
小学１年生　　《あそび》

NO タイトル 著者 出版社

1 子どもと楽しむ行事とあそびのえほん すとう　あきえ のら書房

2 楽しく遊ぶ学ぶ 季節の図鑑 長谷川　康男 小学館

3 糸あそび布あそび 田村　寿美恵 福音館書店

4 おり紙ヒコーキワンダーランド 戸田　拓夫 いかだ社

5 スーパーおり紙ヒコーキ 戸田　拓夫 いかだ社

6 おり紙たこ＆カイト 土岐　幹男 いかだ社

7 森の工作図鑑　Ｖｏｌ．１ 岩藤　しおい いかだ社

8 森の工作図鑑　Ｖｏｌ．２ 岩藤　しおい いかだ社

9 海の工作図鑑 岩藤　しおい いかだ社

10 花の工作図鑑 岩藤　しおい いかだ社

11 クリスマス・正月の工作図鑑 岩藤　しおい いかだ社

12 遊べる折り紙 学習研究社

13 折り紙動物園 学習研究社

14 四季の折り紙 学習研究社

15 折り紙ファンシー小物 学習研究社

16 お手玉 大西　伝一郎 文渓堂

17 独楽 安藤　正樹 文渓堂

18 凧 茂出木　雅章 文渓堂

19 けん玉 丸石　照機 文渓堂

20 ビー玉 森戸　祐幸 文渓堂

21 万華鏡 大熊　進一 文渓堂

22 てまり 尾崎　敬子 文渓堂

23 双六 吉田　修 文渓堂

24 ビーズ 森戸　祐幸 文渓堂

25 カルタ 宮本　貴美子 文渓堂

26 めんこ 鷹家　碧 文渓堂

27 楽しい指あそび・手遊び１６０ 三宅　邦夫 黎明書房

28 ぴょこたんのなぞなぞ１６１６ このみ　ひかる あかね書房

29 なぞなぞだいすき１年生 小野寺　ぴりり紳 ポプラ社

30 そぐできるゲーム１００ まき　ごろう 黎明書房

31 たのしい放課後遊び　１ 亀掛川　茂 汐文社

32 たのしい放課後遊び　２ 亀掛川　茂 汐文社

33 たのしい放課後遊び　３ 亀掛川　茂 汐文社

34 だじゃれオリンピック 中川　ひろたか 絵本館

35 どうぶつさかさま なあに 織田　道代 鈴木出版

36 えかきうたのほん 中村　柾子 福音館書店

37 あけるな 谷川　俊太郎 ブッキング

38 もりのかくれんぼう 末吉　暁子 偕成社

39 父さんの小さかったとき 塩野　米松 福音館書店

40 母さんの小さかったとき 越智　登代子 福音館書店



小学２年生　　《公共施設》

NO タイトル 著者 出版社

1 図書館って、どんなところなの？ ポプラ社

2 図書館へ行こう！図書館クイズ 山形県鶴岡市立朝陽第一小学校 国土社

3 まちの施設たんけん　１　　市役所 小峰書房

4 まちの施設たんけん　２　　図書館 小峰書房

5 まちの施設たんけん　３　　博物館・郷土資料館 小峰書房

6 まちの施設たんけん　４　　公民館・児童館・スポーツ公園 小峰書房

7 まちの施設たんけん　５　　消防署 小峰書房

8 まちの施設たんけん　６　　警察署 小峰書房

9 まちの施設たんけん　７　　ごみ処理場・リサイクルセンター 小峰書房

10 まちの施設たんけん　８　　水道・下水道 小峰書房

11 新・みぢかなくらしと地方行政〈第一期〉　１　浄水場 リブリオ出版

12 新・みぢかなくらしと地方行政〈第一期〉　２　市役所 リブリオ出版

13 新・みぢかなくらしと地方行政〈第一期〉　３　防災センター リブリオ出版

14 新・みぢかなくらしと地方行政〈第一期〉　４　清掃工場 リブリオ出版

15 新・みぢかなくらしと地方行政〈第一期〉　５　美術館・科学館 リブリオ出版

16 新・みぢかなくらしと地方行政〈第一期〉　６　警察署 リブリオ出版

17 新・みぢかなくらしと地方行政〈第二期〉　１　水族館 リブリオ出版

18 新・みぢかなくらしと地方行政〈第二期〉　２　動物園 リブリオ出版

19 新・みぢかなくらしと地方行政〈第二期〉　３　高速鉄道 リブリオ出版

20 新・みぢかなくらしと地方行政〈第二期〉　４　消防署 リブリオ出版

21 新・みぢかなくらしと地方行政〈第二期〉　５　中央卸売市場 リブリオ出版

22 新・みぢかなくらしと地方行政〈第二期〉　６　リサイクル施設 リブリオ出版

23 日本人の２０世紀 くらしのうつりかわり　６　小学校 小峰書房

24 日本人の２０世紀 くらしのうつりかわり　９　社会のしくみ 小峰書房

