
学習支援用図書セット（小学校用）

セ ッ　　ト   一   覧

項目別一覧【教科・単元付】 学年別一覧（教科・単元別）

３ 年 生

Ｉ 戦争・平和

Ｈ 国際社会Ｇ 社会生活・産業

Ｆ 生物・天体・気象Ｅ 健康・いのち

Ｄ キャリア教育Ｃ 情報・メディア

Ｂ 人権・福祉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・単元付】の各項目をクリックすると学年ごとの教科・

単元が確認できるセット名の一覧を表示します。

◎学年別一覧（教科・単元別）の学年等をクリックすると教科・単元ごとの

セット名の一覧を表示します。

５ 年 生

４年 生

６ 年 生

 低学年の教科・単元につきましては，小１こくご下「自動車く

らべ」のみとなっています。今後，低学年用の支援用図書の

充実に努めます。

低 学 年



学習支援用図書セット：項目別一覧

セット
番号

セット名 冊数
セット
番号

セット名 冊数

A-1  環境Ａ（全般）① 10 F-3  栽培 10

A-2  環境Ａ（全般）② 10 F-4  昆虫 10

A-3  環境Ｂ（温暖化） 10 F-5  動物① 10

A-4  環境Ｃ（食糧問題） 10 F-6  動物② 10

A-5  環境Ｄ（ごみリサイクル）① 10 F-7  水の生きもの 10

A-6  環境Ｄ（ごみリサイクル）② 10 F-8  天体（宇宙・地球） 10

A-7  環境Ｅ（エネルギー） 10 F-9  気象 10

A-8  環境Ｆ（防災） 10 F-10  すがたをかえるたべもの① 10

B-1  福祉Ａ（全般） 10 F-11  すがたをかえるたべもの② 10

B-2  福祉Ｂ（点字） 10 G-1  工業・ものづくり 10

B-3  福祉Ｃ（手話） 10 G-2  農林水産業 10

B-4  福祉D（ユニバーサルデザイン） 10 G-3  社会科見学 10

B-5  いじめ 10 G-4  昔のくらし　 10

B-6  人権 10 G-5  政治とくらし 10

Ｃ 情報・メディア C-1  情報社会・情報モラル 10 G-6  はたらくじどうしゃ① 10

D-1  いろいろな仕事① 10 G-7  はたらくじどうしゃ② 10

D-2  いろいろな仕事② 10 H-1  国際理解A（韓国） 10

E-1  食育 10 H-2  国際理解B（全般） 10

E-2  薬物乱用防止 10 H-3  国際理解Ｃ（教科書に出る国） 10

E-3  性教育 10 H-4  自国文化 10

F-1  植物 10 I-1  戦争と平和 10

F-2  米 10 I-2  国連 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。

Ｄ キャリア教育

Ｉ 戦争・平和Ｆ 生物・天体・気象

トップページに戻る

項目名

Ｅ 健康・いのち

Ｆ 生物・天体・気象

Ｈ 国際理解

項目名

Ａ 環境・防災

Ｂ 人権・福祉

Ｇ 社会生活・産業

178471
ハイライト表示



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

セット
番号

セット名 冊数 学年 教科・単元

５年  小５社下 「自然を守る運動」

６年  小６理 「生物どうしの関わり」

６年  小６理 「生物と地球環境」

６年  小６理 「わたしたちの生活と環境」

５年  小５社下 「自然を守る運動」

６年  小６理 「生物どうしの関わり」

６年  小６理 「生物と地球環境」

６年  小６理 「わたしたちの生活と環境」

A-3  環境Ｂ（温暖化） 10

４年  小３・４社下 「命とくらしをささえる水」

５年  小５社上 「これからの食糧生産」

A-5  環境Ｄ（ごみリサイクル）① 10 ４年  小３・４社下 「ごみのしまつと活用」

A-6  環境Ｄ（ごみリサイクル）② 10 ４年  小３・４社下 「ごみのしまつと活用」

A-7  環境Ｅ（エネルギー） 10

A-8  環境Ｆ（防災） 10 ５年  小５保 「地震や津波から身を守る」 「災害から人々を守る」

◎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。

項目名

Ａ 環境・防災

A-1

A-2

 環境Ａ（全般）①

 環境Ａ（全般）②

10

10

A-4  環境Ｃ（食糧問題） 10

178471
ハイライト表示



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

セット
番号

セット名 冊数 学年 教科・単元

B-1  福祉Ａ（全般） 10

B-2  福祉Ｂ（点字） 10

B-3  福祉Ｃ（手話） 10

B-4  福祉D（ユニバーサルデザイン） 10

B-5  いじめ 10 ５年  小５保 「心の健康」

B-6  人権 10

４年  小３・４社下 「インターネットの使い方」

５年
 小５社下 「情報化社会を生きる」 「情報を伝える」
             「電子メールの使い方」 「インターネットでの調べ方」

D-1  いろいろな仕事① 10 ３年  小３・４社上 「くらしをささえるまちではたらく人びと」

D-2  いろいろな仕事② 10 ３年  小３・４社上 「くらしをささえるまちではたらく人びと」

E-1  食育 10 ５年  小５保 「食事は楽しく」

E-2  薬物乱用防止 10 ６年  小６保 「たばこの害」 「アルコールの害」 「薬物乱用の害」

４年  小４保 「新しい生命のたんじょう」 「思春期の体の変化」

５年  小５理 「人のたんじょう」

◎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。

Ｂ 人権・福祉

Ｄ キャリア教育

Ｅ 健康・いのち

項目名

Ｃ 情報・メディア C-1  情報社会・情報モラル

E-3  性教育 10

10

178471
ハイライト表示



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

セット
番号

セット名 冊数 学年 教科・単元

５年  小５理 「植物の発芽」 「植物の成長」 「植物の実や種子のでき方」

６年  小６理 「植物の成長と日光の関わり・水の関わり」

F-2  米 10 ５年  小５社上 「米作りのさかんな地域

F-3  栽培 10 ３年  小３理 「植物を育てよう」

F-4  昆虫 10 ３年  小3理 「こん虫をそだてよう」

３年  小3理 「動物のすみかをしらべよう」

４年  小４理 「季節と生き物」

３年  小3理 「動物のすみかをしらべよう」

４年  小４理 「季節と生き物」

F-7  水の生きもの 10 ５年  小５理 「メダカのたんじょう」

３年  小３理 「太陽のうごきと地面のようす」 「太陽の光をしらべよう」

４年  小４理 「星の明るさや色」 「月の動き」 「星の動き」

６年  小６理 「月と太陽」 「土地のつくりと変化」

４年  小４理 「天気と気温」

５年  小５理 「台風と天気の変化」 「天気の変化」

F-10  すがたをかえるたべもの① 10 ３年  小3国「すがたをかえる大豆」

F-11  すがたをかえるたべもの② 10 ３年  小3国「すがたをかえる大豆」

◎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。

項目名

Ｆ 生物・天体・気象

F-5

F-6

F-9  気象 10

F-1  植物 10

 動物①

 動物②

10

10

F-8  天体（宇宙・地球） 10

178471
ハイライト表示



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

セット
番号

セット名 冊数 学年 教科・単元

G-1  工業・ものづくり 10 ５年  小５社下 「自動車工業のさかんな地域」 「日本の工業の特色」

G-2  農林水産業 10 ５年  小５社上 「水産業のさかんな地域」

G-3  社会科見学 10

G-4  昔のくらし　 10 ３年  小３・４社上 「今にのこる昔とくらしのうつりかわり」

G-5  政治とくらし 10 ６年  小６社下 「わたしたちのくらしと憲法」   「わたしたちの願いと政治のはたらき」

G-6  はたらくじどうしゃ① 10 １年  小１こくご下「自動車くらべ」

G-7  はたらくじどうしゃ② 10 １年  小１こくご下「自動車くらべ」

H-1  国際理解A（韓国） 10 ６年  小６社下 「日本とつながりの深い国々」

H-2  国際理解B（全般） 10

H-3  国際理解Ｃ（教科書に出る国） 10 ６年  小６社下 「日本とつながりの深い国々」

H-4  自国文化 10

I-1  戦争と平和 10 ６年  小６社上 「アジア・太平洋に広がる戦争」

I-2  国連 10 ６年  小６社下 「国際連合と日本人の役割」

◎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。

Ｉ 戦争・平和

項目名

社会生活・産業

Ｈ 国際理解

Ｇ

178471
ハイライト表示



学年別一覧（教科・単元別）

学年 単元
セット
番号

セット名 冊数

G-6  はたらくじどうしゃ① 10

G-7  はたらくじどうしゃ② 10
１年  小１こくご下「自動車くらべ」

トップページに戻る

◎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。

178471
ハイライト表示



学年別一覧（教科・単元別）

学年 単元
セット
番号

セット名 冊数

 小３・４社上 「くらしをささえるまちではたらく人びと」 D-1  いろいろな仕事① 10

 小３・４社上 「くらしをささえるまちではたらく人びと」 D-2  いろいろな仕事② 10

 小３・４社上 「今にのこる昔とくらしのうつりかわり」 G-4  昔のくらし　 10

 小3理 「こん虫をそだてよう」 F-4  昆虫 10

 小３理 「植物を育てよう」 F-3  栽培 10

 小３理 「太陽のうごきと地面のようす」 「太陽の光をしらべよう」 F-8  天体（宇宙・地球） 10

F-5  動物① 10

F-6  動物② 10

F-10  すがたをかえるたべもの① 10

F-11  すがたをかえるたべもの② 10

 小3理 「動物のすみかをしらべよう」

 小3国「すがたをかえる大豆」

３年

トップページに戻る

◎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。

