索引

さくいん
えんぴつけずり ‥‥‥‥‥‥‥‥‥89

カラー版木 ‥‥‥141、
156、167、
184
カラー版木厚口

アートナイフ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 197

‥‥‥‥‥‥‥‥141、156、167、184

赤丸20日大根 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥28

カラーポリ袋

‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19、23、
104、
206

掲示用クリアーファイル

あさがお ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 25、
27

オーロラBOXYツイスター ‥‥‥‥21

‥‥‥‥‥‥‥ 20、35、
95、
110、125

ケナフ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16、
28、
52

あさがおのこやし ‥‥‥‥‥‥‥‥28

応用ベル ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥71

カラーメタルペーパー ‥‥‥‥‥ 179

ケプラー式望遠鏡作り ‥‥‥‥‥‥87

あさがおのたね ‥‥‥‥‥‥‥‥‥28

応用モーター ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥71

カラフル くっつき マスコット B型‥ 108

元気な土の素 ‥‥‥‥‥‥ 28、
36、
52

アスカスポンジローラー

おうレンズ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥87

かるたづくり ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥35

けんだま ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥34
顕微鏡‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17、64、
84

‥‥‥98、114、128、142、157、168、188

大型実用テープカッター ‥‥‥‥ 165

カルちゃん ‥‥‥‥‥‥‥ 102、
189

アスカ版画インキ

大型スクリューセット‥‥‥‥‥‥ 199

簡易電流計 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥72

‥‥‥98、114、128、142、157、168、188

大型鉄球‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥73

簡易モーター ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥71

アスカ油性版画インキ ‥‥‥‥‥ 188

大型名札‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥28

かんたん彩色木はん画

アスコット双眼鏡 ‥‥‥‥‥‥‥‥85

大型ねんどケース ‥‥‥‥‥‥‥ 189

‥‥‥‥‥‥‥‥139、154、
166、185

工作袋‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 137、196

あぜくらオルゴールボックス ‥‥‥ 174

オカリナ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 201

かんたん支柱 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 24、
26

工作方眼紙‥‥‥‥ 50、63、
179、
199

あつがみボンド

オクラ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 28、36

乾電池‥‥‥‥‥ 49、57、
72、
81、89

工作用具基本セット ‥‥124、137、196

‥‥‥‥‥‥ 95、110、
125、136、
198

おさんぽ トコトコ ‥‥‥‥‥‥‥‥93

かんらん車 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥88

あつめて、
ならべて、
いいかんじ ‥‥ 109

おしばなづくり ‥‥‥‥‥‥‥‥‥29

ゴー！ゴー！ドリームカー ‥‥‥‥ 136

アミアミアミーゴ ‥‥‥‥‥‥‥ 163

おって たてたら ‥‥‥‥‥‥‥‥‥91

高透明掲示ホルダー4つ切

アルニコ磁石 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥46

お道具箱 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 103、206

アルパー ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 180

おもしろアイデアボックス ‥‥‥‥ 133

安全刃折処理器ポキ ‥‥‥ 117、197

おもちゃかぼちゃ ‥‥‥‥‥‥ 28、65

工作用万能はさみ ‥‥‥‥ 125、
197

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19、104、
207
キーホルダー金具 ‥‥‥‥‥‥‥ 201
ギコギコクリエーター D型

