
学習支援用図書セット（中学校用）

教科・領域別一覧項目別一覧【教科・領域付】

セ ッ　　ト   一   覧

歴　史

音 楽

技 術

家 庭公 民地 理

Ｊ 平和Ｉ 国際社会

Ｈ 自国文化・郷土
Ｇ 社会

（産業・経済・政治）

Ｆ 理科

（生物・気象・天体）
Ｅ 食・保育・性・健康

Ｄ キャリア教育Ｃ 情報・メディア

Ｂ 福祉・人権Ａ 環境・防災

◎セット一覧をクリックすると全体のセット名の一覧を表示します。

◎項目別一覧【教科・領域付】の各項目をクリックすると教科・領域ごとの

単元，項目名，内容などが確認できるセット名の一覧を表示します。

◎教科・領域別一覧の教科をクリックすると教科・領域ごとのセット名の一

覧を表示します。

理 科

美　術器 楽

保 健

総 合英 語



学習支援用図書セット（中学校用）：セット一覧 

 地球環境・気候変動 G-105  過疎問題・地域おこし 10

  （パンフレット資料有）  憲法・国会・裁判所

 食糧問題  行政・領土問題

  （パンフレット資料有） H-101  伝統音楽・伝統楽器 10

※ A-103  エネルギー問題 10 H-102  伝統芸能 10

※ A-104  ３Ｒ（ごみ・資源問題） 10 H-103  伝統絵画 10

※ A-105  防災 10 H-104  暮らしに生きる伝統文化・神話 10

※ B-101  ユニバーサルな社会 10 H-105  奈良・京都　ガイドブック 10

B-102  手話 10 H-106  奈良・京都　神社・仏閣・仏像 10

B-103  点字 10  郷土１　福岡の歴史

 さまざまな人権問題   （パンフレット資料有）

  （パンフレット資料有）  郷土２　福岡の雑学

B-105  いじめの撲滅・仲間づくり 10   （パンフレット資料有）

 情報社会・情報モラル H-109  郷土３　アクロス福岡文化史他 10

 通信・マスメディア  英語による日本の伝統文化紹介

D-101  さまざまな職業 10   （パンフレット資料有）

D-102  職場体験 10 H-111  伝統工芸・伝統産業 10

D-103  礼法 10 H-112  職人の手仕事 22

E-101  食育 10  共生社会・少数民族・宗教

E-102  保育 10   （パンフレット資料有）

※ E-103  性・ジェンダー・薬物乱用 10 ※ I-102  現在も続く戦争・民族紛争 10

F-101  生物 10  国連・ユネスコ・ユニセフ

F-102  植物 10   （パンフレット資料有）

F-103  物理・化学 10  福岡大空襲

F-104  気象・地学 10   （復刻版新聞有）

F-105  宇宙 10 J-102  沖縄戦 10

G-101  ものづくり 10

G-102  先端技術産業 10 　　　※印のあるセットにはＥＳＤに関する以下のパンフレットを添付しています。

 農業・林業・水産業 　　　　・「持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）」はこれからの世界の合言葉　国立教育政策研究所