178471
ハイライト表示



学年別一覧（教科・単元別）

学年 単元
セット
番号

セット名 冊数

 小３・４社下 「命とくらしをささえる水」 A-4  環境Ｃ（食糧問題） 10

 小３・４社下 「インターネットの使い方」 C-1  情報社会・情報モラル 10

A-5  環境Ｄ（ごみリサイクル）① 10

A-6  環境Ｄ（ごみリサイクル）② 10

 小４保 「新しい生命のたんじょう」 「思春期の体の変化」 E-3  性教育 10

F-5  動物① 10

F-6  動物② 10

 小４理 「天気と気温」 F-9  気象 10

 小４理 「星の明るさや色」 「月の動き」 「星の動き」 F-8  天体（宇宙・地球） 10

 小３・４社下 「ごみのしまつと活用」

４年

 小４理 「季節と生き物」

トップページに戻る

◎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。

178471
ハイライト表示



学年別一覧（教科・単元別）

学年 単元
セット
番号

セット名 冊数

 小５社下 「情報化社会を生きる」 「情報を伝える」
              「電子メールの使い方」 「インターネットでの調べ方」

C-1  情報社会・情報モラル 10

 小５社上 「米作りのさかんな地域」 F-2  米 10

 小５社上 「これからの食糧生産」 A-4  環境Ｃ（食糧問題） 10

 小５社上 「水産業のさかんな地域」 G-2  農林水産業 10

A-1  環境Ａ（全般）① 10

A-2  環境Ａ（全般）② 10

 小５社下 「自動車工業のさかんな地域」 「日本の工業の特色」 G-1  工業・ものづくり 10

 小５保 「地震や津波から身を守る」 「災害から人々を守る」 A-8  環境Ｆ（防災） 10

 小５保 「心の健康」 B-5  いじめ 10

 小５保 「食事は楽しく」 E-1  食育 10

 小５理 「植物の発芽」 「植物の成長」 「植物の実や種子のでき方」 F-1  植物 10

 小５理 「台風と天気の変化」 「天気の変化」 F-9  気象 10

 小５理 「人のたんじょう」 E-3  性教育 10

 小５理 「メダカのたんじょう」 F-7  水の生きもの 10

５年

 小５社下 「自然を守る運動」

トップページに戻る

◎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。

178471
ハイライト表示



学年別一覧（教科・単元別）

学年 単元
セット
番号

セット名 冊数

 小６社上 「アジア・太平洋に広がる戦争」 I-1  戦争と平和 10

 小６社下 「国際連合と日本人の役割」 I-2  国連 10

H-1  国際理解A（韓国） 10

H-3  国際理解Ｃ（教科書に出る国） 10

 小６社下 「わたしたちのくらしと憲法」 「わたしたちの願いと政治のはたらき」 G-5  政治とくらし 10

 小６保 「たばこの害」 「アルコールの害」 「薬物乱用の害」 E-2  薬物乱用防止 10

 小６理 「植物の成長と日光の関わり・水の関わり」 F-1  植物 10

A-1  環境Ａ（全般）① 10

A-2  環境Ａ（全般）② 10

A-1  環境Ａ（全般）① 10

A-2  環境Ａ（全般）② 10

 小６理 「月と太陽」 「土地のつくりと変化」 F-8  天体（宇宙・地球） 10

A-1  環境Ａ（全般）① 10

A-2  環境Ａ（全般）② 10

 小６社下 「日本とつながりの深い国々」

 小６理 「生物どうしの関わり」

 小６理 「生物と地球環境」

 小６理 「わたしたちの生活と環境」

６年

◎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。

トップページに戻る

178471
ハイライト表示



環境Ａ（全般）

セット①　セット番号：A-1

No タイトル 著者名 出版者 出版年 対象

1  環境　（ポプラディア情報館）  枝廣 淳子／監修  ポプラ社 2011. 1 小･中学生

2  みんなでかんがえよう!生物多様性と地球環境　1　わたしたちのくらしと生物多様性　  岩崎書店 2010.10 小上，中

3  みんなでかんがえよう!生物多様性と地球環境　2　日本の多様な生きものと環境　  岩崎書店 2010.10 小上，中

4  みんなでかんがえよう!生物多様性と地球環境　3　世界の多様な生きものと環境　  岩崎書店 2010.10 小上，中

5  いますぐ考えよう!未来につなぐ資源・環境・エネルギー　1　原子力発電を考える　  田中 優／著  岩崎書店 2012. 3 小５〜６

6  いますぐ考えよう!未来につなぐ資源・環境・エネルギー　2　石油エネルギーを考える　 　  田中 優／著  岩崎書店 2012. 4 小５〜６

7  いますぐ考えよう!未来につなぐ資源・環境・エネルギー　3　エネルギーの自給自足を考える  田中 優／著  岩崎書店 2012. 4 小５〜６

8  地球環境図鑑
 デヴィッド・デ・ロスチャイルド／総監
修

 ポプラ社 2009   小３〜６

9  暑さとくらし　図解こどもエコライフ  鈴木 信恵／著  ほるぷ出版 2012   小３〜６

10  寒さとくらし　図解こどもエコライフ  鈴木 信恵／著  ほるぷ出版 2012   小３〜６

セット②　セット番号：A-2

No タイトル 著者名 出版者 出版年 対象

1  池上彰のニュースに登場する世界の環境問題　1　気候変動　  池上 彰／監修  さ・え・ら書房 2010. 3 小３〜６

2  池上彰のニュースに登場する世界の環境問題　2　水　  池上 彰／監修  さ・え・ら書房 2010. 4 小３〜６

3  池上彰のニュースに登場する世界の環境問題　3　食糧　  池上 彰／監修  さ・え・ら書房 2010. 4 小３〜６

4  池上彰のニュースに登場する世界の環境問題　4　ゴミ　  池上 彰／監修  さ・え・ら書房 2010. 4 小３〜６

5  池上彰のニュースに登場する世界の環境問題　5　健康・病気　  池上 彰／監修  さ・え・ら書房 2010. 4 小３〜６

6  池上彰のニュースに登場する世界の環境問題　6　動物の多様性　  池上 彰／監修  さ・え・ら書房 2010.12 小３〜６

7  池上彰のニュースに登場する世界の環境問題　7　人口問題　  池上 彰／監修  さ・え・ら書房 2011. 2 小３〜６

8  池上彰のニュースに登場する世界の環境問題　8　貧困　  池上 彰／監修  さ・え・ら書房 2011. 3 小３〜６

9  池上彰のニュースに登場する世界の環境問題　9　公害　  池上 彰／監修  さ・え・ら書房 2011. 4 小３〜６

10  池上彰のニュースに登場する世界の環境問題　10　エネルギー　 　  池上 彰／監修  さ・え・ら書房 2011. 4 小３〜６

セット一覧に戻る

項目別一覧【教科・単元付】に戻る

トップページに戻る



環境Ｂ（温暖化）

セット番号：A-3

No タイトル 著者名 出版者 出版年 対象

1  みんなで考えよう地球温暖化とエネルギーの未来　1　地球温暖化時代を生きる　  仲谷 宏／文  小峰書店 2009. 4 小５〜６

2  みんなで考えよう地球温暖化とエネルギーの未来　2　電力と地球環境　  仲谷 宏／文  小峰書店 2009. 4 小５〜６

3  みんなで考えよう地球温暖化とエネルギーの未来　3　交通・運輸と地球環境　  仲谷 宏／文  小峰書店 2009. 4 小５〜６

4  みんなで考えよう地球温暖化とエネルギーの未来　4　くらしの省エネ　 　  仲谷 宏／文  小峰書店 2009. 4 小５〜６

5  実践!体験!みんなでストップ温暖化　1　調べて発表!温暖化のしくみ　 　  住 明正／監修  学研教育出版 2011. 2 小３〜６

6  実践!体験!みんなでストップ温暖化　2　現場を見学!日本と世界のエコ対策  住 明正／監修  学研教育出版 2011. 2 小３〜６

7  実践!体験!みんなでストップ温暖化　3　実験でわかる!環境問題とエネルギー　  住 明正／監修  学研教育出版 2011. 2 小３〜６

8  実践!体験!みんなでストップ温暖化　4　地域と家庭で!地球を守るエコ活動　  住 明正／監修  学研教育出版 2011. 2 小３〜６

9  実践!体験!みんなでストップ温暖化　5　学校でやろう!ストップ温暖化　  住 明正／監修  学研教育出版 2011. 2 小３〜６

10  流氷の伝言　アザラシの赤ちゃんが教える地球温暖化のシグナル  小原 玲／著  教育出版 2009   

セット一覧に戻る
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環境Ｃ（食糧問題）

セット番号：A-4

No タイトル 著者名 出版者 出版年 対象

1  食べもの市場・食料問題大事典　1　：　くわしくわかる!　市場からみえる食の流通・販売　  教育画劇 2013. 2　 小３〜６

2  食べもの市場・食料問題大事典　2　：　くわしくわかる!　市場にくる食の生産現場　  教育画劇 2013. 4 小３〜６

3  食べもの市場・食料問題大事典　3　：　くわしくわかる!　日本の食料問題　 　  教育画劇 2013. 4 小３〜６

4  日本は世界で何番目?　4　食料と農漁業  藤田 千枝／編　  大月書店 2014   小３〜６

5  飢餓と貧困　食べられない子どもたち　
 アムネスティ・インターナショナル日本
／編著

 絵本塾出版 2011. 2 小３〜６

6  食料危機ってなんだろう　（世界と日本の食料問題）  山崎 亮一／監修  文研出版　 2011.10 小３〜６

7  食料と環境問題　（世界と日本の食料問題）　  山崎 亮一／監修  文研出版　 2011.11 小３〜６

8  食料と人びとのくらし　（世界と日本の食料問題）　  山崎 亮一／監修  文研出版　 2011.12 小３〜６

9  食料自給率を考える　（世界と日本の食料問題）　  山崎 亮一／監修  文研出版　 2012. 1 小３〜６

10  食料問題にたちむかう　（世界と日本の食料問題）　  山崎 亮一／監修  文研出版　 2012. 2 小３〜６

セット一覧に戻る
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環境Ｄ（ごみリサイクル）

セット①　セット番号：A-5

No タイトル 著者名 出版者 出版年 対象

1  ごみの大研究  寄本 勝美／監修  ＰＨＰ研究所 2011. 3 小３〜６

2  ごみはいかせる!へらせる!　1　ごみ処理場ってどんなところ?  寄本 勝美／監修  岩崎書店 2008.10 小３〜６