ここがお気に入り ‥‥‥‥‥‥‥ 120
コマコマアニメーション

おもりのはたらき ‥‥‥‥‥‥‥‥73

（つくって、
つかって、
たのしんで） ‥ 135

（形と色が動き出す！） ‥‥ 150、
165

折りたたみ工作のこぎり ‥ 137、196

ギコギコトントン B型 ‥‥‥ 123、
135

ゴム板磁石 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥31

板紙とっぱん台紙 ‥‥‥‥‥‥‥ 184

木ごま ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥34

ゴム磁石 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥46

切ってつないで大へんしん ‥‥‥ 119

ごむのおもちゃ ‥‥‥‥‥‥‥ 32、
41

キャップ式はさみ ‥‥ 102、
117、197

ゴムの力で ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 122

板のパズル C型 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 149

ガーデンクーラースターターキット ‥21

キュウリ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥52

ゴムふうせん ‥‥‥‥‥‥‥‥ 20、
35

1まいの板から A型

カーボン紙 ‥‥‥141、156、
168、187

競技用けん玉 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥34

ゴリゴリごま ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 123

懐中電燈作り ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥89

強力カラー磁石 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥31

コリントゲーム ‥‥‥‥‥ 123、
134

板じめ和紙 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 181

（わたしはデザイナー 12さいの力で）‥ 164
一版多色刷版画

かざぐるまづくり‥‥‥‥‥‥‥‥‥35

切出しナイフ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 197

5連だこ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 202

‥‥‥‥‥‥‥‥140、155、
166、186

ガステック簡易気体検知器セット‥‥74

切りとり紙はんが E型 ‥ 114、
126、183

コロコロガーレ ‥‥‥‥‥‥‥‥ 134

一版多色刷版画用黒和紙

ガステック気体採取器（単品） ‥‥‥74

金属板‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥75

コロコロ大さくせん！ ‥‥‥‥‥‥ 109

‥‥‥‥‥‥‥‥141、156、
168、187

風やゴムのはたらき ‥‥‥‥‥ 38、39

金属棒‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥63

糸のこスイスイ ‥‥‥‥‥‥‥‥ 147

型おしローラーセット

コロコロゆらりん ‥‥‥‥‥‥‥‥92
こん虫のもけい作り ‥‥‥‥‥‥‥37

糸のこのドライブ ‥‥‥‥‥‥‥ 147

‥‥‥‥‥‥‥‥ 96、112、
128、188

コンデンサー ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥82

いとまきぐるま ‥‥‥‥‥‥‥ 32、
41

カタパルト ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 32、41

こんにちは、
ふわふわさん ‥‥‥‥ 120

いろいろな木切れ ‥‥‥‥‥‥‥ 123

片面ダンボール ‥‥‥‥‥‥‥‥ 180

空気あつめのポリ袋 ‥‥‥‥‥‥‥60

コンパスカッター ‥‥‥‥‥‥‥ 197

いろいろはりがね ‥‥‥‥‥‥‥ 150

片面マット塩ビ板 ‥‥‥‥‥‥‥ 188

空気でっぽう ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥60

コンペックス
（メジャー）‥‥ 137、
196

彩ふうりん ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 200

学校ひきだし ‥‥‥‥‥‥ 103、206

空気と水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 58、
59

いろみず・いろぞめあそび ‥‥‥‥‥29

カッターナイフ ‥‥‥‥‥ 117、197

クーピーペンシル ‥‥‥‥ 103、
204

色和紙‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 180

カッターナイフタワー‥‥‥‥‥‥ 108

くぎうちゲーム B型 ‥‥‥ 123、134

インテリア＆光の町 ‥‥‥ 121、
136

金づち ‥‥‥‥‥‥‥ 124、137、196

釘セット ‥‥‥‥‥‥‥‥ 137、
196

カバースル ‥‥‥‥‥‥‥‥ 19、207

草花のこやし ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥28

彩色版画用和紙 ‥‥141、156、168、187

かぼちゃ
（東京南瓜）‥‥‥‥‥‥‥65

くしゃくしゃがみセット ‥ 93、
111、
119

ざいりょうからひらめき ‥‥‥‥‥ 107

くしゃくしゃ ぎゅっ

さくひんいれ

かまくら ‥‥‥‥141、156、
168、187
植木鉢‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 24、26、29