 酪農・地場産業 　　　　・ＥＳＤの学習指導過程を構想し展開するために必要な枠組み　　　　　  国立教育政策研究所

G-104  流通・金融・消費生活 10

項　目　名 ESD
セット
番号

セット名 冊数

10

10I-101

10

Ｊ 平和

10

10

10

5

I-103 10※

10

H-108

トップページに戻る

項　目　名 ESD
セット
番号

セット名 冊数

10

H-110 10

H-107

Ｆ
理科

（生物・気象・天体）

Ｅ

J-101

G-106

H 自国文化・郷土

食・保育・性・健康

G
社会

（産業・経済・政治）

※

I 国際社会

※ A-101

※ A-102 10

◎セット名をクリックするとセット内容をご覧いただけます。

Ａ 環境・防災

C-101Ｃ 情報・メディア

Ｄ キャリア教育

※ B-104

Ｇ
社会

（産業・経済・政治）

Ｂ 福祉・人権

G-103

178471
ハイライト表示



学習支援用図書セット（中学校用）：項目別一覧 【教科・領域付】　① トップページに戻る

 地理  第1部：地域を探ろう  公害の経験を生かした環境保全への取り組み

 歴史  第7章2節－３  持続可能な社会に向けて

 歴史  第7章2節－深めよう  現代の公害問題とその克服

 保健  2章：６，７  ごみの処理，環境の汚染と保全

 理科２  単元４  気象のしくみと天気の変化

 理科３  単元６－１章  自然環境と人間のかかわり

 公民  第5章2節　様々な国際問題  貧困問題

 家庭  4編2章  環境に配慮した消費生活

 地理  第2部第２章3節  世界の資源，日本の資源

 公民　  第5章2節－１，２  地球環境問題，資源・エネルギー問題

 公民　  第5章2節－深めよう  日本のエネルギー政策のこれから

 家庭  4編2章  環境に配慮した消費生活

 理科３  単元６－３章  たいせつなエネルギー資源

 保健  2章：６，７  ごみの処理，環境の汚染と保全

 公民　  第5章2節－２  資源・エネルギー問題

 理科３  単元６終章  これからのくらしを考えよう

 地理  第1部：地域を探ろう  地震への備えと復興に向けた取り組み

 地理  第1部：トライアル地理  ハザードマップを使ってみよう

 地理  第2部第2章1節：５，６  日本のさまざまな自然災害，自然災害に対する備え

 公民　  第3章－深めよう  東日本大震災からの復興と防災

 保健  3章－５  自然災害に備えて

※ B-101  ユニバーサルな社会 10  総合

B-102  手話 10  総合

B-103  点字 10  総合

※ B-104
 さまざまな人権問題
  （パンフレット資料有）

10  公民  第2章1節～3節  人権と共生社会，これからの人権保障

B-105  いじめの撲滅・仲間づくり 10  総合

　　　※印のあるセットにはＥＳＤに関する以下のパンフレットを添付しています。

　　　　・「持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）」はこれからの世界の合言葉　国立教育政策研究所

　　　　・ＥＳＤの学習指導過程を構想し展開するために必要な枠組み　　　　　  国立教育政策研究所 ◎セット名をクリックするとセット内容をご覧いただけます。

教科・領域 部・章・節 単元・項目名・内容など　項　目　名

 地球環境・気候変動
  （パンフレット資料有）

Ａ 環境・防災

Ｂ 福祉・人権

 食糧問題
  （パンフレット資料有）

 エネルギー問題

 ３Ｒ（ごみ・資源問題）

 防災

A-101

A-102

A-103

A-104

A-105

※

※

※

※

※

ESD
セット
番号

セット名 冊数

10

10

10

10

10

178471
ハイライト表示



学習支援用図書セット（中学校用）：項目別一覧【教科・領域付】 ② トップページに戻る

 公民  第1章1節－２  情報化ー情報が変える社会の仕組み

 公民  第2章3節－２  新しい人権②-情報化の進展と人権

 技術  4編1章：４，５，６  情報ネットワーク，情報セキュリティー，安全な利用

 公民  第3章1節－４  マスメディアと世論

 歴史  第7章1節－７  マスメディアと現代の文化

 理科３  単元６－２章－２  輸送・通信と科学技術

D-101  さまざまな職業 10  総合

D-102  職場体験 10  総合

D-103  礼法 10  総合

E-101  食育 10  家庭  1編１章・2章・3章  食生活と栄養・献立作り・調理と食文化

E-102  保育 10  家庭  3編2章  幼児の生活と家族

 保健  1章－４  性とどう向き合うか

 保健  4章-１１　コラム  性感染症，エイズ

 保健  4章-６，７，８，９  喫煙と健康，飲酒と健康，薬物乱用と健康

F-101  生物 10  理科２  単元２  動物の生活と生物の進化

F-102  植物 10  理科１  単元１  植物の生活と種類

 理科１  単元２，単元３  物質のすがた，身近な物理現象

 理科２  単元１  化学変化と原子・分子

 理科２  単元３  電流とその利用

 理科３  単元１  運動とエネルギー

 理科３  単元４  化学変化とイオン

 理科１  単元４  大地の変化

 理科２  単元４  気象のしくみと天気の変化

F-105  宇宙 10  理科３  単元５  地球と宇宙

　　　※印のあるセットにはＥＳＤに関する以下のパンフレットを添付しています。

　　　　・「持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）」はこれからの世界の合言葉　国立教育政策研究所

　　　　・ＥＳＤの学習指導過程を構想し展開するために必要な枠組み　　　　　  国立教育政策研究所 ◎セット名をクリックするとセット内容をご覧いただけます。

教科・領域 部・章・節 単元・項目名・内容など　

Ｅ 食・保育・性・健康

C-101Ｃ

項　目　名 ESD
セット
番号

※

Ｆ
理科

（生物・気象・天体）

情報・メディア

Ｄ キャリア教育

E-103

F-103

F-104

セット名 冊数

 性・ジェンダー・薬物乱用

 物理・化学

 気象・地学

10

10

10

10

10
 情報社会・情報モラル
 通信・マスメディア

178471
ハイライト表示



学習支援用図書セット（中学校用）：項目別一覧【教科・領域付】 ③ トップページに戻る

 地理  第1部：地域を探ろう  伝統的な地場産業から先端技術まで

 地理  第2部第2章3節－４  日本の工業とその変化

 地理  第1部：地域を探ろう  伝統的な地場産業から先端技術まで

 地理  第2部第2章3節－４  日本の工業とその変化

 地理  第2部第2章3節－３  日本の農業・林業・漁業とその変化

 地理  第2部第3章1節－３  温暖な気候を生かした農業

 地理  第2部第3章1節－４  都市や工業の発展と自然環境

 地理  第2部第3章2節－３  海外と結びついた瀬戸内の工業

 地理  第2部第3章2節－４  全国展開を進める農業

 地理  第2部第3章3節－３  臨海部の埋め立てと環境に配慮した工業

 地理  第2部第3章3節－５  環境に配慮した林業・漁業と保全活動

 地理  第2部第3章4節－２   輸送機械工業がさかんな東海

 地理  第2部第3章4節－５   雪とのかかわりが深い北陸の産業

 地理  第2部第3章5節－５   臨海部から内陸部へと移りゆく工場

 地理  第2部第3章5節－６  大都市周辺の農業と山間部の過疎問題

 地理  第2部第3章6節－３  果樹栽培の発展と生活に根づいた漁業

 地理  第2部第3章7節－３  大規模化してきた畑作や酪農，漁業

 公民  第4章  私たちの暮らしと経済

 家庭  4編  私たちの消費生活と環境

 地理  第1部：地域を探ろう  過疎地域での地域おこしの取り組み

 地理  第2部第3章5節－６  大都市周辺の農業と山間部の過疎問題

 公民  第2章1節  人権と日本国憲法

 公民  第3章2節  国の政治の仕組み

 公民  第3章3節  地方自治と私たち

 地理  第2部第1章  日本の位置，領土問題

 公民  第5章3節－２  日本の外交の現状と課題

◎セット名をクリックするとセット内容をご覧いただけます。

教科・領域 部・章・節 単元・項目名・内容など　項　目　名

Ｇ
社会

（産業・経済・政治）

G-101

G-102

セット名 冊数

 農業・林業・水産業
 酪農・地場産業

 先端技術産業

 流通・金融・消費生活

 過疎問題・地域おこし

 憲法・国会・裁判所
 行政・領土問題

 ものづくり 10

10

ESD
セット
番号

G-103

10

10

10

10

G-104

G-105

G-106

178471
ハイライト表示



学習支援用図書セット（中学校用）：項目別一覧【教科・領域付】 ④ トップページに戻る

 音楽１  日本の伝統音楽に親しもう  筝曲，尺八曲，民謡，日本音階

 器楽  日本の伝統楽器  筝，三味線，太鼓，篠笛，尺八，日本の伝統音楽の楽器編成

 音楽２・３上  日本の伝統芸能に親しもう  歌舞伎，文楽

 音楽２・３下  日本の伝統芸能に親しもう  雅楽，能

H-103  伝統絵画 10  美術２・３上  資料p.53,54  浮世絵，水墨画

 歴史  第2章3節－深めよう  現代に受けつがれる神話

 公民  第1章2節－２，深めよう  暮らしに生きる伝統文化，伝統文化の継承と私たち

H-105  奈良・京都　ガイドブック 10  地理  第2部第3章3節－４  古都奈良・京都と歴史的景観の保全

H-106  奈良・京都　神社・仏閣 10  美術２・３下  資料p.55  仏像

H-107
 郷土１　福岡の歴史
  （パンフレット資料有）

10  総合

H-108
 郷土２　福岡の雑学
  （パンフレット資料有）

10  総合

H-109  郷土３　アクロス福岡文化史他 10  総合

 英語Book1  Program 8  Origami

 英語Book3  Program 5  Sushi Go Around in the World

 英語Book3  Program 6  Let's Talk about Japanese Things

 英語Book3  My Project ⑧  日本文化を紹介しよう

H-111  伝統工芸・伝統産業 10  総合

H-112  職人の手仕事 22  総合

◎セット名をクリックするとセット内容をご覧いただけます。

H 自国文化・郷土

H-102

H-101

 英語による日本の伝統文化紹介
  （パンフレット資料有）

 伝統音楽・伝統楽器

暮らしに生きる伝統文化・神話

10

10

10

10

項　目　名 ESD
セット
番号

セット名 冊数 教科・領域 部・章・節 単元・項目名・内容など　

H-104

H-110

 伝統芸能

178471
ハイライト表示



学習支援用図書セット（中学校用）：項目別一覧【教科・領域付】 ⑤ トップページに戻る

 公民  第1章1節－１，４  グローバル化，持続可能な社会に向けて

 公民  第1章2節－３  多文化共生を目指して

 公民  第2章2節－２，３節深めよう  平等権－共生社会を目指して，アイヌ民族と先住民族の権利

 公民  第5章3節－１  文化の多様性の尊重

 公民  終章  より良い社会を目指して

 歴史  第6章深めよう  北海道とアイヌ民族の歴史

 歴史  第7章2節－３  持続可能な社会に向けて

 地理  第1部第2章－８  宗教と生活のかかわり

 地理  第1部地域を探ろう  多文化の共生をめざしたまちづくり

 英語Book2  Program 10  So Many Countries, So Many Customs

 公民  第5章1節－３  地域主義の動き

 公民  第5章2節－３，４，深めよう  貧困問題，新しい戦争，中東和平

 公民  第5章1節－２，3節－４  国際連合の仕組み，世界の平和のために

 英語Book3  Program ９  Education First: Malala's Story

 英語Book3  Extensive Reading  Mother Teresa

J-101
 福岡大空襲
  （復刻版新聞有）

5  総合

J-102  沖縄戦 10  総合

　　　※印のあるセットにはＥＳＤに関する以下のパンフレットを添付しています。

　　　　・「持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）」はこれからの世界の合言葉　国立教育政策研究所

　　　　・ＥＳＤの学習指導過程を構想し展開するために必要な枠組み　　　　　  国立教育政策研究所

◎セット名をクリックするとセット内容をご覧いただけます。

Ｊ 平和

※

※

※

I 国際社会

I-101

I-102

I-103

 共生社会・少数民族・宗教
　 （パンフレット資料有）

 現在も続く戦争・民族紛争

 国連・ユネスコ・ユニセフ
  （パンフレット資料有）

10

10

10

項　目　名 ESD
セット
番号

セット名 冊数 教科・領域 部・章・節 単元・項目名・内容など　

178471
ハイライト表示



　　学習支援用図書セット（中学校用）：教科・領域別一覧 ① トップページに戻る

 第1部：地域を探ろう  公害の経験を生かした環境保全への取り組み ※ A-101  地球環境・気候変動 （パンフレット資料有）

 第1部：地域を探ろう  地震への備えと復興に向けた取り組み ※ A-105  防災

 第1部：地域を探ろう  伝統的な地場産業から先端技術まで G-101  ものづくり

 第1部：地域を探ろう  伝統的な地場産業から先端技術まで G-102  先端技術産業

 第1部：地域を探ろう  過疎地域での地域おこしの取り組み G-105  過疎問題・地域おこし

 第１部地域を探ろう  多文化の共生をめざしたまちづくり ※ I-101  共生社会・少数民族・宗教 （パンフレット資料有）

 第1部：トライアル地理  ハザードマップを使ってみよう ※ A-105  防災

 第１部第2章－８  宗教と生活のかかわり ※ I-101  共生社会・少数民族・宗教 （パンフレット資料有）

 第2部第1章  日本の位置，領土問題 G-106  憲法・国会・裁判所・行政・領土問題

 第2部第2章1節：５，６  日本のさまざまな自然災害，自然災害に対する備え ※ A-105  防災

 第2部第2章3節  世界の資源，日本の資源 ※ A-103  エネルギー問題

 第2部第2章3節－３  日本の農業・林業・漁業とその変化 G-103  農業・林業・水産業・酪農・地場産業

 第2部第2章3節－４  日本の工業とその変化 G-101  ものづくり

 第2部第2章3節－４  日本の工業とその変化 G-102  先端技術産業

 第2部第3章3節－４  古都奈良・京都と歴史的景観の保全 H-105  奈良・京都　ガイドブック

 第2部第3章1節－３  温暖な気候を生かした農業 G-103  農業・林業・水産業・酪農・地場産業

 第2部第3章1節－４  都市や工業の発展と自然環境 G-103  農業・林業・水産業・酪農・地場産業

 第2部第3章2節－３  海外と結びついた瀬戸内の工業 G-103  農業・林業・水産業・酪農・地場産業

 第2部第3章2節－４  全国展開を進める農業 G-103  農業・林業・水産業・酪農・地場産業

 第2部第3章3節－３  臨海部の埋め立てと環境に配慮した工業 G-103  農業・林業・水産業・酪農・地場産業

 第2部第3章3節－５  環境に配慮した林業・漁業と保全活動 G-103  農業・林業・水産業・酪農・地場産業

 第2部第3章4節－２  輸送機械工業がさかんな東海 G-103  農業・林業・水産業・酪農・地場産業