25 用語でわかる！政治かんたん解説(上) フレーベル館

26 用語でわかる！政治かんたん解説(下) フレーベル館

27 ポプラディア情報館　国際組織 ポプラ社

28 としょかんライオン ミシェル・ヌードセン 岩崎書店

29 ヘレン、ようこそ どうぶつえんへ ブロイ・グレアム キッズメイト

30 せいそう車・いどうとしょかん車 ポプラ社

31 しょうぼう車 ポプラ社

32 パトロールカー・きゅうきゅう車 ポプラ社

33 図書館車をつかおう ポプラ社

34 緊急出動！サイレンカー ポプラ社

35 本って、どうやって探したらいいの？ ポプラ社

36 よるのどうぶつえん 川口　幸男 大日本図書

37 旭山動物園写真集 藤代　冥砂 朝日出版社

38 日本全国海の友達に会いに行こう！ 昭文社



小学２年生　　《昆虫(飼育)》

NO タイトル 著者 出版社

1 学校で飼うこん虫 学習研究社

2 学校で飼う水生こん虫 学習研究社

3 昆虫のかいかた そだてかた 岩崎書店

4 カブトムシのかいかた そだてかた 岩崎書店

5 てんとうむし 手越　慶司 フレーベル館

6 だんごむし 手越　慶司 フレーベル館

7 かぶとむし 安永　一正 フレーベル館

8 くわがたむし 安永　一正 フレーベル館

9 とんぼ 安永　一正 フレーベル館

10 ばった 安永　一正 フレーベル館

11 ヤマケイジュニア図鑑　２　昆虫 山と渓谷社

12 学校のまわりの生きものずかん　１ ポプラ社

13 学校のまわりの生きものずかん　２ ポプラ社

14 学校のまわりの生きものずかん　３ ポプラ社

15 学校のまわりの生きものずかん　４ ポプラ社

16 昆虫　超びっくりパワー 旺文社

17 ぼくの庭にきた虫たち　１ 佐藤　信治 農山漁村文化協会

18 ぼくの庭にきた虫たち　２ 佐藤　信治 農山漁村文化協会

19 ぼくの庭にきた虫たち　３ 佐藤　信治 農山漁村文化協会

20 ぼくの庭にきた虫たち　４ 佐藤　信治 農山漁村文化協会

21 ぼくの庭にきた虫たち　５ 佐藤　信治 農山漁村文化協会

22 ムシとあそぼう 海野和男のムシシシシ　１ 海野　和男 新日本出版社

23 ムシとあそぼう 海野和男のムシシシシ　２ 海野　和男 新日本出版社

24 ムシとあそぼう 海野和男のムシシシシ　３ 海野　和男 新日本出版社

25 ムシとあそぼう 海野和男のムシシシシ　４ 海野　和男 新日本出版社

26 ムシとあそぼう 海野和男のムシシシシ　５ 海野　和男 新日本出版社

27 かえるよ！アゲハ アトリエ モレリ リブリオ出版

28 かえるよ！ホタル アトリエ モレリ リブリオ出版

29 虫の飼いかた 観察のしかた　１ 海野　和男 偕成社

30 虫の飼いかた 観察のしかた　２ 海野　和男 偕成社

31 虫の飼いかた 観察のしかた　３ 海野　和男 偕成社

32 虫の飼いかた 観察のしかた　４ 海野　和男 偕成社

33 虫の飼いかた 観察のしかた　５ 海野　和男 偕成社

34 虫の飼いかた 観察のしかた　６ 海野　和男 偕成社

35 小学館の図鑑ＮＥＯ　３　昆虫 偕成社

36 小学館の図鑑ＮＥＯ　１５　飼育と観察 偕成社

37 小学館の図鑑ＮＥＯ　１６　カブトムシ・クワガタムシ 偕成社

38 育ててしらべる日本の生きものずかん　１　クワガタムシ 集英社

39 育ててしらべる日本の生きものずかん　４　ダンゴムシ 集英社

40 育ててしらべる日本の生きものずかん　５　カブトムシ　 集英社

41 育ててしらべる日本の生きものずかん　７　イモムシ 集英社

42 育ててしらべる日本の生きものずかん　１１　なくむし 集英社

43 育ててしらべる日本の生きものずかん　１３　カマキリ 集英社



小学２年生　　　《動物(飼育)》

NO タイトル 著者 出版社

1 飼い方観察完全ガイド　１ 学習研究社

2 飼い方観察完全ガイド　４ 学習研究社

3 飼い方観察完全ガイド　５ 学習研究社

4 飼い方観察完全ガイド　６ 学習研究社

5 飼い方観察完全ガイド　７ 学習研究社

6 かいかた そだてかた ずかん　２　水の生きもの 岩崎書店

7 かいかた そだてかた ずかん　３　動物・小鳥 岩崎書店

8 かいかた そだてかた ずかん　６　ハムスター 岩崎書店