3  ごみはいかせる!へらせる!　2　毎日のごみは資源になる　 　  寄本 勝美／監修  岩崎書店 2008.10 小３〜６

4  ごみはいかせる!へらせる!　3　粗大ごみ・機械は資源になる  寄本 勝美／監修  岩崎書店 2008.10 小３〜６

5
 ゴミとつきあおう　改訂・新データ版　：　環境ホルモンがわかる本
 　   （わたしたちの生きている地球 調べ学習にやくだつ環境の本）　1

 桐生 広人／著　山岡 寛人／著  童心社 2010. 3 小５〜６

6  エコQ&A100　1　世界のエコはいま　 　  ポプラ社 2010. 3

7  エコQ&A100　2　日本のエコはいま　 　  ポプラ社 2010. 3

8  エコQ&A100　3　自然のなかでエコ体験　  ポプラ社 2010. 3

9  エコQ&A100　4　日本人のエコの知恵　  ポプラ社 2010. 3

10  エコQ&A100　5　わたしたちにできるエコ　 　  ポプラ社 2010. 3

セット②　セット番号：A-6

No タイトル 著者名 出版者 出版年 対象

1  ごみとリサイクル（ポプラディア情報館）  安井 至／監修  ポプラ社 2006. 3 小･中学生

2  エコでござる-江戸に学ぶ　1の巻　江戸のびっくり省エネ生活  石川 英輔／監修  鈴木出版 2009. 3 小３〜６

3  エコでござる-江戸に学ぶ　2の巻　江戸のおどろきリサイクル生活　  石川 英輔／監修  鈴木出版 2009. 4 小３〜６

4  エコでござる-江戸に学ぶ　3の巻　江戸のゆったりスローライフ　 　  石川 英輔／監修  鈴木出版 2009. 4 小３〜６

5  さがしてみようくらしの中のエコ　1　エコな料理ってどんなもの?　  水谷 広／監修  小峰書店 2010. 4 小５〜６

6  さがしてみようくらしの中のエコ　2　エコなくらしを考えよう　 　  水谷 広／監修  小峰書店 2010. 4 小５〜６

7  さがしてみようくらしの中のエコ　3　学校でエコさがし　 　  水谷 広／監修  小峰書店 2010. 4 小５〜６

8  さがしてみようくらしの中のエコ　4　くらしの環境チェック　  水谷 広／監修  小峰書店 2010. 4 小５〜６

9  さがしてみようくらしの中のエコ　5　環境ラベルをみつけよう　 　  水谷 広／監修  小峰書店 2010. 4 小５〜６

10  考えよう!地球環境身近なことからエコ活動　4　学校ではじめるエコ活動　  環境情報普及センター／監修  金の星社 2009. 3 小３〜６
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環境Ｅ（エネルギー）

セット番号：A-7

No タイトル 著者名 出版者 出版年 対象

1  よくわかる再生可能エネルギー  矢沢サイエンスオフィス／編著  学研教育出版 2012. 2 　

2  見学!自然エネルギー大図鑑　1　太陽光・風力発電　  飯田 哲也／監修　  偕成社 2012. 3 小５〜６

3  見学!自然エネルギー大図鑑　2　地熱・小水力発電ほか　 　  飯田 哲也／監修  偕成社 2012. 4 小５〜６

4  見学!自然エネルギー大図鑑　3　バイオマス・温度差発電ほか　 　  飯田 哲也／監修  偕成社 2012. 4 小５〜６

5  資源の大研究  柴田 明夫／監修　  ＰＨＰ研究所 2012. 9 小３〜６

6  太陽エネルギーの大研究  小澤 祥司／著　  ＰＨＰ研究所 2012. 1　 小３〜６

7  かぎりあるエネルギー資源　（世界と日本のエネルギー問題）　  小池 康郎／監修　  文研出版 2012.11 小３〜６

8  エネルギーと環境問題　（世界と日本のエネルギー問題）　  小池 康郎／監修　  文研出版 2012.12 小３〜６

9  エネルギー自給率を考える　（世界と日本のエネルギー問題）　  小池 康郎／監修　  文研出版 2013. 1 小３〜６

10  エネルギー問題にたちむかう　（世界と日本のエネルギー問題）　  小池 康郎／監修　  文研出版 2013. 2 小３〜６
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環境Ｆ（防災）

セット番号：A-8

No タイトル 著者名 出版者 出版年 対象

1  58の用語でわかる!防災なるほど解説　上巻　災害をまねく自然現象 さまざまな自然災害 災害予防  安全・安心な社会創造研究所／監修  フレーベル館 2011.12 小５〜６

2  58の用語でわかる!防災なるほど解説　下巻　災害応急対策 災害復旧・復興 災害対策関係の法律  安全・安心な社会創造研究所／監修  フレーベル館 2012. 2 小５～６

3  子どものための防災訓練ガイド　1　防災マップ・カルテ作り  松尾 知純／著  汐文社 2013. 2 小３〜６

4  子どものための防災訓練ガイド　2　避難と行動　  松尾 知純／著  汐文社 2013. 3 小３～６

5  子どものための防災訓練ガイド　3　防災キャンプ　  松尾 知純／著  汐文社 2013. 4 小３～６

6  3.11が教えてくれた防災の本　1　地震  片田 敏孝／監修  かもがわ出版 2011.12 小３〜６

7  3.11が教えてくれた防災の本　2　津波  片田 敏孝／監修  かもがわ出版 2012. 2 小３〜６

8  3.11が教えてくれた防災の本　3　二次災害  片田 敏孝／監修  かもがわ出版 2012. 3 小３〜６

9  3.11が教えてくれた防災の本　4　避難生活  片田 敏孝／監修  かもがわ出版 2012. 3 小３〜６

10  災害・防災図鑑　：　すべての災害から命を守る　  CeMI環境・防災研究所／監修  文溪堂 2013. 3 小５～６
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福祉Ａ（全般）

セット番号：B-1

No タイトル 著者名 出版者 出版年 対象

1  しらべよう!はたらく犬たち　1　盲導犬・聴導犬・介助犬  ポプラ社 2010. 3 小３～６

2  60の用語でわかる!福祉なるほど解説　上巻　児童福祉 障がい者福祉 高齢者福祉  高橋 利一／監修・著  フレーベル館 2009.12 小３～６

3  60の用語でわかる!福祉なるほど解説　下巻　生活と福祉 福祉の国際化 福祉にかかわる仕事  高橋 利一／監修・著  フレーベル館 2010. 2 小３～６

4  みんなで考えよう障がい者の気持ち　1　：　読んでわかる、体験してわかる　視覚障がい  学研教育出版 2010. 2 小３～６

5  みんなで考えよう障がい者の気持ち　2　：　読んでわかる、体験してわかる　聴覚障がい  学研教育出版 2010. 2 小３～６

6  みんなで考えよう障がい者の気持ち　3　：　読んでわかる、体験してわかる　言語障がい  学研教育出版 2010. 2 小３～６

7  みんなで考えよう障がい者の気持ち　4　：　読んでわかる、体験してわかる　肢体不自由  学研教育出版 2010. 2 小３～６

8  みんなで考えよう障がい者の気持ち　5　：　読んでわかる、体験してわかる　知的障がい  学研教育出版 2010. 2 小３～６

9  みんなで考えよう障がい者の気持ち　6　：　読んでわかる、体験してわかる　発達障がい(LD、ADHD)  学研教育出版 2010. 2 小３～６

10  みんなで考えよう障がい者の気持ち　7　：　読んでわかる、体験してわかる　自閉症  学研教育出版 2010. 2 小３～６

セット一覧に戻る

項目別一覧【教科・単元付】に戻る

トップページに戻る



福祉Ｂ（点字）

セット番号：B-2

No タイトル 著者名 出版者 出版年 対象

1  しらべよう!りかいしよう!点字の世界　1　点字って、なに?　  桜雲会／監修  岩崎書店 2010.10 小１～２

2  しらべよう!りかいしよう!点字の世界　2　たのしい点字　  桜雲会／監修  岩崎書店 2010.11 小１～２

3  しらべよう!りかいしよう!点字の世界　3　町の点字をしらべよう!　  桜雲会／監修  岩崎書店 2010.11 小１～２

4  新・点字であそぼう  桜雲会／監修　こどもくらぶ／編  同友館 2011. 6 小学生　

5  子どものための点字事典  黒崎 惠津子／著  汐文社 2009. 3 小３～６

6  ぐりとぐら　：　てんじつきさわるえほん
 中川 李枝子／さく
 大村 百合子／え

 福音館書店 2013.11

7  みつけちゃ王　（てんじ手作り絵本）
 金子 修／文
 たかはし こうこ／絵

 桜雲会 2015. 3

8  伝記世界を変えた人々　8　ブライユ  偕成社 1992. 3

9  暗やみの中のきらめき　：　点字をつくったルイ・ブライユ
 マイヤリーサ・ディークマン／著
 古市 真由美／訳

 汐文社 2013. 4

10  バリアフリーの本　2　：　「障害」のある子も“みんないっしょに”　はじめての点字  偕成社 2000. 3
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福祉Ｃ（手話）

セット番号：B-3

No タイトル 著者名 出版者 出版年 対象

1  手話の絵事典　：　基本表現がよくわかる　  全国手話研修センター／監修  PHP研究所 2011. 2 小３～６

2  子どものための手話事典  全日本ろうあ連盟／監修  汐文社 2008. 4 小３～６

3  やってみよう!はじめての手話　1　手話をはじめよう  こどもくらぶ／編・著  岩崎書店 2001.10 小初

4  やってみよう!はじめての手話　2　指文字をおぼえよう  こどもくらぶ／編・著  岩崎書店 2001.10 小初

5  やってみよう!はじめての手話　3　手話であそぼう　  こどもくらぶ／編・著  岩崎書店 2001.10 小初

6  やってみよう!はじめての手話　4　はじめての手話ソング　  こどもくらぶ／編・著  岩崎書店 2001.11 小初

7  やってみよう!はじめての手話　5　手話で世界とともだち　  こどもくらぶ／編・著  岩崎書店 2001.11 小初

8  やってみよう!はじめての手話　6　写真・イラストで見る手話じてん  こどもくらぶ／編・著  岩崎書店 2001.11 小初

9  歌でおぼえる手話ソングブック　  新沢 としひこ／著  鈴木出版 2000   一般

10  みんなで遊べる手話ゲームブック  新沢 としひこ／著  鈴木出版 2006   一般
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福祉Ｄ（ユニバーサルデザイン）