 第2部第3章4節－５  雪とのかかわりが深い北陸の産業 G-103  農業・林業・水産業・酪農・地場産業

 第2部第3章5節－５  臨海部から内陸部へと移りゆく工場 G-103  農業・林業・水産業・酪農・地場産業

 第2部第3章5節－６  大都市周辺の農業と山間部の過疎問題 G-103  農業・林業・水産業・酪農・地場産業

 第2部第3章5節－６  大都市周辺の農業と山間部の過疎問題 G-105  過疎問題・地域おこし

 第2部第3章6節－３  果樹栽培の発展と生活に根づいた漁業 G-103  農業・林業・水産業・酪農・地場産業

 第2部第3章7節－３  大規模化してきた畑作や酪農，漁業 G-103  農業・林業・水産業・酪農・地場産業

　　　※印のあるセットにはＥＳＤに関する以下のパンフレットを添付しています。

　　　　・「持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）」はこれからの世界の合言葉　国立教育政策研究所

　　　　・ＥＳＤの学習指導過程を構想し展開するために必要な枠組み　　　　　  国立教育政策研究所 ◎セット名をクリックするとセット内容をご覧いただけます。

教科・領域 部・章・節 単元・項目名・内容など　 ESD
セット
番号

セット名

地 理

178471
ハイライト表示



　学習支援用図書セット（中学校用）：教科・領域別一覧 ② トップページに戻る

 第1章1節－１，４  グローバル化，持続可能な社会に向けて ※ I-101  共生社会・少数民族・宗教 （パンフレット資料有）

 第1章1節－２  情報化ー情報が変える社会の仕組み C-101  情報社会・情報モラル・通信・マスメディア

 第1章2節－２，深めよう  暮らしに生きる伝統文化，伝統文化の継承と私たち H-104  暮らしに生きる伝統文化・神話

 第1章2節－３  多文化共生を目指して ※ I-101  共生社会・少数民族・宗教 （パンフレット資料有）

 第2章１節  人権と日本国憲法 G-106  憲法・国会・裁判所・行政・領土問題

 第2章1節～3節  人権と共生社会，これからの人権保障 ※ B-104  さまざまな人権問題 （パンフレット資料有）

 第2章2節－２，3節深めよう  平等権－共生社会を目指して，アイヌ民族と先住民族の権利 ※ I-101  共生社会・少数民族・宗教 （パンフレット資料有）

 第2章3節－２  新しい人権②-情報化の進展と人権 C-101  情報社会・情報モラル・通信・マスメディア

 第3章1節－４ マスメディアと世論 C-101   情報社会・情報モラル・通信・マスメディア

 第3章2節  国の政治の仕組み G-106  憲法・国会・裁判所・行政・領土問題

 第3章3節  地方自治と私たち G-106  憲法・国会・裁判所・行政・領土問題

 第3章－深めよう  東日本大震災からの復興と防災 ※ A-105  防災

 第4章  私たちの暮らしと経済 G-104  流通・金融・消費生活

 第5章1節－２，3節－４  国際連合の仕組み，世界の平和のために ※ I-103  国連・ユネスコ・ユニセフ （パンフレット資料有）

 第5章1節－３  地域主義の動き ※ I-102  現在も続く戦争・民族紛争

 第5章2節－１，２  地球環境問題，資源・エネルギー問題 ※ A-103 エネルギー問題

 第5章2節－２  資源・エネルギー問題 ※ A-104  ３Ｒ（ごみ・資源問題）

 第5章2節－３，４，深めよう  貧困問題，新しい戦争，中東和平 ※ I-102  現在も続く戦争・民族紛争

 第5章2節　様々な国際問題  貧困問題 ※ A-102  食糧問題 （パンフレット資料有）

 第5章2節－深めよう  日本のエネルギー政策のこれから ※ A-103 エネルギー問題

 第5章3節－１  文化の多様性の尊重 ※ I-101  共生社会・少数民族・宗教 （パンフレット資料有）

 第5章3節－２  日本の外交の現状と課題 G-106  憲法・国会・裁判所・行政・領土問題

 終章  より良い社会を目指して ※ I-101  共生社会・少数民族・宗教 （パンフレット資料有）

※印のあるセットにはＥＳＤに関する以下のパンフレットを添付しています。

・「持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）」はこれからの世界の合言葉　国立教育政策研究所

・ＥＳＤの学習指導過程を構想し展開するために必要な枠組み  国立教育政策研究所

◎セット名をクリックするとセット内容をご覧いただけます。

公 民

セット
番号

セット名教科・領域 部・章・節 単元・項目名・内容など　 ESD

178471
ハイライト表示



　学習支援用図書セット（中学校用）：教科領域別一覧 ③ トップページに戻る

 1編１章・2章・3章  食生活と栄養・献立作り・調理と食文化 E-101  食育

 3編2章  幼児の生活と家族 E-102  保育

 4編  私たちの消費生活と環境 G-104  流通・金融・消費生活

 4編2章  環境に配慮した消費生活 ※ A-102  食糧問題 （パンフレット資料有）

 4編2章  環境に配慮した消費生活 ※ A-103 エネルギー問題

技 術  4編1章：４，５，６  情報ネットワーク，情報セキュリティー，安全な利用 C-101  情報社会・情報モラル・通信・マスメディア

 1章－４  性とどう向き合うか ※ E-103  性・ジェンダー・薬物乱用

 2章：６，７  ごみの処理，環境の汚染と保全 ※ A-101  地球環境・気候変動 （パンフレット資料有）

 2章：６，７  ごみの処理，環境の汚染と保全 ※ A-104  ３Ｒ （ごみ・資源問題）

 3章－５  自然災害に備えて ※ A-105  防災

 4章-６，７，８，９  喫煙と健康，飲酒と健康，薬物乱用と健康 ※ E-103  性・ジェンダー・薬物乱用

 4章-11　コラム  性感染症，エイズ ※ E-103  性・ジェンダー・薬物乱用

 単元１  植物の生活と種類 F-102  植物

 単元２，単元３  物質のすがた，身近な物理現象 F-103  物理・化学

 単元４  大地の変化 F-104  気象・地学

 単元１  化学変化と原子・分子 F-103  物理・化学

 単元２  動物の生活と生物の進化 F-101  生物

 単元３  電流とその利用 F-103  物理・化学

 単元４  気象のしくみと天気の変化 ※ A-101  地球環境・気候変動 （パンフレット資料有）

 単元４  気象のしくみと天気の変化 F-104  気象・地学

 単元１  運動とエネルギー F-103  物理・化学

 単元４  化学変化とイオン F-103  物理・化学

 単元５  地球と宇宙 F-105  宇宙

 単元６－１章  自然環境と人間のかかわり ※ A-101  地球環境・気候変動 （パンフレット資料有）

 単元６－２章－２  輸送・通信と科学技術 C-101  情報社会・情報モラル・通信・マスメディア

 単元６－３章  たいせつなエネルギー資源 ※ A-103 エネルギー問題

 単元６終章  これからのくらしを考えよう ※ A-104  ３Ｒ （ごみ・資源問題）

※印のあるセットにはＥＳＤに関する以下のパンフレットを添付しています。

・「持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）」はこれからの世界の合言葉　国立教育政策研究所

・ＥＳＤの学習指導過程を構想し展開するために必要な枠組み  国立教育政策研究所 ◎セット名をクリックするとセット内容をご覧いただけます。

家 庭

理 科 １

理 科 ２

セット名教科・領域 部・章・節 単元・項目名・内容など　 ESD
セット
番号

保 健

理 科 ３

178471
ハイライト表示



　学習支援用図書セット（中学校用）：教科領域別一覧 ④ トップページに戻る

音 楽 １  日本の伝統音楽に親しもう  筝曲，尺八曲，民謡，日本音階 H-101  伝統音楽・伝統楽器

音楽２・３上  日本の伝統芸能に親しもう  歌舞伎，文楽 H-102  伝統芸能

音楽２・３下  日本の伝統芸能に親しもう  雅楽，能 H-102  伝統芸能

器 楽  日本の伝統楽器  筝，三味線，太鼓，篠笛，尺八，日本の伝統音楽の楽器編成 H-101  伝統音楽・伝統楽器

美術２・３上  資料p.53,54  浮世絵，水墨画 H-103  伝統絵画

美術２・３下  資料p.55  仏像 H-106  奈良・京都　神社・仏閣

 第2章3節－深めよう  現代に受けつがれる神話 H-104  暮らしに生きる伝統文化・神話

 第6章深めよう  北海道とアイヌ民族の歴史 ※ I-101  共生社会・少数民族・宗教 （パンフレット資料有）

 第7章1節－７ マスメディアと現代の文化 C-101  情報社会・情報モラル・通信・マスメディア

 第7章2節－３  持続可能な社会に向けて ※ A-101  地球環境・気候変動 （パンフレット資料有）

 第7章2節－３  持続可能な社会に向けて ※ I-101  共生社会・少数民族・宗教 （パンフレット資料有）

 第7章2節－深めよう  現代の公害問題とその克服 ※ A-101  地球環境・気候変動 （パンフレット資料有）

英 語 Book1  Program 8  Origami H-110  英語による日本の伝統文化紹介 （パンフレット資料有）

英 語 Book2  Program 10  So Many Countries, So Many Customs ※ I-101  共生社会・少数民族・宗教 （パンフレット資料有）

 Program 5  Sushi Go Around in the World H-110  英語による日本の伝統文化紹介 （パンフレット資料有）

 Program 6  Let's Talk about Japanese Things H-110  英語による日本の伝統文化紹介 （パンフレット資料有）

 My Project ⑧  日本文化を紹介しよう H-110  英語による日本の伝統文化紹介 （パンフレット資料有）

 Program 9  Education First: Malala's Story ※ I-103  国連・ユネスコ・ユニセフ （パンフレット資料有）

 Extensive Reading  Mother Teresa ※ I-103  国連・ユネスコ・ユニセフ （パンフレット資料有）

※印のあるセットにはＥＳＤに関する以下のパンフレットを添付しています。

・「持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）」はこれからの世界の合言葉　国立教育政策研究所

・ＥＳＤの学習指導過程を構想し展開するために必要な枠組み  国立教育政策研究所

◎セット名をクリックするとセット内容をご覧いただけます。

教科・領域 部・章・節

英 語 Book3

歴 史

単元・項目名・内容など　 ESD
セット
番号

セット名

178471
ハイライト表示



　　学習支援用図書セット（中学校用）：教科領域別一覧 ⑤ トップページに戻る

※ B-101  ユニバーサルな社会

B-102  手話

B-103  点字

B-105  いじめの撲滅・仲間づくり

D-101  さまざまな職業

D-102  職場体験

D-103  礼法

H-107  郷土１　福岡の歴史 （パンフレット資料有）

H-108  郷土２　福岡の雑学 （パンフレット資料有）

H-109  郷土３　アクロス福岡文化史他

H-111  伝統工芸・伝統産業

H-112  職人の手仕事

J-101  福岡大空襲 （復刻版新聞有）

J-102  沖縄戦

　　　※印のあるセットにはＥＳＤに関する以下のパンフレットを添付しています。

　　　　・「持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）」はこれからの世界の合言葉　国立教育政策研究所

　　　　・ＥＳＤの学習指導過程を構想し展開するために必要な枠組み　　　　　  国立教育政策研究所

◎セット名をクリックするとセット内容をご覧いただけます。

セット
番号

セット名教科・領域 部・章・節 単元・項目名・内容など　 ESD

総 合

 福祉・人権

 キャリヤ教育

 自国文化・郷土

 平和

178471
ハイライト表示



A環境・防災

Ｎｏ タイトル 著者名 出版者 出版年

1 よくわかる気象・環境と生物のしくみ　 国立天文台／編 丸善 2010.11

2 これならわかる!科学の基礎のキソ 環境 保坂 直紀／監修 丸善出版 2015.02

3 NHKど〜する?地球のあした NHK出版／編 NHK出版 2011.01

4 CO2のQ&A50　 笠原 三紀夫／編著 丸善出版 2012.04

5 やりくりーぜちゃんと地球のまちづくり
日建設計総合研究所／
作・画

工作舎 2014.06

6 いま地球には不気味な変化が起きている
クライメート・セントラル／
著

柏書房 2013.05

7 トコトンやさしい環境汚染の本 大岩 敏男／著 日刊工業新聞社 2014.09

8 南極から地球環境を考える　2　南極の自然・環境Q&A　 国立極地研究所／監修 丸善出版　 2014.11

9 環境キーワード事典 日経エコロジー／編著 日経BP社 2014.01

10 写真が語る地球激変 フレッド・ピアス／編著 ゆまに書房 2008.01

Ｎｏ タイトル

1 砂漠化する惑星 JICA

Ａ-101　地球環境・気候変動 トップページに戻る

セット一覧に戻る

Ａ-101　地球環境・気候変動　パンフレット資料

出版者

項目別一覧【教科・領域付】に戻る



A環境・防災

Ｎｏ タイトル 著者名 出版者 出版年

1 最新世界の農業と食料問題のすべてがわかる本 八木 宏典／監修 ナツメ社 2013.06

2 図解日本食料マップ　 食料問題研究会／著 ダイヤモンド社 2012.04

3 さらば、食料廃棄　捨てない挑戦
シュテファン・クロイツベル
ガー／著

春秋社 2013.03

4 食卓からアサリが消える日 三輪 節生／著 海鳥社 2015.06

5 食料の地理学の小さな教科書 荒木 一視／編 ナカニシヤ出版 2013.10

6 100年後の水を守る 橋本 淳司／著 文研出版 2015.06

7 いちばんわかる企業の水リスク 橋本 淳司／著 誠文堂新光社 2014.10

8 水の日本地図 沖 大幹／監修 朝日新聞出版 2012.11

9 世界がもし100億人になったなら スティーブン・エモット／著 マガジンハウス 2013.08

10 人口問題にたちむかう　（世界と日本の人口問題） 鬼頭 宏／監修 文研出版 2014.02

Ｎｏ タイトル

1 世界の水問題

2 世界の食料

JICA

JICA

Ａ-102　食糧問題

セット一覧に戻る

トップページに戻る

Ａ-102　食糧問題　パンフレット資料

出版者

項目別一覧【教科・領域付】に戻る



A環境・防災

Ｎｏ タイトル 著者名 出版者 出版年

1 トコトンやさしい石油の本 藤田 和男／編著 日刊工業新聞社 2014.02

2 トコトンやさしい非在来型化石燃料の本 藤田 和男／編著 日刊工業新聞社 2013.12

3 トコトンやさしい省エネの本 山川 文子／著 日刊工業新聞社 2011.08

4 エネルギー資源のすべてがわかる 矢沢サイエンスオフィス／著 技術評論社 2015.01

5 日本一わかりやすいエネルギー問題の教科書 水野 倫之／著 講談社 2012.02

6 地図で読む日本の再生可能エネルギー 永続地帯研究会／編著 旬報社 2013.09

7 ゼロから始める暮らしに生かす再生可能エネルギー入門 田中 充／編著 家の光協会 2014.08

8 目で見て分かる!放射能と原発 澤田 哲生／監修 双葉社 2012.04

9 日本は世界一の環境エネルギー大国 平沼 光／著 講談社 2012.03

10 未来をつくるこれからのエコ企業　2　新エネルギーに挑戦!海洋温度差発電 孫 奈美／編著 汐文社 2013.11
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A環境・防災

