刷物・文房具 (くらしの中の知らない化学物質 : どうす
る21世紀の環境問題 ; 9巻)

吉永淳、廣瀬英一/執筆 くもん出版 2002

36
紙　ものづくりと再生のしくみ
（新版・環境とリサイクル ６）

本間正樹、大角修/文
菊池東太/写真

小峰書店 2003

37
コロッケ先生の情熱!古紙リサイクル授業
（はじめてのノンフィクションシリーズ）

中村文人/著 佼成出版社 2015

38 調べようごみと資源2　紙・牛乳パック・布 松藤敏彦/監修 小峰書店 2017

39 追跡　ごみのゆくえ　古紙 吉田忠正/文・写真 ほるぷ出版 2020

書名 著者名 出版社 出版年

40 ダンボールのたのしい工作教室 石井正子/著 さ・え・ら書房 1982

41
新聞紙でつくろう!
（新やさしいこうさく１）

竹井史郎/作 小峰書店 2015

42
ぎゅうにゅうパックでつくろう!
（新やさしいこうさく2）

竹井史郎/作 小峰書店 2015

43
ダンボールばこでつくろう!
（新やさしいこうさく6）

竹井史郎/作 小峰書店 2015

書名 著者名 出版社 出版年

44 The story of paper by Odile Limousin Moonlight Publishing 1986

45 造紙師父好手芸 樹火紙博物館/撰文 行政院文化建設委員会 1998

46 Paper:I know that! by Claire Llewellyn Sea to Sea 2006

書名 著者名 出版社 出版年

47 トイレットペーパー:はじめはなにをつかったの？ 柴田智子/文 PHP研究所 2000

48
牛乳パック百科 : あそべる・まなべる学習教材づくり : 総
合的な学習

宮下英雄/監修 少年写真新聞社 2004

49
落語でわかる江戸のくらし 3 (江戸のリサイクルと科学
技術)

竹内誠、市川寛明 /監修 学研教育出版 2010

50 ノートの世界を知ろう、楽しもう（ノートは友だち! ３） 伊垣尚人/監修 教育画劇 2013

51
トイレの自由研究②：紙でふく・手でふく!? : 異文化・
国際理解編

屎尿・下水研究会/監修
こどもくらぶ/編

フレーベル館 2016

52 未来をつくる！日本の産業4 軽工業 産業学会/監修 ポプラ社 2021

◆工作の本

◆外国語の本

◆その他

◆リサイクル・環境について学べる本

紙の博物館 図書室（1階）には、この他にも、自由研究のヒントとなる 紙博 図書室

小中学生向けの本がたくさんあります。（※原則予約制）

図書室の利用については、紙の博物館 図書室のページをご覧ください。

https://papermuseum.jp/ja/guide/library/

紙に関する本の探し方など、お気軽にご相談ください。