セット番号：B-4

No タイトル 著者名 出版者 出版年 対象

1  みんなのユニバーサルデザイン　1　家族と考えるユニバーサルデザイン　  川内 美彦／監修  学研教育出版 2013. 2 小３～６

2  みんなのユニバーサルデザイン　2　学校で考えるユニバーサルデザイン　  川内 美彦／監修  学研教育出版 2013. 2 小３～６

3  みんなのユニバーサルデザイン　3　町の人とつくるユニバーサルデザイン　  川内 美彦／監修  学研教育出版 2013. 2 小３～６

4  みんなのユニバーサルデザイン　4　社会で取り組むユニバーサルデザイン　  川内 美彦／監修  学研教育出版 2013. 2 小３～６

5  みんなのユニバーサルデザイン　5　活動の場を広げるユニバーサルデザイン　  川内 美彦／監修  学研教育出版 2013. 2 小３～６

6  みんなのユニバーサルデザイン　6　これからのユニバーサルデザイン　  川内 美彦／監修  学研教育出版 2013. 2 小３～６

7  ユニバーサルデザインがわかる事典  柏原 士郎／監修  PHP研究所 2009. 5 小３〜６

8  ユニバーサルデザインとバリアフリーの図鑑  徳田 克己／監修  ポプラ社 2013. 4

9  さがしてみよう!まちのバリアフリー　2　学校のバリアフリー  高橋 儀平／監修  小峰書店 2011. 4 小３〜４ 

10  さがしてみよう!まちのバリアフリー　6　バリアフリーなんでも事典  高橋 儀平／監修  小峰書店 2011. 4 小３〜４ 
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いじめ

セット番号：B-5

No タイトル 著者名 出版者 出版年 対象

1  いじめのきもち  村山 士郎／編　小泉 るみ子／画  童心社 2013. 5 小･中学生

2
 子どもとまなぶいじめ・暴力克服プログラム
     新版　：　想像力・共感力・コミュニケーション力を育てるワーク

 武田 さち子／著  合同出版 2012. 9
小･中学生、

教員

3  いじめられている君へ いじめている君へ いじめを見ている君へ
 朝日新聞社／編
 秋元 才加／[ほか著]

 朝日新聞出版 2012. 9 小３〜６

4  いじめ 心の中がのぞけたら　漫画明日がくる  本山 理咲／著  朝日学生新聞社 2012. 9 中学生,一般

5  友だちをいじめる子どもの心がわかる本  原田 正文／監修  講談社 2008. 5 一般

6  ひとりでがまんしないよ!　：　いじめにまけない　（じぶんでじぶんをまもろう）　2
 嶋崎 政男／監修
 すみもと ななみ／絵

 あかね書房 2006. 2 小１〜４

7  新だれにも聞けないなやみ相談の本　3　：　自分で、自分にアドバイス　友だちともっと仲よく!  学研教育出版 2014. 2

8  新だれにも聞けないなやみ相談の本　4　：　自分で、自分にアドバイス　学校をもっと楽しく!　  学研教育出版 2014. 2

9  新だれにも聞けないなやみ相談の本　5　：　自分で、自分にアドバイス　生きるをもっと喜ぶ!  学研教育出版 2014. 2

10  いじめと戦おう!  玉聞 伸啓／著  小学館 2011.11 小学生　
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人権

セット番号：B-6

No タイトル 著者名 出版者 出版年 対象

1  わたしたちのトビアス学校へいく   ボー・スベドベリ文・写真  偕成社 1998   小初

2  ジェンダー・フリーの絵本　1  大月書店 2001   小･中学生

3  アスペルガーの心　1  フワリ／作・絵  偕成社 2012   小中

4  新しい発達と障害を考える本　2　もっと知りたい!アスペルガー症候群のおともだち  ミネルヴァ書房　 2013   小学生　

5  新しい発達と障害を考える本　3　もっと知りたい!LD学習障害のおともだち  ミネルヴァ書房　 2013   小学生　

6  新しい発達と障害を考える本　4　もっと知りたい!ADHD注意欠陥多動性障害のおともだち  ミネルヴァ書房　 2013   小学生　

7  新しい発達と障害を考える本　6　なにがちがうの?アスペルガー症候群の子の見え方・感じ方  ミネルヴァ書房　 2014   小学生　

8  新しい発達と障害を考える本　7　なにがちがうの?LD学習障害の子の見え方・感じ方  ミネルヴァ書房　 2014   小学生　

9  新しい発達と障害を考える本　8　なにがちがうの?ADHD注意欠陥多動性障害の子の見え方・感じ方  ミネルヴァ書房　 2014   小学生　

10  まんがクラスメイトは外国人　入門編　はじめて学ぶ多文化共生
 「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 2013. 6
中・高校生、

一般
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情報社会・情報モラル

セット番号：C-1

No タイトル 著者名 出版者 出版年 対象

1  ネット警備隊ねっぱとくん　：　親,先生,子どもがともに考える情報モラル  おおにし ひさお／作・画  開隆堂出版 2014. 8 

2  子ども、保護者、教員で考えるインターネットトラブル防止ガイド
 SNAスクールネットワークアドバイザー
／編著

 ラピュータ 2014. 9 

3  気をつけよう!スマートフォン　1　スマートフォンとインターネット　  小寺 信良／著  汐文社 2014. 1 小３〜６

4  気をつけよう!スマートフォン　2　SNSとメッセージ  小寺 信良／著  汐文社 2015. 1 小３〜６

5  気をつけよう!SNS　1　SNSってなんだろう?　  小寺 信良／著  汐文社 2013.11 小３〜６

6  気をつけよう!SNS　2　ソーシャルゲームってどんなもの?  小寺 信良／著  汐文社 2013.12 小３〜６

7  気をつけよう!SNS　3　依存しないために　  小寺 信良／著  汐文社 2014. 2 小３〜６

8  気をつけよう!情報モラル　1　ゲーム・あそび編  秋山 浩子／文  汐文社 2012.11 小３〜６

9  気をつけよう!情報モラル　2　メール・SNS編  秋山 浩子／文  汐文社 2013. 3 小３〜６

10  気をつけよう!情報モラル　3　著作権・肖像権編  秋山 浩子／文  汐文社 2013. 3 小３〜６
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いろいろな仕事

セット①　セット番号：D-1

No タイトル 著者名 出版者 出版年 対象

1  めざせ!世界にはばたく若き職人　1 　食  こどもくらぶ編  WAVE出版 2015. 3 小３～６

2  めざせ!世界にはばたく若き職人　2 　衣  こどもくらぶ編  WAVE出版 2015. 3 小３～６

3  めざせ!世界にはばたく若き職人　3 　住  こどもくらぶ編  WAVE出版 2015. 3 小３～６

4  めざせ!世界にはばたく若き職人　4 　楽  こどもくらぶ編  WAVE出版 2015. 3 小３～６

5  なりたい自分を見つける!仕事の図鑑　1 　人の心とからだを育てる仕事  <仕事の図鑑>編集委員会編  あかね書房 2006. 4 小３～４

6  なりたい自分を見つける!仕事の図鑑　8 　生きものと一緒に働く仕事  <仕事の図鑑>編集委員会編  あかね書房 2007. 4 小３～４

7  なりたい自分を見つける!仕事の図鑑　9 　くらしと安全を支える仕事  <仕事の図鑑>編集委員会編  あかね書房 2007. 4 小３～４

8  なりたい自分を見つける!仕事の図鑑　11 　福祉と健康を支える仕事  <仕事の図鑑>編集委員会編  あかね書房 2010. 3 小３～４

9  なりたい自分を見つける!仕事の図鑑　12 　未来の地球環境をつくる仕事  <仕事の図鑑>編集委員会編  あかね書房 2010. 3 小３～４

10  なりたい自分を見つける!仕事の図鑑　14 　安心なくらしを形にする仕事  <仕事の図鑑>編集委員会編  あかね書房 2014. 3 小３～４

セット②　セット番号：D-2

No タイトル 著者名 出版者 出版年 対象

1  さがしてみよう!まちのしごと　1 　交通のしごと  饗庭 伸監修  小峰書店 2015. 4 小３～４

2  さがしてみよう!まちのしごと　2 　消防・警察のしごと  饗庭 伸監修  小峰書店 2015. 4 小３～４

3  さがしてみよう!まちのしごと　3 　ごみ収集・浄水場のしごと  饗庭 伸監修  小峰書店 2015. 4 小３～４

4  さがしてみよう!まちのしごと　4 　農家・工場のしごと  饗庭 伸監修  小峰書店 2015. 4 小３～４

5  さがしてみよう!まちのしごと　5 　スーパーマーケット・商店街のしごと  饗庭 伸監修  小峰書店 2015. 4 小３～４

6  さがしてみよう!まちのしごと　6 　学校・図書館のしごと  饗庭 伸監修  小峰書店 2015. 4 小３～４

7  なりたい自分を見つける!仕事の図鑑　7 　エンターテイメントとマスコミの仕事  <仕事の図鑑>編集委員会編  あかね書房 2007. 4 小３～４

8  なりたい自分を見つける!仕事の図鑑　10 　世界の人々に出会う仕事  <仕事の図鑑>編集委員会編  あかね書房 2007. 4 小３～４

9  なりたい自分を見つける!仕事の図鑑　13 　人の心を動かす芸術文化の仕事  <仕事の図鑑>編集委員会編  あかね書房 2010. 3 小３～４

10  なりたい自分を見つける!仕事の図鑑　16 　生活をいろどるアートの仕事  <仕事の図鑑>編集委員会編  あかね書房 2014. 3 小３～４

セット一覧に戻る

項目別一覧【教科・単元付】に戻る

トップページに戻る



食育

セット番号：E-1

No タイトル 著者名 出版者 出版年 対象

1  給食ではじめる食育　1　給食は元気のみなもと　  宮島 則子／監修  あかね書房 2009. 1 小３～６

2  給食ではじめる食育　2　給食が届けられるまで　  宮島 則子／監修  あかね書房 2009. 1 小３～６

3  給食ではじめる食育　3　郷土から生まれる給食　  宮島 則子／監修  あかね書房 2009. 1 小３～６

4  給食ではじめる食育　4　命をいただく給食　  宮島 則子／監修  あかね書房 2009. 1 小３～６

5  坂本廣子の食育自立応援シリーズ　1　朝ごはん　  坂本 廣子／著  少年写真新聞社 2011. 2 小３～６

6  坂本廣子の食育自立応援シリーズ　2　お弁当　  坂本 廣子／著  少年写真新聞社 2011. 2 小３～６

7  坂本廣子の食育自立応援シリーズ　3　おやつごはん　  坂本 廣子／著  少年写真新聞社 2011. 2 小３～６

8  栄養バランスとダイエット　（こども食育ずかん）　  山本 茂／監修  少年写真新聞社 2010. 2 小３～４

9  地産地消と自給率って何だろう?　（こども食育ずかん）　  山本 茂／監修  少年写真新聞社 2010. 2 小３～４

10  もったいない!感謝して食べよう　（こども食育ずかん）　  山本 茂／監修  少年写真新聞社 2010. 2 小３～４
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薬物乱用防止