Ｎｏ タイトル 著者名 出版者 出版年

1 トコトンやさしいスマートコミュニティの本
新エネルギー・産業技術総
合開発機構／編著

日刊工業新聞社 2012.06

2 成功する「生ごみ資源化」　 中村 修／著 農山漁村文化協会 2011.09

3 環境(エコ)生活のススメ　 箕輪 弥生／著 飛鳥新社 2007.12

4 エコアクションが地球を救う!　第2版 山本 良一／監修 丸善 2008.02

5 生ごみは可燃ごみか　 福渡 和子／著
幻冬舎メディアコン
サルティング

2015.04

6 ルポにっぽんのごみ　 杉本 裕明／著 岩波書店 2015.07

7 産廃処理が一番わかる　 上川路 宏／著 技術評論社 2015.03

8 未来をつくるこれからのエコ企業　1　再資源化率97%のリサイクル工場 孫 奈美／編著 汐文社 2013.10

9 未来をつくるこれからのエコ企業　3　安全な水を届ける自転車一体型浄水器 孫 奈美／編著 汐文社 2013.12

10 未来をつくるこれからのエコ企業　4　食料にも燃料にも!?ミドリムシで世界を救う 孫 奈美／編著 汐文社 2014.02
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セット一覧に戻る

トップページに戻る

項目別一覧【教科・領域付】に戻る



A環境・防災

Ｎｏ タイトル 著者名 出版者 出版年

1 防災ピクニックが子どもを守る! MAMA-PLUG／編著 KADOKAWA 2014.02

2 おかあさんと子どものための防災&非常時ごはんブック 草野 かおる／著
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

2014.08

3 日本列島ハザードマップ 朝日新聞社／著 朝日新聞出版 2013.03

4 最新図解特別警報と自然災害がわかる本 饒村 曜／著 オーム社 2015.06

5 震災ビッグデータ 阿部 博史／編 NHK出版 2014.05

6 東日本大震災に学ぶ日本の防災
地震予知総合研究振興会
／監修

学研教育出版 2012.02

7 親子で学ぶ自然災害から子どもの生命(いのち)を守る本 山本 光義／著 メディアイランド 2015.04

8 みんなの防災事典 山村 武彦／監修 PHP研究所 2015.06

9 自然災害からいのちを守る科学 川手 新一／著 岩波書店 2013.05

10 知ろう!防ごう!自然災害　2　台風・強風・豪雪・洪水 佐藤 隆雄／監修 岩崎書店 2011.03
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B福祉・人権

Ｎｏ タイトル 著者名 出版者 出版年

1 音のない世界と音のある世界をつなぐ 松森 果林／著 岩波書店 2014.06

2 ユニバーサルデザイン　第2期1　多様性を大切にするユニバーサルデザイン あかね書房 2012.04

3 ユニバーサルデザイン　第2期2　持続可能な社会をつくるユニバーサルデザイン あかね書房 2012.04

4 ユニバーサルデザイン　第2期3　災害から学ぶユニバーサルデザイン あかね書房 2012.04

5 ユニバーサルデザイン　第1期1　ユニバーサルデザインってなに? あかね書房 2006.04

6 ユニバーサルデザイン　第1期2　くらしの中のユニバーサルデザイン あかね書房 2006.04

7 ユニバーサルデザイン　第1期3　まちのユニバーサルデザイン あかね書房 2006.04

8 トコトンやさしいユニバーサルデザインの本 宮入 賢一郎／著 日刊工業新聞社 2014.12

9 よくわかる!記号の図鑑　3　ユニバーサルデザイン、福祉、医療の記号 木村 浩／監修 あかね書房 2015.03

10 きいてみよう障がいってなに?　1　そもそも障がいってどういうこと? 石川 憲彦／監修 ポプラ社 2015.4

Ｂ-101　ユニバーサルな社会
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B福祉・人権

Ｎｏ タイトル 著者名 出版者 出版年

1 わたしたちの手話学習辞典　1　改訂版 大杉 豊／編集 全日本ろうあ連盟 2015.09

2 歌でおぼえる手話ソングブック　2 新沢 としひこ／著 鈴木出版 2003.06

3 歌でおぼえる手話ソングブック　3 新沢 としひこ／著 鈴木出版 2015.07

4 ゼロからわかる手話入門 谷 千春／監修 主婦の友社 2011.12

5 日本の手話・形で覚える手話入門 竹村 茂／著 ジアース教育新社 2015.04

6 手話の世界を訪ねよう 亀井 伸孝／著 岩波書店 2009.06

7 学校の手話
ろう教育を考える全
国協議会

2015.03

8 すぐに使える手話パーフェクト辞典 米内山 明宏／著 ナツメ社 2012.10　

9 やさしい手話超早引き便利ブック 深海 久美子／監修 主婦と生活社 2012.12

10 とっさの手話入門 小椋 英子／監修 NHK出版 2011.08
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B福祉・人権

Ｎｏ タイトル 著者名 出版者 出版年

1 Q&A盲導犬 松井 進／著 明石書店 2007.10　

2 盲導犬の訓練ってどうするの? 松井 進／著 生活書院 2011.01

3 点字ブロック 徳田 克己／著 福村出版 2011.09

4 さわっておどろく!　：　点字・点図がひらく世界 広瀬 浩二郎／著 岩波書店 2012.05

5 万人のための点字力入門 広瀬 浩二郎／編著 生活書院 2010.09

6 ここからはじめる点字・点訳のきほん 道村 静江／著 ナツメ社 2014.08

7 不可能を可能に　：　点字の世界を駆けぬける 田中 徹二／著 岩波書店 2015.08

8 ノンタンじどうしゃぶっぶー　（てんじつきさわるえほん） キヨノ サチコ／作・絵 偕成社 2013.02

9 さわるめいろ　[1]　（てんじつきさわるえほん） 村山 純子／著 小学館 2013.02

10 こぐまちゃんとどうぶつえん　（てんじつきさわるえほん） 森 比左志／著 こぐま社 2013.02
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B福祉・人権

Ｎｏ タイトル 著者名 出版者 出版年

1 ニュースに出てくる国際条約じてん　3　人権 池上 彰／監修 彩流社 2015.03

2 インターネットはなぜ人権侵害の温床になるのか 吉冨 康成／編著 ミネルヴァ書房 2014.08

3 18歳から考える人権 宍戸 常寿／編 法律文化社 2015.11

4 地球市民の人権教育　15歳からのレッスンプラン
肥下彰男／編著，阿久澤
麻理子／編著

解放出版社 2015.10

5 まんがと図解でわかる裁判の本　6 　環境・いのち・権利を守る 山田 勝彦監修 岩崎書店 2014.03

6 13歳からの平和教室 浅井 基文／著 かもがわ出版 2010.08

7 差別と人権　続・世界の子どもたちは今
アムネスティ・インターナ
ショナル日本／編著

絵本塾出版 2013.02

8 どうなくす?部落差別　3.11以降の差別を考える 塩見 鮮一郎／著 緑風出版 2012.11

9 こんなにすごい!日本国憲法　シリーズ3 ： マンガで再発見　権力から人権をまもるために 上田 勝美／監修 かもがわ出版 2015.01

10 こんなにすごい!日本国憲法　シリーズ4 ： マンガで再発見　人間らしい暮らしのために 上田 勝美／監修 かもがわ出版 2015.02

Ｎｏ タイトル

1 いのち、輝け！―途上国の健康を守るために―

2 学校に行けない世界の子どもたち
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B福祉・人権

Ｎｏ タイトル 著者名 出版者 出版年

1 学校のトラブル解決シリーズ1　けんか エレイン・スレベンス／作 大月書店 2008.10

2 学校のトラブル解決シリーズ2　うわさ・かげぐち キャサリン・ロンディナ／作 大月書店 2008.11

3 学校のトラブル解決シリーズ3　いじめ エレイン・スレベンス／作 大月書店 2008.12

4 学校のトラブル解決シリーズ4　からかい スティーブ・ピット／作 大月書店 2009.01

5 学校のトラブル解決シリーズ5　言いあらそい エレイン・スレベンス／作 大月書店 2009.02

6 学校のトラブル解決シリーズ6　ネットいじめ ロビン・マッケカーン／作 大月書店 2009.03

7 学校のトラブル解決シリーズ7　活用のためのガイド エレイン・スレベンス／著 大月書店 2009.03

8 ピア・サポート力がつくコミュニケーションワークブック 岡田 倫代／著 学事出版 2013.10

9 ワークシート付きアサーショントレーニング 田中 和代／著 黎明書房 2015.01

10 イラスト版子どものアサーション 園田 雅代／監修・編著 合同出版 2013.03
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Ｃ情報・メディア

Ｎｏ タイトル 著者名 出版者 出版年

1 池上彰さんと学ぶみんなのメディアリテラシー 1 メディアの役割とその仕組み 池上 彰／監修 学研教育出版 2015.02

2 池上彰さんと学ぶみんなのメディアリテラシー 2 インターネットの便利さ・怖さ 池上 彰／監修 学研教育出版 2015.02

3 池上彰さんと学ぶみんなのメディアリテラシー 3 スマホ・SNSとの正しい付き合い方 池上 彰／監修 学研教育出版 2015.02

4 わたしが情報について語るなら　未来のおとなへ語る 松岡 正剛／著 ポプラ社 2011.03

5 池上彰と学ぶメディアのめ
NHK「メディアのめ」制作班
／著，池上 彰／著

NHK出版 2013.04

6 よくわかる知的財産権　：　知らずに侵害していませんか? 岩瀬 ひとみ／監修 PHP研究所 2016.01

7 自分と未来のつくり方 石田 英敬／著 岩波書店 2010.06

8 10代からの情報キャッチボール入門 下村 健一／著 岩波書店 2015.04

9 通信技術が一番わかる 谷口 功／著 技術評論社 2012.12

10 データ×アイデアで勝負する人々 東 富彦／著 日経BP社 2014.10

Ｃ-101　情報社会・情報モラル・通信・マスメディア
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Ｄキャリア教育