紙コップ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 180

うけざら A型 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 24、
29

紙皿‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 180

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 107

（ギュッとしたい わたしの「お友だち」）

サーモテープ ‥‥‥‥‥‥‥‥ 63、
81

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 23、103、
207
さくひんバッグ F型

動き出すストーリー A型 ‥‥‥‥ 163

紙すきセット ‥‥‥‥‥‥‥ 16、201

くだもの電池セット ‥‥‥‥‥‥‥87

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22、103、
207

うちわ骨と和紙セット ‥‥‥‥‥ 181

紙すき用パルプ ‥‥‥‥‥‥ 16、201

くつの芯 ‥‥‥‥‥‥ 101、
117、193

サクラ クレパス ‥‥‥‥‥ 103、
204

畝‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 187

紙とっぱん ‥‥‥‥‥‥‥ 127、184

グッドラック ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 175

サクラ 工作ポスターカラー ‥ 20、
204

上ざらてんびん ‥‥‥‥‥‥‥ 43、
76

紙とっぱん両面台紙 ‥‥‥‥‥‥ 184

ぐにゃぐにゃだこ‥‥‥‥ 33、
202、203

サクラ マイネーム ‥‥‥‥ 103、
204

雲龍石‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 194

紙ねんど ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 191

くねくね糸のこパズル‥‥‥‥‥‥ 149

三角形づくり ‥‥‥‥‥‥‥ 50、
199

紙の植木鉢 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥28

組立済みメロディーボックス‥‥‥ 174

三角定規 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 117、
199

かみはんが ‥‥‥ 97、113、127、
182

クラシックアートボックス ‥‥‥‥ 173

三角ニードル ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 188

紙袋セット ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 111

クラシックフォトボックス ‥‥‥‥ 173

3極モーター ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥88

液体ねんど

紙やすりセット ‥‥‥‥‥ 137、196

クラシックラック ‥‥‥‥‥‥‥‥ 176

さんすうメイト ‥‥ 50、
63、
117、
199

カラー片面ダンボール ‥‥‥‥‥ 180

クラフトナイフ S型 ‥‥‥ 124、
197

カラーゴム板磁石 ‥‥‥‥‥‥‥‥31

クリアフォトスタンド ‥‥‥‥‥‥ 175

エダマメ ‥‥‥‥‥‥‥‥ 28、
36、52

カラーゴムタイヤ ‥‥‥‥‥‥‥‥32

クリアブック ‥‥‥ 19、
23、
104、206

エッチングペーパー ‥‥‥‥‥‥ 188

カラーゴムタイヤセット ‥‥‥‥‥‥32

クリスタルメロディー ‥‥‥‥‥‥ 176

エナメル線 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥72

カラーダンボール ‥‥‥‥ 125、180

クリップ付リード線‥‥‥‥ 57、72、81

えのぐローラーはんがセット

カラードタック ‥‥‥‥‥‥‥‥ 180

くるくるクランク ‥‥‥‥‥‥‥‥ 163
くるくるクルル ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 200