9 かいかた そだてかた ずかん　８　カメ 岩崎書店

10 かいかた そだてかた ずかん　９　ザリガニ 岩崎書店

11 かいかた そだてかた ずかん　１０　ウサギ 岩崎書店

12 かいかた そだてかた ずかん　１１　海の生きもの 岩崎書店

13 かいかた そだてかた ずかん　１２　セキセイインコ 岩崎書店

14 かいかた そだてかた ずかん　１３　メダカ 岩崎書店

15 ヤマケイジュニア図鑑　３　鳥 山と渓谷社

16 ヤマケイジュニア図鑑　４　動物 山と渓谷社

17 ヤマケイジュニア図鑑　５　水辺の生き物 山と渓谷社

18 ヤマケイジュニア図鑑　６　海辺の生き物 山と渓谷社

19 学校で飼う動物 ぎもん しつもん１１０ 偕成社

20 育てて調べる日本の生きものずかん　２　カエル 集英社

21 育てて調べる日本の生きものずかん　３　ザリガニ 集英社

22 育てて調べる日本の生きものずかん　６　カメ 集英社

23 育てて調べる日本の生きものずかん　８　メダカ 集英社

24 育てて調べる日本の生きものずかん　９　ヤドカリ 集英社

25 育てて調べる日本の生きものずかん　１０ヤモリ 集英社

26 育てて調べる日本の生きものずかん　１２ナマズ 集英社

27 育てて調べる日本の生きものずかん　１４金魚 集英社

28 育てて調べる日本の生きものずかん　１５ウサギ 集英社

29 かえるよ！ザリガニ アトリエ モレリ リブリオ出版

30 かえるよ！カエル アトリエ モレリ リブリオ出版

31 ニワトリの絵本 農山漁村文化協会

32 ヤギの絵本 農山漁村文化協会

33 ヒツジの絵本 農山漁村文化協会

34 ブタの絵本 農山漁村文化協会

35 乳牛の絵本 農山漁村文化協会

36 ふしぎな鳥の巣 鈴木　まもる 偕成社

37 いきものナルホド！Ｑ＆Ａずかん　１　どうぶつ 学習研究社

38 いきものナルホド！Ｑ＆Ａずかん　３　みずのいきもの 学習研究社

39 いきものナルホド！Ｑ＆Ａずかん　４　とり 学習研究社

40 飼育係長 よしなが　こうたく 長崎出版



小学３年生　　《調べ方・まとめ方》

NO タイトル 著者 出版社

1 図書館へいこう！　１　図書館って、どんなところなの？ ポプラ社

2 図書館へいこう！　２　本って、どうやって探したらいいの？ ポプラ社

3 図書館へいこう！　３　テーマって、どうやってきめるの？ ポプラ社

4 自由研究図鑑 有沢　重雄 福音館書店

5 ３・４年生の話し方教室 小峰書店

6 ３・４年生の書き方教室 小峰書店

7 調べ学習の基礎の基礎 赤木　かん子 ポプラ社

8 本のさがし方がわかる事典 ＰＨＰ研究所

9 調べたことを発表しよう　１ 文研出版

10 調べたことを発表しよう　２ 文研出版

11 調べたことを発表しよう　３ 文研出版

12 調べたことを発表しよう　４ 文研出版

13 調べたことを発表しよう　５ 文研出版

14 ２１世紀こども百科 小学館

15 ２１世紀こども百科　大図鑑 小学館

16 図書館をつかおう 笠原　良郎 ポプラ社 ３冊のみ

17 調べるってどんなこと？ 山崎　哲男 ポプラ社 ３冊のみ

18 調べたことをまとめよう 依田　逸夫 ポプラ社 ３冊のみ

19 コンピュータで調べよう ポプラ社 ３冊のみ

20 読書を楽しもう 水野　寿美子 ポプラ社 ３冊のみ

21 人のからだのなぜ？ 偕成社

22 人のくらしのなぜ？ 偕成社

23 生き物のなぜ？ 偕成社

24 地球のなぜ？ 偕成社

25 宇宙のなぜ？ 偕成社

26 にっぽん探検大図鑑 小学館

27 月刊ポプラディア合本　２００８　上 ポプラ社

28 月刊ポプラディア合本　２００８　下 ポプラ社

29 コミュニケーションの達人　スピーチ フレーベル館

30 コミュニケーションの達人　ディベート フレーベル館

31 コミュニケーションの達人　インタビュー フレーベル館

32 コミュニケーションの達人　パフォーマンス フレーベル館

33 総合的な学習のためのインターネット活用術　１ ポプラ社

34 総合的な学習のためのインターネット活用術　２ ポプラ社

35 総合的な学習のためのインターネット活用術　３ ポプラ社