Ｎｏ タイトル 著者名 出版者 出版年

1 小説・マンガで見つける!すてきな仕事 1 ささえる 学研教育出版／編 学研教育出版 2015.02

2 小説・マンガで見つける!すてきな仕事 2 まもる 学研教育出版／編 学研教育出版 2015.02

3 小説・マンガで見つける!すてきな仕事 3 もてなす 学研教育出版／編 学研教育出版 2015.02

4 小説・マンガで見つける!すてきな仕事 4 うみだす 学研教育出版／編 学研教育出版 2015.02

5 小説・マンガで見つける!すてきな仕事 5 つたえる 学研教育出版／編 学研教育出版 2015.02

6 お仕事ナビ 1 キャリア教育支援ガイド 食べ物を作る仕事 お仕事ナビ編集室／編 理論社 2014.08

7 お仕事ナビ 2 キャリア教育支援ガイド ゲームを作る仕事 お仕事ナビ編集室／編 理論社 2014.10

8 お仕事ナビ 3 キャリア教育支援ガイド 子どもに関わる仕事 お仕事ナビ編集室／編 理論社 2014.11

9 お仕事ナビ 4 キャリア教育支援ガイド 医療に関わる仕事 お仕事ナビ編集室／編 理論社 2015.02

10 お仕事ナビ 5 キャリア教育支援ガイド スポーツをする仕事 お仕事ナビ編集室／編 理論社 2015.03

Ｄ-101　さまざまな職業
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Ｄキャリア教育

Ｎｏ タイトル 著者名 出版者 出版年

1 職場体験学習に行ってきました。　1 　人をささえる仕事
全国中学校進路指導連絡
協議会／監修

学研教育出版 2014.02

2 職場体験学習に行ってきました。　2 　からだと心をいやす仕事
全国中学校進路指導連絡
協議会／監修

学研教育出版 2014.02

3 職場体験学習に行ってきました。　3 　公共の仕事
全国中学校進路指導連絡
協議会／監修

学研教育出版 2014.02

4 職場体験学習に行ってきました。　4 　ものづくりの仕事
全国中学校進路指導連絡
協議会／監修

学研教育出版 2014.02

5 職場体験学習に行ってきました。　5 　人や物を運ぶ仕事
全国中学校進路指導連絡
協議会／監修

学研教育出版 2014.02

6 職場体験学習に行ってきました。　6 　お店の仕事
全国中学校進路指導連絡
協議会／監修

学研教育出版 2014.02

7 職場体験学習に行ってきました。　7 　おしゃれと健康の仕事
全国中学校進路指導連絡
協議会／監修

学研教育出版 2014.02

8 職場体験学習に行ってきました。　8 　おもてなしの仕事
全国中学校進路指導連絡
協議会／監修

学研教育出版 2014.02

9 職場体験学習に行ってきました。　9 　メディアの仕事
全国中学校進路指導連絡
協議会／監修

学研教育出版 2014.02

10 職場体験学習に行ってきました。　10 　動物にかかわる仕事
全国中学校進路指導連絡
協議会／監修

学研教育出版 2014.02

Ｄ-102　職場体験
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Ｄキャリア教育

Ｎｏ タイトル 著者名 出版者 出版年

1 場面でわかる正しいことばづかいと敬語 1 あいさつのことばと敬語 田近 洵一／監修 くもん出版 2008.01

2 場面でわかる正しいことばづかいと敬語 2 いろいろな人との会話と敬語 田近 洵一／監修 くもん出版 2008.03

3 場面でわかる正しいことばづかいと敬語 4 電話・メール・手紙のことばと敬語 田近 洵一／監修 くもん出版 2008.04

4 おとなも学べるこども礼儀作法 尾崎 文春／著 少年写真新聞社 2013.04

5 NHK伝える極意 1 達人に学ぶコミュニケーション 書く極意 NHK「伝える極意」制作班／編 汐文社 2009.09

6 手紙・はがき・一筆箋の書き方 好印象をあたえる 新星出版社編集部／編 新星出版社 2014.07

7 感謝が伝わるお礼の手紙・はがき文例集 杉本 祐子／監修 学研パブリッシング 2014.05

8 ルールとマナーを学ぶ子ども生活図鑑 4 人間関係編 子どもの生活を考える会／編 国土社 2012.03

9 伝えるための教科書 川井 龍介／著 岩波書店 2015.01

10 大学生のための失敗しない大人のマナー 旺文社／編 旺文社 2015.01

Ｄ-103　礼法
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Ｅ食・保育・性・健康

Ｎｏ タイトル 著者名 出版者 出版年

1 栄養の基本がわかる図解事典 中村 丁次／監修 成美堂出版 2015.08

2 エネルギー早わかり 牧野 直子／監修 女子栄養大学出版部 2014.03

3 食と健康　（ポプラディア情報館） 豊川 裕之／監修 ポプラ社 2006.03

4 15分で3品作れる!絶品かんたん献立 結城 寿美江／著 枻出版社 2014.10

5 13歳からの料理のきほん34 アントラム栢木利美／著 海竜社 2014.05

6 一家に1冊お弁当大百科 NHK出版 2013.03

7 こころがつながるおいしいスイーツ　5　エコスイーツ 荻田 尚子／著 学研教育出版 2013.02

8 郷土料理大図鑑 向笠 千恵子／監修 PHP研究所 2008.12

9 ふるさとおもしろ食べもの百科　第5巻　：　まるごとわかる　九州・沖縄 向笠 千恵子／監修 日本図書センター 2010.03

10 未来へ伝えたい日本の伝統料理　[6]　日本の食を考える 後藤 真樹／著 小峰書店 2010.04
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Ｅ食・保育・性・健康

Ｎｏ タイトル 著者名 出版者 出版年

1 にほんのあそびの教科書　：　こどもたちへ伝えたい…
にほんのあそび研究委員
会／編

滋慶出版／つちや
書店

2015.05

2 いちばんよくわかる育児 住友 眞佐美／監修 主婦の友社 2014.06

3 0〜6歳はじめての男の子の育児 関 和男／監修 ナツメ社 2014.01

4 0〜6歳はじめての女の子の育児 関 和男／監修 ナツメ社 2014.02

5 場面別に楽しむ「語りかけ」　：　0〜4歳赤ちゃんのことばが育つ 中川 信子／監修 小学館 2004.11

6 藤田浩子の赤ちゃんのあやし方・育て方 藤田 浩子／編著 一声社 2013.04

7 3歳までの子育てに大切なたった5つのこと 佐々木 正美／監修 講談社 2013.05

8 はじめてママ&パパの幼児食 牧野 直子／監修 主婦の友社 2015.01

9 子どもの発達を促す知育おもちゃ 寺西 恵里子／著 日東書院本社 2013.06

10 作って遊べるカンタンおもちゃ 竹井 史／著 ひかりのくに 2012.10
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Ｅ食・保育・性・健康

Ｎｏ タイトル 著者名 出版者 出版年

1 イラスト版10歳からの性教育 高柳 美知子編 合同出版 2008.08

2 女の子、はじめます。 北村 邦夫／著・監修 小学館 2014.01

3 がまんしないで、性的な不快感 ビクトリア・ショー／著 大月書店 2008.09

4 新・アルコールの害 樋口 進編／著 少年写真新聞社 2012.11

5 タバコは全身病 淺野 牧茂／著 少年写真新聞社 2015.03

6 夜回り先生、なんでドラッグを使ってはいけないんですか? 水谷 修／著 東山書房 2015.05

7 脳を惑わす薬物とくすり 齋藤 勝裕／著
シーアンドアール研究
所

2015.10

8 もっと知りたい!話したい!セクシュアルマイノリティ 1 セクシュアルマイノリティについて 日高 庸晴著 汐文社 2015.12

9 もっと知りたい!話したい!セクシュアルマイノリティ 2 わたしの気持ち、みんなの気持ち 日高 庸晴著 汐文社 2016.02

10 もっと知りたい!話したい!セクシュアルマイノリティ 3 未来に向かって 日高 庸晴著 汐文社 2016.03
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Ｆ理科（生物・天体・気象）

Ｎｏ タイトル 著者名 出版者 出版年

1 食物連鎖の大研究 目黒 伸一／監修 PHP研究所 2011.07

2 生物多様性の大研究 小泉 武栄／監修 PHP研究所 2011.06

3 生命科学の大研究 田沼 靖一／著 PHP研究所 2012.12

4 中学理科の生物学 福地 孝宏／著 誠文堂新光社 2011.06

5 これならわかる!科学の基礎のキソ 生物 渡辺 政隆／監修 丸善出版 2015.03

6 ならべてくらべる動物進化図鑑 川崎 悟司／著 ブックマン社 2012.02

7 人類の誕生と大移動　：　生命ふしぎ図鑑 イアン・タターソル／著 西村書店 2015.06

8 遺伝子・DNAのすべて 夏 緑／著 童心社 2010.03

9 生命大躍進
NHKスペシャル「生命大躍
進」制作班／編

NHK出版 2015.07

10 生物45億年の物語ビジュアル大年表 クリストファー・ロイド／著 朝日新聞出版 2013.11
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Ｆ理科（生物・天体・気象）

Ｎｏ タイトル 著者名 出版者 出版年

1 植物の体の中では何が起こっているのか 嶋田 幸久／著 ベレ出版 2015.03

2 はじめての植物学 大場 秀章／著 筑摩書房 2013.03

3 トコトンやさしい光合成の本 園池 公毅／著 日刊工業新聞社 2012.12

4 写真で見る植物用語 岩瀬 徹／著 全国農村教育協会 2008.02

5 花からたねへ 小林 正明／著 全国農村教育協会 2007.02

6 シダ植物 村田 威夫／著 全国農村教育協会 2006.04

7 植物細胞の知られざる世界 西村 幹夫[ほか]／監修 化学同人 2010.02

8 世界の葉と根の不思議 湯浅 浩史／著 誠文堂新光社 2012.02

9 よくわかる植物工場 古在 豊樹／監修 PHP研究所 2015.11

10 植物の生態図鑑　増補改訂 学研教育出版 2010.04
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Ｆ理科（生物・天体・気象）

Ｎｏ タイトル 著者名 出版者 出版年

1 よくわかる身のまわりの現象・物質の不思議 国立天文台／編 丸善出版 2011.02

2 目で見る物理 リチャード・ハモンド／著 さ・え・ら書房 2008.02

3 これならわかる!科学の基礎のキソ 現象 滝川 洋二／監修 丸善出版 2013.12

4 これならわかる!科学の基礎のキソ 単位と物質 左巻 健男／監修 丸善出版 2014.01

5 実験でわかる中学理科の化学 福地 孝宏／著 誠文堂新光社 2011.11

6 元素がわかる事典 宮村 一夫／監修 PHP研究所 2010.01

7 よくわかる電気のしくみ 伊藤 尚未／著 誠文堂新光社 2013.01

8 よくわかるLED・発光ダイオードのしくみ 伊藤 尚未／著 誠文堂新光社 2015.01

9 電気の図鑑 理科教育研究会／著 技術評論社 2013.08

10 理論がわかる力と運動の手づくり実験 川村　康文／著 オーム社 2014.03
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Ｆ理科（生物・天体・気象）

Ｎｏ タイトル 著者名 出版者 出版年

1 日本列島の大研究 猪郷 久義／監修 PHP研究所 2012.06

2 巨大地震　なぜ起こる?そのときどうする? 京都大学防災研究所／著 PHP研究所 2014.02

3 火山噴火　何が起こる?どう、そなえる? 高田 亮／著 PHP研究所 2015.10

4 地層の見方がわかるフィールド図鑑　増補版 青木 正博／著 誠文堂新光社 2015.01

5 これならわかる!科学の基礎のキソ 地球 杵島 正洋／監修 丸善出版 2014.12

6 これならわかる!科学の基礎のキソ 気象 田代 大輔／監修 丸善出版 2015.01

7 天気と気象100 饒村 曜／著 オーム社 2014.08

8 気象・天気の新事実 木村 龍治／監修 新星出版社 2014.06

9 気象の図鑑 筆保 弘徳／監修・著 技術評論社 2014.09

10 ずかん雲 武田 康男／著 技術評論社 2015.05
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Ｆ理科（生物・天体・気象）

Ｎｏ タイトル 著者名 出版者 出版年

1 惑星・太陽の大発見 田近 英一／監修 新星出版社 2013.07

2 新しい宇宙のひみつQ&A 的川 泰宣／著 朝日新聞出版 2014.07

3 宇宙 トム・ジャクソン／著 丸善出版 2014.10

4 これならわかる!科学の基礎のキソ 宇宙 縣 秀彦／監修 丸善出版 2014.02

5 ビジュアル大宇宙　上　宇宙の見方を変えた53の発見 ジャイルズ・スパロウ／著
日経ナショナルジオグ
ラフィック社

2014.11

6 ビジュアル大宇宙　下 　太陽系の謎に挑んだ47の発見 ジャイルズ・スパロウ／著
日経ナショナルジオグ
ラフィック社

2014.11

7 太陽系惑星 ジャイルズ・スパロウ／著 河出書房新社 2014.09

8 宇宙 ニコラス・チータム／著 河出書房新社 2014.10

9 恒星と惑星
アンドリュー・K.ジョンストン
／監修

化学同人 2014.08

10 天文学の図鑑 池田 圭一／著 技術評論社 2015.06
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Ｇ　社会（産業・経済・政治）