カラードテープ ‥‥‥‥‥‥‥‥ 180
カラードフォルムS

クルクル まわして A型 ‥‥‥‥‥‥91

‥‥‥‥‥‥ 96、112、
128、157、
182

‥‥‥ 95、
111、125、138、
153、179

くるくる回して B型 ‥‥‥‥‥‥‥ 152

LEDにじいろライト

カラーねんどでつくる!!ランプシェードセット

クレイランド ‥‥‥‥ 144、
170、
191

‥‥‥‥‥ 101、109、
117、130、
137

‥‥101、116、131、145、161、172、193

145、
152、
159、
161、172、
192

カラー版画ボード

LED豆電球‥‥‥‥‥‥‥ 49、57、81

‥‥‥‥‥‥‥‥141、156、
167、184

索引

‥‥‥‥‥‥ 96、112、
128、157、
182
えのぐローラーはんがセット用スポンジ

さくいん

‥‥100、116、131、144、160、171、193
エコ・ウッディ ‥‥‥‥‥‥ 102、
189

209

索引

さくいん
て

幸せを運ぶカード
（ハッピーカード）

ソーラーウォーカー ‥‥‥‥‥‥‥86

鉄芯ごま ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥34

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 133

ソーラーモーター ‥‥‥‥‥‥‥‥56

テープカッターづくり ‥‥‥‥‥‥ 165

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 108

飼育箱‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 30、37、76

ソーラーモーターベース ‥‥‥‥‥56

テープカッター用おもり‥‥‥‥‥ 165

ねんどばんカッターばん ‥ 102、
189

ねんどでつくる!! くっつき マスコット A型

ジーフィーポット‥‥‥‥‥ 28、36、52

造形カラーペーパー

テープカッターラック ‥‥‥‥‥‥ 176

ねんどへら ‥‥‥‥‥‥‥ 102、
189

しおりづくり ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥31

‥‥‥ 94、111、124、
138、153、
178

手足が動くらくらく芯材 B型‥‥169、
192

粘土保管用チャック袋

しきし ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 177

創作カラーペーパー

てこのはたらき ‥‥‥‥‥‥‥‥‥77

‥‥100、116、130、145、161、171、193

色紙額‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 177

‥‥‥ 94、111、124、
138、153、
178

デコパネ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 179

じしゃく ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 44、
46

卒業記念プレート ‥‥‥‥‥‥‥ 177

デザインカラー方眼紙 ‥‥‥‥‥ 179

じしゃくセット‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥46

そめ紙用和紙 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 181

手づくり紙はんが B型

じしゃくのおもちゃ ‥‥‥‥‥‥‥‥31
下絵用紙 ‥‥‥‥141、
156、168、
187
しつけっこセット‥‥‥‥‥‥‥‥ 200

た

の

‥‥‥‥‥‥‥‥ 98、114、127、
184

のこぎりひいてザク、
ザク、
ザク ‥‥ 122

手引糸のこ ‥‥‥‥‥‥‥ 149、
196

のたのた人形 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 32、41

手引糸のこ用替刃 ‥‥‥‥ 149、
196

のびのびクレイ

実験用ボンベ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥74

耐水クリヤー

手まわし送風機ウィンドチェンジャー‥ 39

‥‥ 99、115、129、143、158、169、190

室内機ウインディ ‥‥‥‥‥‥‥ 199

‥‥‥‥‥‥‥‥130、160、172、
194

手回し発電機エネダス ‥‥‥‥‥‥82

自動車工作セット ‥‥‥‥‥‥‥‥88

台付温度計‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 37、65

テラコッタねんど ‥‥ 160、
171、
194

じどうしゃづくり ‥‥‥‥‥‥‥ 32、
41

タイヤをつけて出発進行!! ‥‥‥‥ 121

DXアートボックス E型 ‥‥‥‥‥ 174

は

指導用空気でっぽう ‥‥‥‥‥‥‥60

太陽電池‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 53、56

電気と光 ‥‥‥‥‥‥ 53、
54、
55、56

しゃ光ばん ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 43、
82

太陽電池台セット ‥‥‥‥‥‥‥‥56

電気の利用 ‥‥‥‥‥ 78、79、
80、
81

配線材料‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥89

車台‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 32、41、57

太陽の光とかげ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥42

展示かさね画板 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 204

はこアニメ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥86
はこ かざるんるん ‥‥‥‥‥‥‥‥92