セット番号：E-2

No タイトル 著者名 出版者 出版年 対象

1  ほんとうの「ドラッグ」　（世の中への扉 社会）  近藤 恒夫／著  講談社 2012. 4 小５〜６

2  気をつけよう!薬物依存　第1巻　乱用と依存  渋井 哲也／著  汐文社 2010.11 小３〜６

3  気をつけよう!薬物依存　第2巻　身近にひそむ危険  渋井 哲也／著  汐文社 2010.12 小３〜６

4  気をつけよう!薬物依存　第3巻　対処と取り組み  渋井 哲也／著  汐文社 2011. 1 小３〜６

5
 こわい!あぶない!お酒はキケン!?
 （いのちをまもるほけんしつでみるえほん 子どものためのライフスキル）　1

 近藤 とも子／著  国土社 2006. 1 小･中学生

6
 こわい!あぶない!たばこはキケン!?
 （いのちをまもるほけんしつでみるえほん 子どものためのライフスキル）　2

 近藤 とも子／著  国土社 2006. 3 小･中学生

7
 こわい!あぶない!シンナー・薬物はキケン!?
 （いのちをまもるほけんしつでみるえほん 子どものためのライフスキル）　3

 近藤 とも子／著  国土社 2006. 2 小･中学生

8  タバコ　（10代のフィジカルヘルス）　1  加治 正行／著  大月書店 2005. 5 

9  アルコール　（10代のフィジカルヘルス）　4  水澤 都加佐／著  大月書店 2005.11

10  薬物　（10代のフィジカルヘルス）　5  水澤 都加佐／著  大月書店 2006. 1 

セット一覧に戻る

項目別一覧【教科・単元付】に戻る

トップページに戻る



性教育

セット番号：E-3

No タイトル 著者名 出版者 出版年 対象

1  赤ちゃんはどこからくるの?　（ドキドキワクワク性教育 もっと自分を好きになる）　1  平原 史樹／監修  少年写真新聞社 2011. 2 小３〜４

2  大切なからだ・こころ　（ドキドキワクワク性教育 もっと自分を好きになる）　2　  村瀬 幸浩／監修  少年写真新聞社 2011. 2 小５〜６

3  女の子が大人になるとき　（ドキドキワクワク性教育 もっと自分を好きになる）　3
 早乙女 智子／監修
 いがらし あや／絵

 少年写真新聞社 2011. 2 小５〜６

4  男の子が大人になるとき　（ドキドキワクワク性教育 もっと自分を好きになる）　4  岩室 紳也／監修　中村 光宏／絵  少年写真新聞社 2011. 2 小５〜６

5  赤ちゃんが生まれる　：　Photo Book　（[見たい聞きたい恥ずかしくない!性の本]）  北村 邦夫／監修  金の星社 2007. 3 小３〜６

6  男の子の心とからだ　（見たい聞きたい恥ずかしくない!性の本）  北村 邦夫／監修  金の星社 2007. 3 小３〜６

7  女の子の心とからだ　（見たい聞きたい恥ずかしくない!性の本）  北村 邦夫／監修  金の星社 2007. 3 小３〜６

8  性・自分・家族　（見たい聞きたい恥ずかしくない!性の本）  北村 邦夫／監修  金の星社 2007. 3 小３〜６

9  性犯罪・性感染症　（見たい聞きたい恥ずかしくない!性の本）  北村 邦夫／監修  金の星社 2007. 3 小３〜６

10  あっ!そうなんだ!性と生　：　幼児・小学生そしておとなへ
 浅井 春夫／編著
 安達 倭雅子／編著

 エイデル研究所 2014. 3
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植物

セット番号：F-1

No タイトル 著者名 出版者 出版年 対象

1   やさしい身近な自然観察図鑑　植物　：　これなあに?に答える生きものガイド　   岩槻 秀明／著   いかだ社 2014. 3

2   学校のまわりでさがせる植物図鑑　秋冬　：　ハンディ版　   近田 文弘／監修   金の星社 2009. 3 小３～６

3   学校のまわりでさがせる植物図鑑　樹木　：　ハンディ版　   近田 文弘／監修   金の星社 2009. 3 小３～６

4   学校のまわりでさがせる植物図鑑　夏　：　ハンディ版　   近田 文弘／監修   金の星社 2009. 3 小３～６

5   学校のまわりでさがせる植物図鑑　春　：　ハンディ版　   近田 文弘／監修   金の星社 2009. 2 小３～６

6   葉実木のかたちで調べる樹木の名前大事典   近田 文弘/著 とうど やよい/絵   くもん出版 2014. 4 小３～６

7   植物のふしぎ　（ポプラディア情報館）　   小林 正明／監修   ポプラ社 2011. 1 小学生　

8   教科書に出てくる生きもの観察図鑑　2　植物　1　   学研教育出版 2011. 1 小３～６

9   教科書に出てくる生きもの観察図鑑　3　植物　2　   学研教育出版 2011. 1 小３～６

10   教科書に出てくる生きもの観察図鑑　4　植物　3　   学研教育出版 2011. 1 小３～６
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米

セット番号：F-2

No タイトル 著者名 出版者 出版年 対象

1  米　（ポプラディア情報館）　  石谷 孝佑／監修  ポプラ社 2006. 3 小中学生

2  お米なんでも図鑑　：　お米とごはんのすべてがわかる!　（もっと知りたい!図鑑）　  石谷 孝佑／監修  ポプラ社 2013. 4 小３～４

3  イネ　：　米ができるまで　（科学のアルバム・かがやくいのち）　20　  飯村 茂樹／著  あかね書房 2014. 3 小学生　

4  バケツで実践超豪快イネつくり　：　1粒のタネが1万粒に!　  薄井 勝利／監修  農山漁村文化協会 2014. 2 小３～６

5  イネ・米　（地球を救う!植物）　  津幡 道夫／著  大日本図書 2013. 2 小３～６

6  食育 野菜をそだてる　[1]　お米　  後藤 真樹／写真と文  小峰書店 2007. 4 小３～６

7  「米」で総合学習みんなで調べて育てて食べよう!　1　イネを育てる　  池田 良一／監修  金の星社 2002. 3 小

8  「米」で総合学習みんなで調べて育てて食べよう!　2　図解米なんでも情報　  池田 良一／監修  金の星社 2002. 3 小

9  「米」で総合学習みんなで調べて育てて食べよう!　3　米を食べる　  池田 良一／監修  金の星社 2002. 3 小

10  「米」で総合学習みんなで調べて育てて食べよう!　4　改訂版　都道府県別米データ集　  池田 良一／監修  金の星社 2007.12 小
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栽培

セット番号：F-3

No タイトル 著者名 出版者 出版年 対象

1  農作業の絵本　1　栽培計画と畑の準備　（そだててあそぼう）　96　  じんさき そうこ／え  農山漁村文化協会 2010.11 小１～２

2  農作業の絵本　2　タネまき・育苗・植えつけ　（そだててあそぼう）　97　  じんさき そうこ／え  農山漁村文化協会 2010.12 小１～２

3  農作業の絵本　3　野菜の栽培と診断　（そだててあそぼう）　98　  じんさき そうこ／え  農山漁村文化協会 2010.12 小１～２

4  農作業の絵本　4　果樹の栽培とせん定　（そだててあそぼう）　99　  じんさき そうこ／え  農山漁村文化協会 2010.12 小１～２

5  農作業の絵本　5　収穫・保存・タネとり　（そだててあそぼう）　100　  じんさき そうこ／え  農山漁村文化協会 2010.12 小１～２

6  チューリップ　（そだててみよう!はじめての栽培）　  松井 孝／監修  金の星社 2013. 3 小１～４

7  アサガオ　（そだててみよう!はじめての栽培）　  松井 孝／監修  金の星社 2013. 3 小１～４

8  サツマイモ　（そだててみよう!はじめての栽培）　  松井 孝／監修  金の星社 2013. 3 小１～４

9  ヒマワリ　（そだててみよう!はじめての栽培）　  松井 孝／監修  金の星社 2013. 3 小１～４

10  ミニトマト　（そだててみよう!はじめての栽培）　  松井 孝／監修  金の星社 2013. 2 小１～４
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昆虫

セット番号：F-4

No タイトル 著者名 出版者 出版年 対象

1  やさしい身近な自然観察図鑑　昆虫　：　これなあに?に答える生きものガイド　  坂田 大輔／著  いかだ社 2014. 4

2  学校のまわりでさがせる生きもの図鑑　昆虫1　：　ハンディ版　  岡島 秀治／監修  金の星社 2010. 3 小３～６

3  学校のまわりでさがせる生きもの図鑑　昆虫2　：　ハンディ版　  岡島 秀治／監修  金の星社 2010. 3 小３～６

4  教科書に出てくる生きもの観察図鑑　1　昆虫　  学研教育出版 2011. 1 小３～６

5  昆虫のふしぎ　（ポプラディア情報館）　  寺山 守／監修  ポプラ社 2007. 3 小学生　

6  こん虫のふしぎ　1　こん虫のどうぐ　  岡島 秀治／監修  偕成社 2011.11 小学生　

7  こん虫のふしぎ　2　こん虫のかくれんぼ　  岡島 秀治／監修  偕成社 2011.11 小学生　

8  こん虫のふしぎ　3　こん虫のことば　  岡島 秀治／監修  偕成社 2011.11 小学生　

9  こん虫のふしぎ　4　こん虫のへんしん　  岡島 秀治／監修  偕成社 2012. 1 小学生　

10  こん虫のふしぎ　5　こん虫のおやこ　  岡島 秀治／監修  偕成社 2012. 1 小学生　
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動物