Ｎｏ タイトル 著者名 出版者 出版年

1 町工場の底力　1 宇宙開発をささえる かもがわ出版 2013.09

2 町工場の底力　2　ロケットを飛ばす かもがわ出版 2013.10

3 町工場の底力　3　夢のロボットを実現 かもがわ出版 2013.12

4 町工場の底力　4　深海をめざす かもがわ出版 2014.02

5 町工場の底力　5　文房具の開拓者たち かもがわ出版 2014.10

6 町工場の底力　6　地場産業から世界へ かもがわ出版 2014.11

7 町工場の底力　7　ものづくりは楽しい かもがわ出版 2014.12

8 町工場の底力　8　下町ボブスレーの挑戦 かもがわ出版 2015.02

9 世界に誇る!日本のものづくり図鑑　1 ワン・ステップ／編 金の星社 2014.02

10 世界に誇る!日本のものづくり図鑑　2 ワン・ステップ／編 金の星社 2015.02
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Ｇ　社会（産業・経済・政治）

Ｎｏ タイトル 著者名 出版者 出版年

1 世界にほこる日本の先端科学技術 1　 ここまできている!iPS・遺伝子・脳研究
法政大学自然科学センター／
監修，こどもくらぶ／編

岩崎書店 2014.03

2 世界にほこる日本の先端科学技術 2　災害予知はどこまで可能?
法政大学自然科学センター／
監修，こどもくらぶ／編

岩崎書店 2014.03

3 世界にほこる日本の先端科学技術 3　ロボットいろいろ!宇宙へ行ったり、介護したり
法政大学自然科学センター／
監修，こどもくらぶ／編

岩崎書店 2014.03

4 世界にほこる日本の先端科学技術 4　宇宙・深海・極地への挑戦!
法政大学自然科学センター／
監修，こどもくらぶ／編

岩崎書店 2014.03

5 東大准教授に教わる「人工知能って、そんなことまでできるんですか?」 松尾 豊／著 KADOKAWA 2014.10

6 超電導リニアの謎を解く 村上 雅人／著
シーアンドアール研究
所

2015.03

7 スパコンを知る　その基礎から最新の動向まで 岩下 武史／著 東京大学出版会 2015.02

8 絵でわかるスーパーコンピュータ 姫野 龍太郎／著 講談社 2012.06

9 高校生からのバイオ科学の最前線 石浦 章一／監修 日本評論社 2014.08

10 注目のハイテク35 ニュートンプレス 2014.11
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Ｇ　社会（産業・経済・政治）

Ｎｏ タイトル 著者名 出版者 出版年

1 日本のすがた　1 　九州地方 帝国書院編集部／編集 帝国書院 2013.03

2 日本のすがた　2 　中国・四国地方 帝国書院編集部／編集 帝国書院 2013.03

3 日本のすがた　3 　近畿地方 帝国書院編集部／編集 帝国書院 2013.03

4 日本のすがた　4 　中部地方 帝国書院編集部／編集 帝国書院 2013.03

5 日本のすがた　5 　関東地方 帝国書院編集部／編集 帝国書院 2013.03

6 日本のすがた　6 　東北地方 帝国書院編集部／編集 帝国書院 2013.03

7 日本のすがた　7 　北海道地方 帝国書院編集部／編集 帝国書院 2013.03

8 日本のすがた　8 　自然・防災・都市・産業 帝国書院編集部／編集 帝国書院 2013.03

9 日本のすがた　9 　資料編・総索引 帝国書院編集部／編集 帝国書院 2013.03

10 地図からわかる日本 猪郷 久義／監修 学研教育出版 2012.10

Ｇ-103　農業・林業・水産業・酪農・地場産業

セット一覧に戻る

トップページに戻る

項目別一覧【教科・領域付】に戻る



Ｇ　社会（産業・経済・政治）

Ｎｏ タイトル 著者名 出版者 出版年

1 写真でわかる日本の物流 1 衣料品が届くまで 関橋 眞理／著，物流博物
館／協力

汐文社 2012.01

2 写真でわかる日本の物流 2 食料品が届くまで 関橋 眞理／著，物流博物
館／協力

汐文社 2012.02

3 写真でわかる日本の物流 3 宅配便が届くまで 関橋 眞理／著，物流博物
館／協力

汐文社 2012.03

4 トコトンやさしい物流の本 鈴木 邦成／著 日刊工業新聞社 2015.03

5 18歳から考える消費者と法 坂東 俊矢／著 法律文化社 2014.08

6 お子さんがお金に興味をもったら読む本 羽田野 博子／著 滋慶出版 2015.03

7 シアワセなお金の使い方 南野 忠晴／著 岩波書店 2015.02

8 お買いもので世界を変える　
日本弁護士連合会消費者
問題対策委員会／著

岩波書店 2016.03

9 まんがと図解でわかる裁判の本 4 ： こんなとき、どうする?どうなる?　お金のことで困ったら 山田 勝彦／監修 岩崎書店 2014.03

10 あなたはこうしてだまされる　：　詐欺・悪徳商法100の手口 多田 文明／著 産経新聞出版 2015.04
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Ｇ　社会（産業・経済・政治）

Ｎｏ タイトル 著者名 出版者 出版年

1 21歳男子、過疎の山村に住むことにしました 水柿 大地／著 岩波書店 2014.05

2 高校生レストランの奇跡 岸川 政之／著 伊勢新聞社 2011.07

3 ふるさとを元気にする仕事 山崎 亮著 筑摩書房 2015.11

4 地方創生ビジネスの教科書 増田 寛也／監修・解説 文藝春秋 2015.08

5 地域おこし協力隊 椎川 忍編[ほか]／著 学芸出版社 2015.09

6 幸福な田舎のつくりかた 金丸 弘美／著 学芸出版社 2012.09

7 美味しい田舎のつくりかた 金丸 弘美／著 学芸出版社 2014.09

8 地方は活性化するか否か こばやし たけし／著 学研プラス 2015.11

9 地域を変えるデザイン 筧 裕介／監修 英治出版 2011.11

10 地域ブランディング実例集 枻出版社 2015.10
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Ｇ　社会（産業・経済・政治）

Ｎｏ タイトル 著者名 出版者 出版年

1 政治のことよくわからないまま社会人になった人へ 池上 彰／著 海竜社 2014.02

2 高校生からわかる政治のしくみと議員のしごと 山田 健太[ほか]／編集・執筆 トランスビュー 2013.06

3 18歳からの選挙Q&A 全国民主主義教育研究会／編 同時代社 2015.09

4 地図で読む「国際関係」入門 眞 淳平／著 筑摩書房 2015.08

5 13歳からの領土問題 松竹 伸幸／著 かもがわ出版 2014.10

6 裁判のしくみ絵事典 村 和男／監修 PHP研究所 2012.06

7 都道府県ランキング　vol.1 久保 哲朗／著 新建新聞社 2015.10

8 わたしたちのくらしと日本国憲法　1　平和な国をつくる<平和主義・統治機構> 市村 均／文 岩崎書店 2015.11

9 わたしたちのくらしと日本国憲法　2　自由な国をつくる<立憲主義・自由権> 市村 均／文 岩崎書店 2015.11

10 わたしたちのくらしと日本国憲法　3　平等な国をつくる<社会権・参政権> 市村 均／文 岩崎書店 2015.11

Ｇ-106　憲法・国会・裁判所・行政・領土問題
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Ｈ自国文化・郷土

Ｎｏ タイトル 著者名 出版者 出版年

1 日本の楽器　1 　打楽器 高橋 秀雄／総監修・著 小峰書店 2002.02

2 日本の楽器　2 　弦楽器 高橋 秀雄／総監修・著 小峰書店 2002.02

3 日本の楽器　3 　管楽器 高橋 秀雄／総監修・著 小峰書店 2002.02

4 日本の楽器　4 　歌・合奏 高橋 秀雄／総監修・著 小峰書店 2002.02

5 日本の楽器　5 　歴史 高橋 秀雄／総監修・著 小峰書店 2002.02

6 日本の楽器　6 　理論 高橋 秀雄／総監修・著 小峰書店 2002.02

7 箏と箏曲を知る事典 宮崎 まゆみ／著 東京堂出版 2009.12

8 和楽器にチャレンジ!　3 　筝をひいてみよう 坪能 由紀子／監修 汐文社 2002.02

9 和楽器の世界 西川 浩平／著 河出書房新社 2008.12

10 まるごと尺八の本 葛山 幻海／著 青弓社 2014.09

Ｈ-101　伝統音楽・伝統楽器
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Ｈ自国文化・郷土

Ｎｏ タイトル 著者名 出版者 出版年

1 市川染五郎と歌舞伎を観よう 小野 幸惠／著 岩崎書店 2015.02

2 東儀秀樹と雅楽を観よう 小野 幸惠／著 岩崎書店 2015.02

3 桐竹勘十郎と文楽を観よう 小野 幸惠／著 岩崎書店 2015.02

4 観世清和と能を観よう 小野 幸惠／著 岩崎書店 2015.03

5 野村萬斎と狂言を観よう 小野 幸惠／著 岩崎書店 2015.03

6 あらすじで読む名作歌舞伎50選 利根川 裕／著 世界文化社 2015.09

7 役者がわかる!演目がわかる!歌舞伎入門 犬丸 治／監修 世界文化社 2014.02

8 雅楽を知る事典 遠藤 徹／著 東京堂出版 2013.03

9 雅楽入門 増本 伎共子／著 音楽之友社 2010.05

10 はじめて出会う古典作品集　3 　落語・狂言・能・歌舞伎・人形浄瑠璃 河添 房江／監修 光村教育図書 2010.02

Ｈ-102　伝統芸能
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Ｈ自国文化・郷土

Ｎｏ タイトル 著者名 出版者 出版年

1 教科書に出てくる日本の画家　1　近世の画家
工藤 美也子／著，糸井 邦
夫／監修

汐文社 2012.12

2 教科書に出てくる日本の画家　2　日本画家
工藤 美也子／著，糸井 邦
夫／監修

汐文社 2013.02

3 教科書に出てくる日本の画家　3　洋画家
工藤 美也子／著，糸井 邦
夫／監修

汐文社 2013.03

4 すぐわかる絵巻の見かた 榊原 悟／監修 東京美術 2012.03

5 すぐわかる日本の絵画 守屋 正彦／著 東京美術 2012.11

6 雪舟 木村 茂光／監修 ミネルヴァ書房 2010.09

7 知識ゼロからの浮世絵入門 稲垣 進一／監修 幻冬舎 2011.08

8 浮世絵図鑑 安村 敏信／監修 平凡社 2014.01

9 日本絵画の楽しみ方完全ガイド 細野 正信／監修 池田書店 2007.12

10 すぐわかる日本の伝統色 福田 邦夫／著 東京美術 2011.08

Ｈ-103　伝統絵画
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Ｈ自国文化・郷土

Ｎｏ タイトル 著者名 出版者 出版年

1 みんなが知りたい!日本のユネスコ無形文化遺産がわかる本 カルチャーランド／著 メイツ出版 2015.06

2 子どもに伝えたい春夏秋冬 和の行事を楽しむ絵本 三浦 康子／著 永岡書店 2014.04

3 暮らしのならわし十二か月 白井 明大／文 飛鳥新社 2014.04

4 日本人が知っておきたい和のしきたり 山本 三千子／著 三笠書房 2015.07

5 日本の伝統文化しきたり事典 中村 義裕／著 柏書房 2014.12

6 古事記物語 福永 武彦／作 岩波書店 2000.06

7 子どもに語る日本の神話 茨木 啓子／再話 こぐま社 2013.10

8 ビジュアルワイド図解古事記・日本書紀 加唐 亜紀／著 西東社 2015.08

9 古事記と日本の神々がわかる本 吉田 邦博／著 学研パブリッシング 2015.09

10 面白いほどよくわかる日本の神様 田中 治郎／著 日本文芸社 2013.10

Ｈ-104　暮らしに生きる伝統文化・神話
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Ｈ自国文化・郷土