パーソナル製本機 ‥‥‥‥‥ 21、
207

車輪‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 32、41

大和彫刻刀‥‥‥‥‥‥‥ 142、187

電子メロディー ‥‥‥‥‥‥‥ 56、
82

ジャンボいろがみ ‥‥‥‥‥‥‥ 179

たけとんぼ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥35

電磁石用アルミ芯 ‥‥‥‥‥‥‥‥71

10連だこ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 202

竹とんぼをとばしてあそぶ ‥‥‥‥ 123

電池ボックス ‥‥‥‥ 49、
57、
72、
81

（どうぶつむらのピクニック）‥‥‥‥92

ジョイフル双眼鏡 ‥‥‥‥‥‥‥‥85

竹ひご ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 33、196

電動糸鋸用替刃 ‥‥‥‥‥ 149、
196

パステルいろがみ ‥‥‥‥‥‥‥ 179

ジョイントニップル ‥‥‥‥‥‥‥‥21

竹ものさし ‥‥‥‥‥‥‥ 117、199

電熱線
（ニクロム線）‥‥‥‥‥‥‥81

パステルカラーペーパー

小うちわ ‥‥‥‥‥ 20、
35、41、181

たこ糸 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 33、202

電流と電磁石 ‥‥‥‥ 68、
69、70、
71

じょうろ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥28

たこ作り ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 202

書道展示ホルダー ‥‥‥‥‥ 19、207

たこ用紙 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 33、203

書道用具‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 51、
205

たこ用割竹 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 33、203

書道用半紙 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 205

立ち上がれ！マイ・ライン ‥‥‥‥ 151

とうくろう

伸縮プラシート ‥‥‥‥‥‥‥‥ 201

タックしきいろはんが ‥‥ 96、112、
182

‥‥‥‥‥ 130、144、
159、171、194

発電機‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 72、89

人体図‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥76

たねの発芽 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥65

とうくろうカラー ‥‥‥ 159、
171、194

ハッピー小もの入れ

新バケット筆洗 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 204

楽しいクレヨンカップ ‥‥‥‥‥‥ 200

トーナルカラー ‥‥‥‥‥‥ 95、
179

楽しいぬりえカップ ‥‥‥‥‥‥ 200

動物や人のからだ A型 ‥‥‥‥‥‥76

たんけんバッグ ‥‥‥‥‥‥‥ 18、22

透明塩ビ板 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 188

‥‥‥ 95、111、125、
138、153、
179

単三電池ボックス ‥‥‥‥ 49、57、
72

透明カラーポリ袋セット ‥‥‥‥‥95

はなとやさいの土 ‥‥‥‥‥‥ 28、
36

ダンボールカッター ‥ 117、125、
197

透明ソケット ‥‥‥‥‥‥ 49、
57、
81

はにわねんど ‥‥‥‥ 159、
170、
191

スイッチ ‥‥‥‥‥‥ 49、
57、
72、81
水溶液の性質 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥75
水溶性つやだしニス"テカット"

ち

はこで つくったよ

‥‥‥ 94、111、
124、138、
153、178
パズル版画 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 187

と

発光ダイオード ‥‥‥‥‥ 49、
56、
82
8色 タックしき はんが
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 96、112、182