セット①　セット番号：F-5

No タイトル 著者名 出版者 出版年 対象

1  学校のまわりでさがせる生きもの図鑑　動物・鳥　：　ハンディ版　  今泉 忠明／監修  金の星社 2010. 3 小３～６

2  教科書に出てくる生きもの観察図鑑　6　動物・鳥　  学研教育出版 2011. 1 小３～６

3  鳥のふしぎ　（ポプラディア情報館）　  川上 和人／監修  ポプラ社 2011. 1 小学生　

4  動物のふしぎ　（ポプラディア情報館）　  今泉 忠明／監修  ポプラ社 2008. 3 小学生　

5  やさしい身近な自然観察図鑑　両生類・は虫類・鳥ほか　：　これなあに?に答える生きものガイド  里中 遊歩／著  いかだ社 2014. 4

6  鳥の自由研究　1　町のまわりで観察　春夏　  吉野 俊幸／写真  アリス館 2013. 1 小３～６

7  鳥の自由研究　2　町のまわりで観察　秋冬　  吉野 俊幸／写真  アリス館 2013. 2 小３～６

8  鳥の自由研究　3　山や海で観察　  吉野 俊幸／写真  アリス館 2013. 3 小３～６

9  鳥　増補改訂　（ニューワイド学研の図鑑）　6　  学研教育出版 2009.11 小３～６

10  動物　増補改訂　（ニューワイド学研の図鑑）　3　  学研教育出版 2010.11 小３～６

セット②　セット番号：F-6

No タイトル 著者名 出版者 出版年 対象

1  動物の骨  ロブ・コルソンほか  辰巳出版　 2015. 4 小３～６

2  世界の生き物大図解（こども大百科キッズペディアスペシャル）  デレク・ハーベイ著  小学館　 2013.12 小学生　

3  動物のふしぎ大発見  小宮 輝之監修  ナツメ社 2014. 7 小１～４

4  しっぽのひみつ（楽しい調べ学習シリーズ）  今泉 忠明監修  PHP研究所 2014. 9 小３～６

5  日本にしかいない生き物図鑑（楽しい調べ学習シリーズ）  今泉 忠明監修  PHP研究所 2014.11 小３～６

6  動物のちえ　5 　ともに生きるちえ  成島 悦雄監修  偕成社　 2014. 3 小１～２

7  動物たちのビックリ事件簿　1 　春の野山で大いそがし  宮崎 学写真・文  農山漁村文化協会 2014. 1 小３～６

8  動物たちのビックリ事件簿　2 　夏の夜のふしぎなできごと  宮崎 学写真・文  農山漁村文化協会 2014. 2 小３～６

9  動物たちのビックリ事件簿　3 　実りの秋のごちそうバトル  宮崎 学写真・文  農山漁村文化協会 2014. 2 小３～６

10  動物たちのビックリ事件簿　4 　冬にみつかるおもしろサイン  宮崎 学写真・文  農山漁村文化協会 2014. 2 小３～６
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水の生きもの

セット番号：F-7

No タイトル 著者名 出版者 出版年 対象

1  学校のまわりでさがせる生きもの図鑑　水の生きもの　：　ハンディ版　  武田 正倫／監修  金の星社 2010. 2 小３～６

2  教科書に出てくる生きもの観察図鑑　5　水の生きもの　  学研教育出版 2011. 1 小３～６

3  魚・水の生物のふしぎ　（ポプラディア情報館）　  井田 齊／監修  ポプラ社 2008. 3 小学生　

4  「調べ学習」に役立つ水辺の生きもの　：　オールカラー図鑑　  佐々木 洋／著  実業之日本社 2011. 7 小３～６

5  海辺の生きもの図鑑　：　磯で観察しながら見られる水に強い本!　
 千葉県立中央博物館分館海の博物
館／監修

 成山堂書店 2014. 8 小３～６

6  魚　（ポプラディア大図鑑WONDA）　6　  瀬能 宏／監修  ポプラ社 2013. 6 小学生　

7  魚　増補改訂　（ニューワイド学研の図鑑）　  学研 2006. 7 小３～６

8  魚　（ジュニア学研の図鑑）　7　  学研教育出版 2008. 2 小３～６

9  みんなわくわく水族館　海の動物いっぱい編　（飼育員さんひみつおしえて!）　  池田 菜津美／文  新日本出版社 2012. 8 小１〜４

10  みんなわくわく水族館　お魚いっぱい編　（飼育員さんひみつおしえて!）　  池田 菜津美／文  新日本出版社 2012. 8 小１〜４
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天体（宇宙・地球）

セット番号：F-8

No タイトル 著者名 出版者 出版年 対象

1  宇宙　（ポプラディア情報館）　  渡部 潤一／監修  ポプラ社 2007. 3 小学生　

2  ずかんいろいろな星　：　見ながら学習調べてなっとく　  沼澤 茂美／著  技術評論社 2013. 8 小５～６

3  星ごよみ　：　星座と宇宙の観察図鑑　  林 完次／写真・文  山川出版社 2014. 5 小３～６

4  地球　（ポプラディア大図鑑WONDA）　15　  斎藤 靖二／監修  ポプラ社 2014. 7 小学生　

5  星と宇宙がわかる本　1　：　学校の理科から最新の話題まで!　太陽を探る　  縣 秀彦／監修  学研教育出版 2012. 2 小・中学生

6  星と宇宙がわかる本　2　：　学校の理科から最新の話題まで!　月を探る　  縣 秀彦／監修  学研教育出版 2012. 2

7  星と宇宙がわかる本　3　：　学校の理科から最新の話題まで!　星を探る　  縣 秀彦／監修  学研教育出版 2012. 2

8  星と宇宙がわかる本　4　：　学校の理科から最新の話題まで!　宇宙を探る　  縣 秀彦／監修  学研教育出版 2012. 2

9  星と星座　（ポプラディア大図鑑WONDA）　3　  渡部 潤一／監修  ポプラ社 2012.11 小学生　

10  宇宙ランキング・データ大事典  布施 哲治／監修  くもん出版 2012. 8 小学生　
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F-9 気象

セット番号：F-9

No タイトル 著者名 出版者 出版年 対象

1  天気と気象  武田康男監修  ポプラ社 2006. 3 小・中学生

2  気象がわかる絵事典　：　天気の「なぜ?」にこたえる　  日本気象協会／監修  PHP研究所 2007. 2 小３～６

3  お天気博士になろう!　1　天気の変化をしらべよう　  日本気象協会／監修  ポプラ社 2013. 4 小３～６

4  お天気博士になろう!　2　雲の大研究　  日本気象協会／監修  ポプラ社 2013. 4 小３～６

5  お天気博士になろう!　3　雨と雪の大研究　  日本気象協会／監修  ポプラ社 2013. 4 小３～６

6  お天気博士になろう!　4　台風とたつまきの大研究　  日本気象協会／監修  ポプラ社 2013. 4 小３～６

7  お天気博士になろう!　5　日本列島天気しらべ　  日本気象協会／監修  ポプラ社 2013. 4 小３～６

8  絵図解天気のなぞ　（天空のふしぎ）　  田中 幸／文  絵本塾出版 2014. 2 小３～６

9  空のふしぎ図鑑　：　見上げてごらん!　  武田 康男／監修  PHP研究所 2013.11 小３～６

10  天気予報の大研究　：　自然がもっと身近になる!　  日本気象協会／監修  PHP研究所 2011. 9 小３～６
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すがたをかえるたべもの

セット①　セット番号：F-10

No タイトル 著者名 出版者 出版年 対象

1 大豆の大研究 加藤昇監修 ＰＨＰ研究所 2009.12 小３〜６

2 大豆まるごと図鑑 国分牧衛監修 金の星社 2014. 2 小３〜６

3 おくむらあやおふるさとの伝承料理３　ヘンシン大豆はえらい 奥村彪生 農山漁村文化協会 2006. 3 小３〜６

4 身近な食べもののひみつ1　すがたをかえる米・麦 学研教育出版 2006. 2 小３〜６

5 身近な食べもののひみつ2　すがたをかえる豆 学研教育出版 2006. 2 小３〜６

6 身近な食べもののひみつ3　すがたをかえる野菜・きのこ 学研教育出版 2006. 2 小３〜６

7 身近な食べもののひみつ4　すがたをかえる果実・種実 学研教育出版 2006. 2 小３〜６

8 身近な食べもののひみつ5　すがたをかえる魚・海そう 学研教育出版 2006. 2 小３〜６

9 身近な食べもののひみつ6　すがたをかえる肉 学研教育出版 2006. 2 小３〜６

10 身近な食べもののひみつ7　すがたをかえる牛乳・たまご 学研教育出版 2006. 2 小３〜６

セット②　セット番号：F-11

No タイトル 著者名 出版者 出版年 対象

1  すがをかえるたべものしゃしんえほん1　とうふができるまで  宮崎祥子構成  岩崎書店 2013.11 小３〜６

2  すがをかえるたべものしゃしんえほん2　みそができるまで  宮崎祥子構成  岩崎書店 2013.12 小３〜６

3  すがをかえるたべものしゃしんえほん3　かまぼこができるまで  宮崎祥子構成  岩崎書店 2014. 2 小３〜６

4  すがをかえるたべものしゃしんえほん4　チーズができるまで  宮崎祥子構成  岩崎書店 2014. 3 小３〜６

5  すがをかえるたべものしゃしんえほん5　パンができるまで  宮崎祥子構成  岩崎書店 2014. 3 小３〜６

6  すがをかえるたべものしゃしんえほん6　しょうゆができるまで  宮崎祥子構成  岩崎書店 2014.12 小３〜６

7  すがをかえるたべものしゃしんえほん7　お茶ができるまで  宮崎祥子構成  岩崎書店 2014.11 小３〜６

8  すがをかえるたべものしゃしんえほん8　ソーセージができるまで  宮崎祥子構成  岩崎書店 2015. 1 小３〜６

9  すがをかえるたべものしゃしんえほん9　こんにゃくができるまで  宮崎祥子構成  岩崎書店 2015. 3 小３〜６

10  すがをかえるたべものしゃしんえほん10　チョコレートができるまで  宮崎祥子構成  岩崎書店 2015. 1 小３〜６
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工業・ものづくり