Ｎｏ タイトル 著者名 出版者 出版年

1 京都千二百年　上　　世界の歴史都市へ 西川 幸治／著 草思社 2014.08

2 京都千二百年　下　　世界の歴史都市へ 西川 幸治／著 草思社 2014.08

3 ここが京都のパワースポット 南 尋公／著 淡交社 2014.02

4 大きな地図で歩く京都の寺社 KADOKAWA 2015.08

5 京都でしたい100のこと JTBパブリッシング 2015.10

6 河合敦先生と行く歴史がよくわかる京都の本 河合 敦／監修・著 JTBパブリッシング 2011.04

7 歴史地図本知って訪ねる京都 歴史探訪研究会／編 大和書房 2006.07

8 歴史地図本古代日本を訪ねる奈良飛鳥 歴史探訪研究会／編 大和書房 2006.10

9 修学旅行で行ってみたい日本の世界遺産　2 　京都の世界遺産 原 靖一／著 岩崎書店 2014.03

10 修学旅行で行ってみたい日本の世界遺産　3 　奈良の世界遺産 原 靖一／著 岩崎書店 2014.03

Ｈ-105　京都・奈良　ガイドブック
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Ｈ自国文化・郷土

Ｎｏ タイトル 著者名 出版者 出版年

1 これだけは知っておきたい教科書に出てくる日本の神社
これだけは知っておきたい教科書に出
てくる日本の神社編集委員会／編著

汐文社 2015.03

2 これだけは知っておきたい教科書に出てくる日本の寺院
これだけは知っておきたい教科書に出
てくる日本の神社編集委員会／編著

汐文社 2014.12

3 仏像がわかる絵事典 瓜生 中／監修 PHP研究所 2012.11

4 仏像のひみつ 山本 勉／著 朝日出版社 2006.06

5 仏像のひみつ　続 山本 勉／著 朝日出版社 2008.05

6 奈良の大仏 香取 忠彦／著 草思社 2010.03

7 法隆寺 西岡 常一／著 草思社 2010.03

8 知ってる?正倉院 奈良国立博物館／監修 ミネルヴァ書房 2011.06

9 東大寺 西山 厚／監修 平凡社 2010.10

10 絶対に訪ねたい!京都の仏像 枻出版社 2014.08

Ｈ-106　京都・奈良　神社・仏閣
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Ｈ自国文化・郷土

Ｎｏ タイトル 著者名 出版者 出版年

1 福岡 武野 要子／編 岩波書店 2007.01

2 福岡藩 林 洋海／著 現代書館 2015.07

3 福岡の近代化遺産 九州産業考古学会／編 弦書房 2008.01

4 筑後の近代化遺産 九州産業考古学会／編 弦書房 2011.12

5 古地図の中の福岡・博多 宮崎 克則／編 海鳥社 2005.12

6 博多港引揚
引揚げ港・博多を考える集
い／監修

図書出版のぶ工房 2011.12

7 筑前維新の道 図書出版のぶ工房／編集 図書出版のぶ工房 2009.08

8 中世都市・博多を掘る 大庭 康時／編 海鳥社 2008.03

9 古地図で歩く福岡歴史探訪ガイド 月刊はかた編集室／著 メイツ出版 2015.06

10 博多旧町名歴史散歩 日高 三朗／著 西日本新聞社 2014.02

Ｎｏ タイトル

1 福岡市文化財ネットワーク地域別コース　東区

2 福岡市文化財ネットワーク地域別コース　博多区

3 福岡市文化財ネットワーク地域別コース　中央区

4 福岡市文化財ネットワーク地域別コース　南区 次ページへ
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Ｎｏ タイトル

5 福岡市文化財ネットワーク地域別コース　城南区

6 福岡市文化財ネットワーク地域別コース　早良区

7 福岡市文化財ネットワーク地域別コース　西区

8 福岡市の文化財－無形・無形（民俗）文化財編

9 福岡を創った男　黒田官兵衛

10 FUKUOKA　×　KURODA KANBEI

11 福岡城跡‐鴻臚館跡

12 東区歴史街道を往くvol.3

13 福岡歴史なび 前ページへ

福岡市

福岡市東区役所

福岡市文化財保護課

出版者

福岡市教育委員会

福岡市教育委員会

福岡市文化財保護課

福岡県商工部観光・物産振興課

福岡市教育委員会
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Ｈ自国文化・郷土

Ｎｏ タイトル 著者名 出版者 出版年

1 福岡「地理・地名・地図」の謎 宮崎 克則／監修 実業之日本社 2015.01

2 博多謎解き散歩 石瀧 豊美／編著 KADOKAWA 2014.01

3 ぶらぶら福岡まちあるき　歴史さんぽ編 兵土 剛／著 書肆侃侃房 2011.07

4 福岡県の厳選巨樹・巨木巡り 石井 静也／著 梓書院 2014.01

5 おっしょい!山笠 石橋 清助／聞書 西日本新聞社 2007.04

6 博多祇園山笠大全 西日本新聞社／編 西日本新聞社 2013.11

7 博多ふるさと野菜 博多ふるさと野菜を語る会／編 弦書房 2009.05

8 日本の食生活全集　40 　聞き書 福岡の食事
「日本の食生活全集 福岡」編
集委員会／編集

農山漁村文化協会 1987.02

9 博学博多200 調 福男／著 西日本新聞社 2014.03

10 福岡博覧 福岡市博物館／監修 海鳥社 2013.11

Ｎｏ タイトル

1 東区ウォーキングマップ

2 博多区たのし化ウォーキングマップ

3 おっしょい　博多祇園山笠観光案内パンフレット

4 博多まち歩きマップ 次ページへ
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Ｎｏ タイトル

5 みなみくおでかけマップ

6 ニッコりんが案内する城南区

7 早良区よかとこマップ

8 元寇防塁

9 にしくたのしくウォーキング 前ページへ

南区役所企画振興課

城南区役所企画振興課

早良区企画課

福岡市経済観光文化局

西区保健福祉センター地域保健福祉課

出版者
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Ｈ自国文化・郷土

Ｎｏ タイトル 著者名 出版者 出版年

1 街道と宿場町
アクロス福岡文化誌編纂
委員会／編

海鳥社 2007.01

2 ふるさとの食
アクロス福岡文化誌編纂
委員会／編

海鳥社 2008.02

3 古代の福岡
アクロス福岡文化誌編纂
委員会／編

海鳥社 2009.03

4 福岡の祭り
アクロス福岡文化誌編纂
委員会／編

海鳥社 2010.03

5 福岡の町並み
アクロス福岡文化誌編纂
委員会／編

海鳥社 2011.03

6 福岡県の神社
アクロス福岡文化誌編纂
委員会／編

海鳥社 2012.03

7 福岡県の名城
アクロス福岡文化誌編纂
委員会／編

海鳥社 2013.03

8 福岡県の仏像
アクロス福岡文化誌編纂
委員会／編

海鳥社 2014.03

9 福岡県の幕末維新
アクロス福岡文化誌編纂
委員会／編

海鳥社 2015.03

10 古写真で読み解く福岡城 後藤 仁公／著 海鳥社 2015.06
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Ｈ自国文化・郷土

Ｎｏ タイトル 著者名 出版者 出版年

1 英語で日本を紹介しよう　1　日本の学校と生活 居村 啓子／監修 ポプラ社 2012.03

2 英語で日本を紹介しよう　2　日本のしきたり 居村 啓子／監修 ポプラ社 2012.03

3 「和」の行事えほん　1　：　英語版　春と夏の巻 高野 紀子／作 絵本の家 2010.02

4 「和」の行事えほん　2　：　英語版　秋と冬の巻 高野 紀子／作 絵本の家 2010.03

5 英語で作るすし 成瀬 すみれ／著 PHP研究所 2015.03

6 おりがみ4か国語テキスト100 日本折紙協会／編集 日本折紙協会 2015.06

7 英語で楽しむ福岡の郷土料理 津田 晶子／著 海鳥社 2015.03

8 デイビッド・セインの日本紹介　政治・経済・歴史・社会編 デイビッド・セイン／著 IBCパブリッシング 2014.02

9 デイビッド・セインの日本紹介　生活・文化・伝統・観光編 デイビッド・セイン／著 IBCパブリッシング 2014.03

10 不思議の国ニッポン 安部 直文／著 IBCパブリッシング 2010.03

Ｎｏ タイトル

1 Fukuoka, an Asian Business Hub（英語）

2
FUKUOKA CITY　（英語）
- Striving to Become a Focal Point of Exchanges in the New Era of Kyushu and Asia -

3 Fukuoka City Information Plaza News  2015 Spring（英語）

4 Fukuoka City Information Plaza News  2015 Summer（英語） 次ページへ
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Ｎｏ タイトル