（カラフルねんど土のお店へようこそ）‥ 119
ハッピーペーパー

透明半球‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥64

パブロクレイ ‥‥‥‥ 144、
159、
191

透明プラシート ‥‥‥‥‥‥‥‥‥31

ハミングはさみ ‥‥‥‥‥ 102、
197

とうもろこし ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥28

バルサシート ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 196

スーパーコンパス ‥‥‥‥‥ 50、
199

地球儀‥‥‥‥‥‥‥‥ 16、73、
200

どきどきカード ‥‥‥‥‥‥‥‥ 110

バレン

スーパーソーラーカー ‥‥‥‥‥‥86

チャオ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 102、189

ときめき コンサート ‥‥‥‥‥‥ 110

‥‥ 98、114、128、142、157、168、187

スーパーブザー ‥‥‥‥‥‥‥‥‥89

ちゅうしゃき ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥60

とつレンズ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥87

版画スポンジローラー

‥‥‥‥‥ 160、171、
177、
194、198

スーパーボールセット ‥‥‥‥ 32、
41

ちゅうしゃき台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥60

トントンつないで D型 ‥‥‥‥‥ 135

‥‥ 98、114、128、142、157、168、188

スカッター ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 207

彫刻刀"彫っ太郎" ‥‥‥‥ 142、187

トントンドンドンくぎうち名人

版画専用厚口ベニヤ

スクールカイト ‥‥‥‥‥‥ 33、
203

蝶番セット ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 165

スクール顕微鏡 ‥‥‥‥‥ 17、
64、
84

チョキチョキ かざり

スクールタイマー4 ‥‥21、
23、
82、206

（チョッキン パっで かざろう） ‥‥‥91

スクールひきだし ‥‥‥‥ 103、
206

直線定規‥‥‥‥‥‥‥ 50、117、
199

すごろくあそび ‥‥‥‥‥‥‥‥‥35
スターパル望遠鏡 ‥‥‥‥‥‥‥‥85
スチレン版画 ‥‥‥‥‥‥ 128、184

つ

（サクサク小刀名人）‥‥‥‥‥‥ 122

版画用和紙‥‥‥141、156、
168、187
ハングライダー ‥‥‥‥‥‥‥‥ 199

名前クリップ ‥‥‥‥‥‥‥ 19、
207

万能型棒温度計‥‥‥‥‥ 37、52、
65

‥‥ 98、113、126、142、157、167、183

月と太陽 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥83

なるこづくり ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥34

ステンシルはんが ‥‥‥ 96、
112、183

月の早見板 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥62

わいわいなわとび ‥‥‥‥‥‥‥ 103

ひ
ビー玉、
大ぼうけん A型 ‥‥‥‥ 152

に

ヒートン ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 201

ストローで こんにちわ ‥‥‥‥‥ 110

‥‥ 99、115、129、143、158、170、190

砂絵づくり ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 201

筒型造形粘土ファイブ

２極モーター ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥71

光と色のファンタジー A型 ‥‥‥ 120

スペース800M ‥‥‥‥‥‥‥‥‥85

‥‥‥‥‥‥‥‥130、159、170、
194

２段プーリー ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥57

ひかりの くにの なかまたち ‥‥‥‥93

強くてやさしい組み木パズル ‥‥ 164

ニューライトリー

光のさしこむ絵 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 133

つるなし菜豆 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥28

‥‥ 99、115、129、143、158、169、190

索索

さくいん

つくって、
つかって、
たのしんで B型 ‥ 136
つちいろねんど

版画用ベニヤ ‥‥141、
156、
167、
184

名札‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 28、36
なるこ B型 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥34

ステンドグラス A型 ‥ 121、
136、152

‥‥‥‥‥‥‥‥141、156、
168、187

なにが でてくるかな!? ‥‥‥‥‥‥93

使える伝言板 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 148

ステンドカラーボックス ‥‥‥‥‥ 181

‥‥‥‥‥‥‥‥141、156、167、184
版画用高級和紙

な

スチレンはん画セット

セーフティはさみ ‥‥‥‥ 102、
197
星座写真カード ‥‥‥‥‥‥‥‥‥62

引引

210

ね

ツルレイシ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 28、52

光電池実験セット ‥‥‥‥‥‥‥‥56

光の実験 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥87
ひかりのプレゼント C型 ‥‥‥‥ 107

ぬ

ひきだしラック ‥‥‥‥‥‥‥‥ 175
ひこうき・たまとばし ‥‥‥‥‥ 32、
41

製本カバー ‥‥‥‥‥‥‥‥ 21、
207

ぬいぐるみ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 201

びっくり ピョーン ‥‥‥‥‥‥‥‥92

線が包んだ形、
線がつくった形 ‥‥ 151

ぬりっこ

ピニオンギアー ‥‥‥‥‥‥‥‥‥57

船体‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥57

‥‥ 100、116、131、144、160、171、193

ビニル銅線 ‥‥‥‥‥‥‥ 49、
57、
72

桧棒‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 33、196、
203
ヒマワリ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 36、52

ま

よ

ヒョウタン ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 28、
52

マーブリング ‥‥‥‥‥‥ 168、181

びん用ねんど"びん太郎"

マイクロスコープ PC600V ‥‥‥‥84

四つ目ぎり ‥‥‥‥‥ 124、
137、
196

‥‥100、116、130、144、160、171、191

マウンテンラック ‥‥‥‥‥‥‥ 176

４色カラフルえんぴつ ‥‥‥‥‥ 123

ようこそ、
キラキラのせかいへ ‥‥ 120

勾玉作りセット ‥‥‥‥‥‥ 20、200

ふ

マグタックピース ‥‥‥‥‥‥‥‥‥31
マグネバー ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥31