セット番号：G-1

No タイトル 著者名 出版者 出版年 対象

1  日本の工業　（ポプラディア情報館）　  三澤 一文／監修  ポプラ社 2008. 3

2  世界にはばたく日本力 日本の技術　  こどもくらぶ／編さん  ほるぷ出版 2009.10 小３～６

3  世界にはばたく日本力 日本のコンピュータ・IT　  こどもくらぶ／編さん  ほるぷ出版 2010.12 小３～６

4  世界にはばたく日本力 日本の宇宙技術　  こどもくらぶ／編さん  ほるぷ出版 2011. 1 小３～６

5  世界にはばたく日本力 日本の環境技術　  こどもくらぶ／編さん  ほるぷ出版 2011. 2 小３～６

6  世界にはばたく日本力 日本の鉄道技術　  秋山 芳弘／著  ほるぷ出版 2011. 9 小３～６

7  ビジュアル・日本の製品シェア図鑑　1　世界一のシェア　  こどもくらぶ／編  WAVE出版 2014. 3 小３～６

8  ビジュアル・日本の製品シェア図鑑　2　世界シェア上位　  こどもくらぶ／編  WAVE出版 2014. 3 小３～６

9  ビジュアル・日本の製品シェア図鑑　3　日本国内のシェア分布　  こどもくらぶ／編  WAVE出版 2014. 3 小３～６

10  ビジュアル・日本の製品シェア図鑑　4　日本と世界の食料シェア　  こどもくらぶ／編  WAVE出版 2014. 3 小３～６
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農林水産業

セット番号：G-2

No タイトル 著者名 出版者 出版年 対象

1  日本の農林水産業　[1]　農業　1　  小泉 光久／編  鈴木出版 2010.12 小３～６

2  日本の農林水産業　[2]　農業　2　  小泉 光久／編  鈴木出版 2011. 2 小３～６

3  日本の農林水産業　[3]　林業　  小泉 光久／編  鈴木出版 2011. 2 小３～６

4  日本の農林水産業　[4]　水産業　  小泉 光久／編  鈴木出版 2011. 3 小３～６

5  日本の農業　（ポプラディア情報館）　  石谷 孝佑／監修  ポプラ社 2007. 3

6  日本の水産業　（ポプラディア情報館）　  小松 正之／監修  ポプラ社 2008. 3

7  データと地図で見る日本の産業　1　農業　1　  ポプラ社 2014. 4 小５～６

8  データと地図で見る日本の産業　2　農業　2　  ポプラ社 2014. 4 小５～６

9  データと地図で見る日本の産業　3　水産業　  ポプラ社 2014. 4 小５～６

10  日本の林業　1　木を植える・森を育てる　  白石 則彦／監修  岩崎書店 2008. 1 小３～４
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社会科見学

セット番号：G-3

No タイトル 著者名 出版者 出版年 対象

1  行ってみよう!社会科見学　1　：　写真とイラストでよくわかる!　浄水場・下水処理場　  国土社編集部／編  国土社 2011. 1 小中、上

2  行ってみよう!社会科見学　2　：　写真とイラストでよくわかる!　発電所・ガス工場　  国土社編集部／編  国土社 2011. 3 小中、上

3  行ってみよう!社会科見学　3　：　写真とイラストでよくわかる!　清掃工場・リサイクル施設　  国土社編集部／編  国土社 2011. 3 小中、上

4  行ってみよう!社会科見学　4　：　写真とイラストでよくわかる!　農家・スーパーマーケット　  国土社編集部／編  国土社 2011. 3 小中、上

5  見てみよう!挑戦してみよう!社会科見学・体験学習　4　児童館・保育園・介護施設・商店街  国土社編集部／編  国土社 2013. 3 小３～６

6  社会科見学に役立つわたしたちのくらしとまちのしごと場　1　くらしをささえるしごと　  ニシ工芸児童教育研究所／編  金の星社 2013. 2 小３～６

7  社会科見学に役立つわたしたちのくらしとまちのしごと場　2　つくるしごと・売るしごと　  ニシ工芸児童教育研究所／編  金の星社 2013. 2 小３～６

8  社会科見学に役立つわたしたちのくらしとまちのしごと場　3　乗りもののしごと　  ニシ工芸児童教育研究所／編  金の星社 2013. 3 小３～６

9  社会科見学に役立つわたしたちのくらしとまちのしごと場　4　動物・自然のしごと　  ニシ工芸児童教育研究所／編  金の星社 2013. 3 小３～６

10  社会科見学に役立つわたしたちのくらしとまちのしごと場　5　情報・文化のしごと　  ニシ工芸児童教育研究所／編  金の星社 2013. 3 小３～６

セット一覧に戻る
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昔のくらし　

セット番号：G-4

No タイトル 著者名 出版者 出版年 対象

1  発見!ニッポン子ども文化大百科　1　幕末・明治　  上 笙一郎／監修  日本図書センター 2012. 2 小３～６

2  発見!ニッポン子ども文化大百科　2　大正・昭和前期　  上 笙一郎／監修  日本図書センター 2012. 2 小３～６

3  発見!ニッポン子ども文化大百科　3　昭和後期・平成　  上 笙一郎／監修  日本図書センター 2012. 2 小３～６

4  昔のくらしと道具　1　農家の仕事と道具　  大角 修／文  小峰書店 2014. 4 小３～４

5  昔のくらしと道具　2　農家のくらしと道具　  大角 修／文  小峰書店 2014. 4 小３～４

6  昔のくらしと道具　3　山と海辺のくらしと道具　  大角 修／文  小峰書店 2014. 4 小３～４

7  昔のくらしと道具　4　町のくらしと道具　  大角 修／文  小峰書店 2014. 4 小３～４

8  昔のくらしと道具　5　祭りと行事と道具　  大角 修／文  小峰書店 2014. 4 小３～４

9  昔のくらしの道具事典　新版　  神野 善治／監修  岩崎書店 2014. 9 小３～４

10  昔のくらし　（ポプラディア情報館）　  田中 力／監修  ポプラ社 2005. 3 小学生　
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はたらくじどうしゃ

セット①　セット番号：Ｇ-6

No タイトル 著者名 出版者 出版年 対象

1  はたらくじどう車図鑑  いのうえこーいち監修  チャイルド本社 2008.11 小１～２

2  くらべてみよう！はたらくじどう車1　しょうぼう車  市瀬義雄監修・写真  金の星社 2011. 2 小１～２

3  くらべてみよう！はたらくじどう車2　パトロールカー・きゅうきゅう車  市瀬義雄監修・写真  金の星社 2011. 3 小１～２

4  くらべてみよう！はたらくじどう車3　ブルドーザー・パワーショベル  市瀬義雄監修・写真  金の星社 2011. 3 小１～２

5  くらべてみよう！はたらくじどう車4　バス・トラック  市瀬義雄監修・写真  金の星社 2011. 3 小１～２

6  くらべてみよう！はたらくじどう車5　せいそう車・じょせつ車  市瀬義雄監修・写真  金の星社 2011. 3 小１～２

7  大きなずかんはたらくじどう車1　バス・トラック・ダンプカー  元浦年泰写真・監修  学研教育出版 2013. 2 小１～２

8  大きなずかんはたらくじどう車2　ショベルカー・クレーン車  元浦年泰写真・監修  学研教育出版 2013. 2 小１～２

9  大きなずかんはたらくじどう車3　しょうぼう車・きゅうきゅう車  元浦年泰写真・監修  学研教育出版 2013. 2 小１～２

10  大きなずかんはたらくじどう車4　せいそう車・ミキサー車  元浦年泰写真・監修  学研教育出版 2013. 2 小１～２

セット②　セット番号：Ｇ-7

No タイトル 著者名 出版者 出版年 対象

1  はたらくじどう車スーパーずかん1　しょうぼう車  小賀野実監修・写真  ポプラ社 2008. 4 小１〜４

2  はたらくじどう車スーパーずかん2　パトロールカー・きゅうきゅう車  小賀野実監修・写真  ポプラ社 2008. 4 小１〜４

3  はたらくじどう車スーパーずかん3　ブルドーザー・パワーショベル  小賀野実監修・写真  ポプラ社 2008. 4 小１〜４

4  はたらくじどう車スーパーずかん4　バス　トラック  小賀野実監修・写真  ポプラ社 2008. 4 小１〜４

5  はたらくじどう車スーパーずかん5　せいそう車・いどうとしょかん車  小賀野実監修・写真  ポプラ社 2008. 4 小１〜４

6  はたらく車のしくみ・はたらき・できるまで1　しょうぼうしょの車  こどもくらぶ編・著  岩崎書店 2013.11 小１〜４

7  はたらく車のしくみ・はたらき・できるまで2　けいさつの車・きんきゅうの車  こどもくらぶ編・著  岩崎書店 2014. 3 小１〜４

8  はたらく車のしくみ・はたらき・できるまで3　工事の車  こどもくらぶ編・著  岩崎書店 2013.12 小１〜４

9  はたらく車のしくみ・はたらき・できるまで4　くらしをささえる車  こどもくらぶ編・著  岩崎書店 2013.12 小１〜４

10  はたらく車のしくみ・はたらき・できるまで5　人やものをはこぶ車  こどもくらぶ編・著  岩崎書店 2014. 2 小１〜４
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政治とくらし