5 Fukuoka City Information Plaza News  2015 Autumn（英語）

6 Fukuoka City Information Plaza News  2015-2016 Winter（英語）

7 FUKUOKA MAP　（福岡市街地マップ・英語・中国語・韓国語）

8 FUKUOKA MAP（景観よかとこマップ・英語）

9 福岡観光ガイドブック（日本語）

10 Fukuoka City Visitor's Guide （福岡観光ガイドブック・英語）

11 博多本（日本語）

12 HAKATA BOOK （博多本・英語）

13 FUKUOKA TOWER（英語）

14 「博多町家」ふるさと館　Facility Guide（英語）

15 Yusentei Garden/Rakusuien Informaion（友泉亭/楽水園・英語）

16 FUKUOKA CITY MUSEUM（英語）

17 九州国立博物館　KYUSHU NATIONAL MUSEUM（英語） 前ページへ

福岡市博物館

九州国立博物館

福岡おもてなし委員会

博多の魅力発信会議

博多の魅力発信会議

福岡タワー

「博多町家」ふるさと館

福岡市情報プラザ

福岡市

福岡おもてなし委員会

出版者

福岡市情報プラザ

Ｈ-110　英語による日本の伝統文化紹介　パンフレット資料②

項目別一覧【教科・領域付】に戻る

トップページに戻る

セット一覧に戻る



Ｈ自国文化・郷土

Ｎｏ タイトル 著者名 出版者 出版年

1 伝統工芸ってなに? 日本工芸会東日本支部／編 芸艸堂 2013.07

2 民藝の教科書　1 　うつわ 久野 恵一／監修 グラフィック社 2012.04

3 民藝の教科書　2 　染めと織り 久野 恵一／監修 グラフィック社 2012.08

4 民藝の教科書　3 　木と漆 久野 恵一／監修 グラフィック社 2012.12

5 民藝の教科書　4 　かごとざる 久野 恵一／監修 グラフィック社 2013.06

6 民藝の教科書　5 　手仕事いろいろ 久野 恵一／監修 グラフィック社 2013.12

7 民藝の教科書　6 　暮らしの道具カタログ 久野 恵一／監修 グラフィック社 2014.06

8 図説日本の職人 神山 典士／文 河出書房新社 2007.10

9 調べてみよう!日本の職人伝統のワザ　4 　「住」の職人 学研プラス 2011.02

10 子どもに伝えたい和の技術　2 　和紙 和の技術を知る会／著 文溪堂 2015.03

Ｈ-111　伝統工芸・伝統産業

セット一覧に戻る

トップページに戻る

項目別一覧【教科・領域付】に戻る



Ｈ自国文化・郷土

Ｎｏ タイトル 著者名 出版者 出版年

1 職人の手仕事　Vol.01　博多包丁 ゼネラルアサヒ 2009.04

2 職人の手仕事　Vol.02　博多曲物 ゼネラルアサヒ 2009.04

3 職人の手仕事　Vol.03　大工 ゼネラルアサヒ 2009.04

4 職人の手仕事　Vol.04　硯司 ゼネラルアサヒ 2009.04

5 職人の手仕事　Vol.05　竹細工 ゼネラルアサヒ 2009.04

6 職人の手仕事　Vol.06　来民渋団扇 ゼネラルアサヒ 2011.04

7 職人の手仕事　Vol.07　まごじ凧 ゼネラルアサヒ 2011.04

8 職人の手仕事　Vol.08　天然樟脳 ゼネラルアサヒ 2011.04

9 職人の手仕事　Vol.09　博多鋏 ゼネラルアサヒ 2011.04

10 職人の手仕事　Vol.10　フランス菓子 ゼネラルアサヒ 2011.04

11 職人の手仕事　Vol.11　手吹き硝子 ゼネラルアサヒ 2013.04

12 職人の手仕事　Vol.12　左官 ゼネラルアサヒ 2013.04

13 職人の手仕事　Vol.13　線香花火 ゼネラルアサヒ 2013.04

14 職人の手仕事　Vol.14　名尾和紙 ゼネラルアサヒ 2013.04

15 職人の手仕事　Vol.15　組子 ゼネラルアサヒ 2013.04

16 職人の手仕事　Vol.16　水車場お香 ゼネラルアサヒ 2015.04

17 職人の手仕事　Vol.17　活版印刷 ゼネラルアサヒ 2015.04

18 職人の手仕事　Vol.18　日本刺繡 ゼネラルアサヒ 2015.04

19 職人の手仕事　Vol.19　屋根師 ゼネラルアサヒ 2015.04

20 職人の手仕事　Vol.20　時計修理士 ゼネラルアサヒ 2015.04

21 職人の手仕事　Vol.21　醬油 ゼネラルアサヒ 2015.10

22 職人の手仕事　Vol.22　日本酒 ゼネラルアサヒ 2015.10

Ｈ-112　職人の手仕事

セット一覧に戻る

トップページに戻る
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Ｉ国際社会

Ｎｏ タイトル 著者名 出版者 出版年

1 最新地図で読む世界情勢
ジャン=クリストフ・ヴィクト
ル／著

CCCメディアハウス 2015.09

2 21世紀はどんな世界になるのか 眞 淳平／著 岩波書店 2014.04

3 まんがクラスメイトは外国人　：　多文化共生20の物語
「外国につながる子どもた
ちの物語」編集委員会／編

明石書店 2009.04

4 異文化理解入門 原沢 伊都夫／著 研究社 2013.07

5 多文化に出会うブックガイド
世界とつながる子どもの本
棚プロジェクト／編

読書工房 2011.03

6 アイヌ民族の歴史 関口　明　ほか／編 山川出版社 2015.08

7 アイヌ民族：歴史と現在　
公益財団法人アイヌ文
化振興・研究推進機構

2016.07

8 アイヌの世界を旅する 北原 次郎太／監修 平凡社 2014.11

9 図説・ゼロからわかる三大宗教の読み方 茂木 誠／監修 実務教育出版 2015.11

10 世界三大宗教の教科書 洋泉社 2015.05

Ｎｏ タイトル

1 アイヌ民族：歴史と現在　教師用指導書 公益財団法人　アイヌ文化振興・研究推進機構

Ｉ-101　共生社会・少数民族・宗教

セット一覧に戻る

トップページに戻る

Ｉ-101　共生社会・少数民族・宗教　パンフレット資料

出版者
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Ｉ国際社会

Ｎｏ タイトル 著者名 出版者 出版年

1 20世紀からの戦争・紛争キーワード百科 鈴木 孝弘／著 三恵社 2015.07

2 ぼくらのアフリカに戦争がなくならないのはなぜ? 小川 真吾／著 合同出版 2012.04

3 天、共に在り 中村　哲／著 ＮＨＫ出版 2013.10

4 世界紛争地図 日本経済新聞社／編 日本経済新聞出版社 2013.07

5 世界の人びとに聞いた100通りの平和　シリーズ1　中東編 伊勢崎 賢治／監修 かもがわ出版 2015.10

6 世界の人びとに聞いた100通りの平和　シリーズ2　アメリカ・アフリカ編 伊勢崎 賢治／監修 かもがわ出版 2015.11

7 世界の人びとに聞いた100通りの平和　シリーズ3　アジア編 伊勢崎 賢治／監修 かもがわ出版 2016.01

8 世界の人びとに聞いた100通りの平和　シリーズ4　ヨーロッパ編 伊勢崎 賢治／監修 かもがわ出版 2016.03

9 中東とイスラーム世界が一気にわかる本 宮崎 正勝／著 日本実業出版社 2015.06

10 13歳からのテロ問題 加藤 朗／著 かもがわ出版 2011.09

I-102 現在も続く戦争・民族紛争 

セット一覧に戻る

トップページに戻る
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Ｉ国際社会

Ｎｏ タイトル 著者名 出版者 出版年

1 国際連合の基礎知識　2014
国際連合広報局／著，八
森 充／訳

関西学院大学
総合政策学部

2015.03

2 国際社会で働く 嘉治 美佐子／著 NTT出版 2014.09

3 ニュースに出てくる国際組織じてん　1 　国連組織 池上 彰監修 彩流社 2016.03

4 ユネスコスクール 小林 亮／著 明石書店 2014.11

5 ユニセフの現場から 和氣 邦夫／著 白水社 2012.04

6 ユニセフではたらこう 和氣 邦夫／著 白水社 2008.06

7 持続する情熱 国際協力機構／監修 万葉舎 2015.11

8 ニュースに出てくる国際条約じてん　1 　国際組織と領土 池上 彰／監修 彩流社 2015.03

9 マララ・ユスフザイ国連演説&インタビュー集 マララ・ユスフザイ／述 朝日出版社 2014.03

10 マザー・テレサ語る マザー・テレサ／述 早川書房 1997.10

Ｎｏ タイトル

1 国際連合へようこそ

2 みんなの国連（2009年改訂用紙付）

3 国連が世界を変える60の方法

4 世界で働く日本人国連職員 次ページへ

Ｉ-103　国連・ユネスコ・ユニセフ

セット一覧に戻る

トップページに戻る

Ｉ-103　国連・ユネスコ・ユニセフ　パンフレット資料①

出版者
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178471
ハイライト表示



Ｎｏ タイトル

5 日本と国連

6 国際連合憲章および国際司法裁判所規程

7 UNIC（国連広報センター）は日本におけるUnited Nations（国際連合）の情報発信拠点です

8 東日本大震災に学ぶ「東北から世界へのメッセージ」：持続可能な社会をめざして

9 ヒロシマから世界へ平和のメッセージ

10 国連のはたらき

11 福岡市総合図書館の国際資料

12 九州国連寄託図書館

13 Kyushu United Nations Depository Library

14 ユニセフと世界のともだち

15 ユニセフ・ニュース　Vol.239

16 すべての子どもに健康、教育、平等、保護を

17 国際機関で働こう！

18 JICAの仕事

19 国際協力への参加メニュー

20 国際理解教育実践資料集～世界を知ろう！考えよう！～

21 どうなってるの？世界と日本

22 学校に行きたい 前ページへ

（財）日本ユニセフ協会

（財）日本ユニセフ協会

国際協力機構地球ひろば

国際協力機構広報室

国際協力機構

（財）日本ユニセフ協会

外務省　国際機関人事センター

国際協力機構広報室

国際協力機構広報室

出版者

国際連合広報センター

福岡市総合図書館

九州国連寄託図書館

九州国連寄託図書館

国際連合広報センター

国際連合広報センター

国際連合広報センター

国際連合広報センター

外務省　国際機関人事センター

Ｉ-103　国連・ユネスコ・ユニセフ　パンフレット資料②
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Ｊ平和

Ｎｏ タイトル 著者名 出版者 出版年

1 福岡の戦争遺跡を歩く 川口 勝彦／著 海鳥社 2010.08

2 福岡空襲とアメリカ軍調査
アメリカ戦略爆撃調査団聴取
書を読む会／編

海鳥社 1998.06

3 私の福岡大空襲体験 福岡大空襲を語る会／編
福岡大空襲
を語る会

1985

4 福岡大空襲 西日本新聞社／編 西日本新聞社 1974.06

5 火の雨が降った　：　6・19福岡大空襲 福岡空襲を記録する会／編著 福岡空襲を記録する会 1986.06

Ｎｏ タイトル

1 西日本新聞（復刻版）　昭和20年6月19日福岡大空襲再編集紙面

Ｊ-101　福岡大空襲

セット一覧に戻る

トップページに戻る

Ｊ-101　福岡大空襲　新聞資料

出版者

西日本新聞
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Ｊ平和

Ｎｏ タイトル 著者名 出版者 出版年

1 沖縄戦跡・慰霊碑を巡る 三荻 祥／編著 明成社 2014.03

2 13歳の少女が見た沖縄戦 安田 未知子／著 WAVE出版 2015.06

3 戦争と沖縄 池宮城 秀意／著 岩波書店 2012.02

4 シリーズ戦争遺跡　2　戦場になった島-沖縄・本土戦 汐文社 2010.03

5 平和を考える戦争遺物　4　沖縄戦と米軍占領 汐文社 2014.03

6 わたしたちの戦争体験　6　沖縄 田代 脩／監修 学研教育出版 2010.02

7 わたしの沖縄戦　1　「集団自決」なぜ 行田 稔彦／著 新日本出版社 2013.11

8 わたしの沖縄戦　2　ガマ（洞窟）であったこと 行田 稔彦／著 新日本出版社 2014.03

9 わたしの沖縄戦　3　弾雨の中で 行田 稔彦／著 新日本出版社 2014.03

10 わたしの沖縄戦　4　摩文仁の丘に立ち 行田 稔彦／著 新日本出版社 2014.03

J-102 沖縄戦

セット一覧に戻る

トップページに戻る
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