ら

プーリー ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 41、
57

まじかるローラー ‥‥‥‥ 128、188

ライト付顕微鏡 ‥‥‥‥‥‥‥ 17、
84

風向/風速計 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥89

まどをひらいて A型 ‥‥‥‥‥‥ 108

らくらく彩色ボードはん画

風船かづら ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥28

まほうのとびらをあけると ‥‥‥‥ 121

‥‥‥‥‥‥‥‥139、154、
166、185

フェライト磁石 ‥‥‥‥‥‥‥ 31、46

まめでんきゅう ‥‥‥‥‥ 47、48、
49

ラクラクポンプ ‥‥‥‥‥‥‥ 20、
35

フォトボックス ‥‥‥‥‥‥‥‥ 175

まめでんきゅうとじしゃく ‥‥‥‥‥45

ラジオペンチ ‥‥‥‥ 137、
150、196

プチプチシートの紙はんが D型

まめでんきゅう・じしゃく用金属板セット

らっかさん ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥35

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 113、126、183

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥46

落花生‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥28

二つ折写真立て ‥‥‥‥‥‥‥‥ 177

豆電球‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 49、57、
81

ラバーグリップ切出しナイフ

フットサル・ロボ Ⅱ ‥‥‥‥‥‥‥‥66

マリーゴールド ‥‥‥‥‥‥‥‥‥36

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 124、197

ふでおくん ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 200

丸ニードル ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 188

ぷにゅぷにゅアメーバ ‥‥‥‥‥‥87

丸棒‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 196

ふよう土 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥28

万華鏡‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 201

プラ代本板 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 207
プラねんど板 ‥‥‥‥‥‥ 102、
189
プラホック ‥‥‥‥‥‥ 19、
23、206

り
立体三角だこ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 203

み

リトマス試験紙 ‥‥‥‥‥‥‥ 16、75
両面いろがみ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 179

プラ面芯 ‥‥‥‥‥‥ 101、
117、193

ミクロボーイ SL-30CS ‥‥‥‥‥84

両面版画カレンダー

プリティーアートボックス ‥‥‥‥ 174

水さいばい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥29

‥‥‥‥‥ 128、141、156、
168、187

プリントファイル ‥‥ 19、
23、
104、
206

miniオルゴールボックス ‥‥‥‥ 174

プレミアムクレイ

ミニトマト基本セット ‥‥‥‥‥‥‥29

‥‥100、116、130、144、159、170、191

ミニトマトのたね‥‥‥‥‥‥‥‥‥28

プロペラ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 57、
81

ミニポルタ望遠鏡 ‥‥‥‥‥‥‥‥85

レザー調 ピクチャーボックス ‥‥ 173

プロペラ工作基本セット ‥‥ 41、
199

未来に生きるわたし ‥‥‥ 169、192

レザー調 フォトボックス DX ‥‥‥ 173

分度器‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 63、199

ミラクル！ミラーステージ ‥‥‥‥ 150

連結クリップ ‥‥‥‥‥‥‥ 19、
207

粉末染料3色クラス用 ‥‥‥‥‥ 181

みんなでオン・ステージ！ ‥‥‥‥ 121

レンズ付豆電球 ‥‥‥‥‥‥‥ 49、57

ふんわりふわふわ ‥‥‥‥‥‥‥ 119

へ

れんらくぶくろ ‥‥‥‥ 23、
104、
206

む
虫めがね ‥‥‥‥‥‥‥‥ 17、30、
37

へあばんど ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥35
ヘチマ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥52
ペットボトルカッター ‥ 117、
125、197

ろ
ロイ・ニューステンドカラー ‥‥‥ 181

も

ペットボトルロケット製作キットⅡ

モーター ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 56、81

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 60、86

モーターベース ‥‥‥‥‥‥‥ 56、81

ペットボトルソーラーカー 2 ‥‥‥‥86

モーニングメロディーセット

ベニヤ画板 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 204

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 42、56、
87

ほ

れ

ろう引き鉄板 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥63
ロープウェイ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥88
ロケット機体セットⅡ ‥‥‥‥‥ 60、
86