セット番号：G-5

No タイトル 著者名 出版者 出版年 対象

1  しくみがわかる政治とくらし大事典　1　「憲法」があらわす国のかたち　  福岡 政行／監修  学研教育出版 2011. 2 小３～６

2  しくみがわかる政治とくらし大事典　2　「国会」がつくる社会のルール　  福岡 政行／監修  学研教育出版 2011. 2 小３～６

3  しくみがわかる政治とくらし大事典　3　「選挙」がえらぶ自分たちの代表　  福岡 政行／監修  学研教育出版 2011. 2 小３～６

4  しくみがわかる政治とくらし大事典　4　「内閣」がおこなう国民のための政治　  福岡 政行／監修  学研教育出版 2011. 2 小３～６

5  しくみがわかる政治とくらし大事典　5　「地方自治」がささえる地域のくらし　  福岡 政行／監修  学研教育出版 2011. 2 小３～６

6  イラストで学べる政治のしくみ　1　わたしたちのくらしと政治　  大野 一夫／編著  汐文社 2012.11 小３～６

7  イラストで学べる政治のしくみ　2　国会・内閣・裁判所・地方自治　  大野 一夫／編著  汐文社 2013. 2 小３～６

8  イラストで学べる政治のしくみ　3　日本の政治と国際社会　  大野 一夫／編著  汐文社 2013. 3 小３～６

9  大図解国会議事堂　：　日本の政治のしくみ　（社会科・大図解シリーズ）　  国土社編集部／編  国土社 2012. 1 小３～６

10  きみが考える・世の中のしくみ　1　政治ってなんだろう?　  峯村 良子／作・絵  偕成社 2013. 2 小５～６
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国際理解Ａ（韓国）

セット番号：H-1

No タイトル 著者名 出版者 出版年 対象

1  韓国のごはん　（絵本世界の食事）　3　  銀城 康子／文  農山漁村文化協会 2007. 2 小３～６

2  アジアの小学生  2      韓国の小学生     河添 恵子／取材・編集・執筆  学研教育出版 2011. 2 小３～６

3  アンニョンハセヨ!韓国文化　1　韓国ってどんな国?　  孫 奈美／文  汐文社 2013. 2 小３～６

4  アンニョンハセヨ!韓国文化　2　ことばを知ろう　  孫 奈美／文  汐文社 2013. 3 小３～６

5  アンニョンハセヨ!韓国文化　3　伝統に触れよう　  孫 奈美／文  汐文社 2013. 4 小３～６

6  おいしいよ!はじめてつくるかんこくりょうり  ペ ヨンヒ／文　チョン ユジョン／絵　  福音館書店 2013. 5 小１～３

7  体験取材!世界の国ぐに　12　韓国　  ポプラ社 2007. 3 小３～６

8  キムチの絵本  チョン デソンへん，かとう やすみえ  農山漁村文化協会 2009. 3 小３～６

9  世界遺産になった食文化　7 　わかちあいのキムジャン文化韓国料理  服部 津貴子監修，こどもくらぶ編  WAVE出版 2015. 3 小３～６

10  世界のともだち  02      韓国     偕成社 2013.12 小３～４
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国際理解Ｂ（全般）

セット番号：H-2

No タイトル 著者名 出版者 出版年 対象

1  絵でわかる社会科事典  鎌田 和宏／監修  学研教育出版 2014. 2 小３～６

2  行ってみたいなあんな国こんな国　1　新版　アジア　1　  東 菜奈／作  岩崎書店 2010. 3 小３～４

3  行ってみたいなあんな国こんな国　2　新版　アジア　2　  東 菜奈／作  岩崎書店 2010. 3 小３～４

4  行ってみたいなあんな国こんな国　3　新版　ヨーロッパ　1　  東 菜奈／作  岩崎書店 2010. 3 小３～４

5  行ってみたいなあんな国こんな国　4　新版　ヨーロッパ　2　  東 菜奈／作  岩崎書店 2010. 3 小３～４

6  行ってみたいなあんな国こんな国　5　新版　北米/オセアニア　  東 菜奈／作  岩崎書店 2010. 3 小３～４

7  行ってみたいなあんな国こんな国　6　新版　中南米　  東 菜奈／作  岩崎書店 2010. 3 小３～４

8  行ってみたいなあんな国こんな国　7　新版　アフリカ　  東 菜奈／作  岩崎書店 2010. 3 小３～４

9  世界地理　第2版　（ポプラディア情報館）　  田邉 裕／監修  ポプラ社 2011. 1 小･中学生

10  国際理解を深める世界の国歌・国旗大事典　  弓狩 匡純／著  くもん出版 2011. 6 小３～６
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国際理解Ｃ（教科書に出る国）

セット番号：H-3

No タイトル 著者名 出版者 出版年 対象

1  アメリカ　（ナショナルジオグラフィック世界の国 NATIONAL GEOGRAPHIC）　  エルデン・クロイ／著  ほるぷ出版 2011.10 小５～　

2  体験取材!世界の国ぐに　2　アメリカ　  ポプラ社 2006. 3 小３～６

3  世界のともだち　06　アメリカ　  偕成社 2014. 2 小３～４

4  体験取材!世界の国ぐに　6　ブラジル　  ポプラ社 2006. 3 小３～６

5  世界のともだち　03　ブラジル　  偕成社 2013.12 小３～４

6  ブラジル　（ナショナルジオグラフィック世界の国 NATIONAL GEOGRAPHIC）　  ザイラ・デッカー／著  ほるぷ出版 2010.12 小５～　

7  世界の地理　5　：　国別大図解　南北アメリカの国々　  井田 仁康／監修  学研教育出版 2010. 2 小３～６

8  中国のごはん　（絵本世界の食事）　8　  銀城 康子／文  農山漁村文化協会 2007.12 小３～６

9  ブラジルのごはん　（絵本世界の食事）　7　  銀城 康子／文  農山漁村文化協会 2008. 2 小３～６

10  世界のともだち　22　中国　  偕成社 2015. 1 小３～４
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自国文化

セット番号：H-4

No タイトル 著者名 出版者 出版年 対象

1  外国人が教えてくれた!私が感動したニッポンの文化　第1巻  ロバート キャンベル／監修  日本図書センター　 2014   小３〜６

2  外国人が教えてくれた!私が感動したニッポンの文化　第2巻  ロバート キャンベル／監修  日本図書センター　 2015   小３〜６

3  日本の祭り大図鑑　知れば知るほどおもしろい!  芳賀 日向／監修  PHP研究所 2012   小３〜６

4  知ろう!遊ぼう!すてきな日本の伝統　3巻　行事、しきたり、芸のう  教育画劇 2012   小３〜６

5  学研まんがNEW日本の歴史　別巻　文化遺産学習事典  大石 学／監修  学研教育出版 2014   小３〜６

6  都道府県別日本の伝統文化　6　九州・沖縄　  国土社編集部／編  国土社 2014. 3 小３～６

7  伝統工芸　（ポプラディア情報館）　  伝統的工芸品産業振興協会／監修  ポプラ社 2006. 3

8  伝統芸能　（ポプラディア情報館）　  三隅 治雄／監修  ポプラ社 2007. 3

9  郷土料理　（ポプラディア情報館）　  龍崎 英子／監修  ポプラ社 2009. 3

10  年中行事　（ポプラディア情報館）　  新谷 尚紀／監修  ポプラ社 2009. 3
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戦争と平和

セット番号：I-1

No タイトル 著者名 出版者 出版年 対象

1  アジア・太平洋戦争　（ポプラディア情報館）　  森 武麿／監修  ポプラ社 2006. 3

2  戦争とくらしの事典  ポプラ社 2008. 3 小３～６

3  平和学習に役立つ戦跡ガイド　1　ヒロシマ　
 平和学習に役立つ戦跡ガイド編集委員会
／編

 汐文社 2014. 7 小３～６

4  平和学習に役立つ戦跡ガイド　2　ナガサキ　
 平和学習に役立つ戦跡ガイド編集委員会
／編

 汐文社 2014. 7 小３～６

5  平和学習に役立つ戦跡ガイド　3　オキナワ　
 平和学習に役立つ戦跡ガイド編集委員会
／編

 汐文社 2014. 7 小３～６

6  21世紀の紛争　第1巻　：　子ども・平和・未来　アジアからのレポート　  吉岡 攻／編集  岩崎書店 2010. 1

7  21世紀の紛争　第2巻　：　子ども・平和・未来　中東からのレポート　  吉岡 攻／編集  岩崎書店 2010. 1

8  21世紀の紛争　第3巻　：　子ども・平和・未来　ヨーロッパからのレポート　  吉岡 攻／編集  岩崎書店 2010. 1

9  21世紀の紛争　第4巻　：　子ども・平和・未来　アフリカからのレポート　  吉岡 攻／編集  岩崎書店 2010. 1

10  21世紀の紛争　第5巻　：　子ども・平和・未来　南北アメリカからのレポート　  吉岡 攻／編集  岩崎書店 2010. 1
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国連

セット番号：I-2

No タイトル 著者名 出版者 出版年 対象

1  世界で活躍する日本人　1　：　国際協力のお仕事　国際機関で働く  大橋 正明／監修  学研教育出版 2012. 2 小３～６

2  世界で活躍する日本人　2　：　国際協力のお仕事　政府組織で働く  大橋 正明／監修  学研教育出版 2012. 2 小３～６

3  世界で活躍する日本人　3　：　国際協力のお仕事　NGOで働く  大橋 正明／監修  学研教育出版 2012. 2 小３～６

4  世界で活躍する日本人　4　：　国際協力のお仕事　NGOで働く  大橋 正明／監修  学研教育出版 2012. 2 小３～６

5  国際平和をめざして国際連合　（調べてみよう世界のために働く国際機関）  リンダ・メルバーン／著  ほるぷ出版 2003. 4 小５～６

6  国際組織　（ポプラディア情報館）  渡部 茂己／監修  ポプラ社 2006. 3 小学生　

7  日本の国際協力がわかる事典　：　どんな活動をしているの?  牧田 東一／監修  PHP研究所 2012. 2 小３～６

8  マララ　：　教育のために立ち上がり、世界を変えた少女
 マララ・ユスフザイ／著
 パトリシア・マコーミック／著

 岩崎書店 2014.10 小５〜６

9  武器より一冊の本をください　少女マララ・ユスフザイの祈り
 ヴィヴィアナ・マッツァ／著
 横山 千里／訳

 金の星社 2013.11 小５〜６

10  いまがわかる!世界なるほど大百科
 ジョー・フルマン／著
 イアン・グラハム／著

 河出書房新社   2011.10　
小学３〜６、

一般
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