わ

木はん画基本セット

わいわいなわとび ‥‥‥‥‥‥‥ 103

‥‥‥‥‥‥‥‥140、155、
166、186

枠台付かがみ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥42

モコモコ砂絵のお皿 ‥‥‥‥‥‥ 200

和紙ぞめカラー ‥‥‥‥‥‥‥‥ 181

ポアーステイン ‥‥‥‥‥ 177、
198

もちかたえんぴつ ‥‥‥‥ 103、200

和紙のちぎりえ ‥‥‥‥‥‥‥‥ 181

方位磁針‥‥‥‥‥‥‥‥ 46、62、72

もちかたくん ‥‥‥‥‥‥ 103、200

ワシン専用うすめ液 ‥ 177、194、
198

望遠鏡つくり用台紙 ‥‥‥‥‥‥‥87

木工用ボンド ‥‥‥‥ 125、177、
198

ワシン水性ニス ‥‥‥‥‥ 177、
198

棒温度計‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 37、65

もってカエルファイル

ワシン水溶性つやだしニス

方眼入ダンボール ‥‥‥‥ 125、180

‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19、23、104、206

‥‥‥‥‥ 160、172、177、
194、198

方眼入りデザインカラーペーパー

物と重さ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥43

ワシン水溶性つやだしニススプレー

‥‥‥ 94、111、
124、138、153、
178

もののあたたまり方 ‥‥‥‥‥‥‥63

‥‥‥‥‥ 160、172、177、
194、198

防災ずきん ‥‥‥‥‥‥ 20、
105、208

もののとけ方 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥73

ワシンニス刷毛 ‥‥‥‥‥ 177、
198

防災ずきんカバー ‥‥‥ 20、
105、208

物の燃え方と空気 ‥‥‥‥‥‥‥‥75

ワシンラック刷毛 ‥‥‥‥ 177、
198
わたしの えほんづくり B型

ホウセンカ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥36
防犯アラーム ‥‥‥‥‥ 20、
105、208

や

‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17、30、
62、
201
わたしはデザイナー 12さいの力で

やきものふうねんど

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 164

‥‥100、115、129、143、158、170、191

わっかでへんしん ‥‥‥‥‥‥‥ 107

ほり進み木版画 ‥140、155、167、186

やさしいたこ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 203

本山しがらき ‥‥‥‥ 160、
171、194

やぶいた かたちから うまれたよ ‥‥91

ボンド発泡スチロール用 ‥‥‥‥ 198
ポンプ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥89
ボンドタッチ
‥‥‥‥‥‥ 95、110、
125、136、
198

ゆ

索索

星・月の動き ‥‥‥‥‥‥‥‥ 61、
62
星の観察箱 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥62

さくいん

ポケットスコープ ‥‥‥‥ 17、
64、84

Ｕ形磁石 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥31
ゆめの まち さんちょうめ B型

引引

ゆめいろらんぷ ‥‥‥‥‥‥‥‥ 137
（ともだち ハウス）‥‥‥‥‥ 94、109

211

索引

さくいん

品種別

いろがみ

定規

ジャンボいろがみ ‥‥‥‥‥‥‥ 179
トーナルカラー ‥‥‥‥‥‥ 95、
179
パステルいろがみ ‥‥‥‥‥‥‥ 179
両面いろがみ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 179

三角定規 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 117、199
竹ものさし ‥‥‥‥‥‥‥ 117、199
直線定規‥‥‥‥‥‥‥ 50、117、199
分度器‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 63、199

塗料・画材

双眼鏡・望遠鏡

サクラ 工作ポスターカラー ‥ 20、
204
ロイ・ニューステンドカラー ‥‥‥ 181

アスコット双眼鏡 ‥‥‥‥‥‥‥‥85
ジョイフル双眼鏡 ‥‥‥‥‥‥‥‥85
スターパル望遠鏡 ‥‥‥‥‥‥‥‥85
ミニポルタ望遠鏡 ‥‥‥‥‥‥‥‥85
ケプラー式望遠鏡作り ‥‥‥‥‥‥87
望遠鏡つくり用台紙 ‥‥‥‥‥‥‥87

温度計
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