36 総合的な学習のためのインターネット活用術　４ ポプラ社

37 総合的な学習のためのインターネット活用術　５ ポプラ社

38 総合的な学習のためのインターネット活用術　６ ポプラ社



小学４年生　　《リサイクル》

NO タイトル 著者 出版社

1 みんなで めざそう循環型社会　１ 学習研究社

2 みんなで めざそう循環型社会　２ 学習研究社

3 みんなで めざそう循環型社会　３ 学習研究社

4 みんなで めざそう循環型社会　４ 学習研究社

5 みんなで めざそう循環型社会　５ 学習研究社

6 みんなで めざそう循環型社会　６ 学習研究社

7 みんなで めざそう循環型社会　７ 学習研究社

8 みんなで めざそう循環型社会　８ 学習研究社

9 ＣＯ２のりものずかん 三浦　太郎 ほるぷ出版

10 よくわかるエネルギー教室　１ 池内　了 フレーベル館

11 よくわかるエネルギー教室　２ 池内　了 フレーベル館

12 よくわかるエネルギー教室　３ 池内　了 フレーベル館

13 よくわかるエネルギー教室　４ 池内　了 フレーベル館

14 考えよう！地球環境・身近なことからエコ活動　１ 金の星社

15 考えよう！地球環境・身近なことからエコ活動　２ 金の星社

16 考えよう！地球環境・身近なことからエコ活動　３ 金の星社

17 考えよう！地球環境・身近なことからエコ活動　４ 金の星社

18 考えよう！地球環境・身近なことからエコ活動　５ 金の星社

19 エコ地図をつくろう 黎明書房

20 みんなでできるリサイクル　１ 金の星社

21 みんなでできるリサイクル　２ 金の星社

22 みんなでできるリサイクル　３ 金の星社

23 みんなでできるリサイクル　４ 金の星社

24 エコでござる－江戸に学ぶ　１ 鈴木出版

25 エコでござる－江戸に学ぶ　２ 鈴木出版

26 エコでござる－江戸に学ぶ　３ 鈴木出版

27 もったいない生活大事典　１ 学習研究社

28 もったいない生活大事典　２ 学習研究社

29 もったいない生活大事典　３ 学習研究社

30 もったいない生活大事典　４ 学習研究社

31 もったいない生活大事典　５ 学習研究社

32 もったいない生活大事典　６ 学習研究社

33 もったいない生活大事典　７ 学習研究社

34 ごみはいかせる！へらせる！　１ 岩崎書店

35 ごみはいかせる！へらせる！　２ 岩崎書店

36 ごみはいかせる！へらせる！　３ 岩崎書店

37 もったいないばあさん 真珠　まりこ 講談社

38 レイチェル・カーソン ワズワース ポプラ社

39 ポプラディア情報館　ゴミとリサイクル ポプラ社

40 地球の未来とゴミ学習　２ 服部　美佐子 さえら書房



小学４年生　　《植物の栽培》

NO タイトル 著者 出版社

1 ポプラディア情報館　米 ポプラ社

2 ポプラディア情報館　食と健康 ポプラ社

3 お米なんでも大百科　１ ポプラ社

4 お米なんでも大百科　２ ポプラ社

5 お米なんでも大百科　３ ポプラ社

6 お米なんでも大百科　４ ポプラ社

7 お米なんでも大百科　５ ポプラ社

8 「米」で総合学習 みんなで育てて食べよう　１ 金の星社

9 「米」で総合学習 みんなで育てて食べよう　２ 金の星社

10 「米」で総合学習 みんなで育てて食べよう　３ 金の星社

11 「米」で総合学習 みんなで育てて食べよう　４ 金の星社

12 校庭の作物 板木　利隆 全国農村教育協会

13 校庭のくだもの 鈴木　邦彦 全国農村教育協会

14 学校で育てる植物ずかん　４　野菜・ハーブ ポプラ社

15 知ってとくする食べておいしい やさいノート いわさき　ゆうこ 文化出版局

16 たのしい野菜づくり 育てて食べよう　１　米やトウモロコシ　 小峰書房

17 たのしい野菜づくり 育てて食べよう　２　ダイズやラッカセイ　 小峰書房

18 たのしい野菜づくり 育てて食べよう　３　ジャガイモやサツマイモ　 小峰書房

19 たのしい野菜づくり 育てて食べよう　４　ダイコンやニンジン　 小峰書房

20 たのしい野菜づくり 育てて食べよう　５　キュウリやゴーヤ　 小峰書房

21 たのしい野菜づくり 育てて食べよう　６　トマトやナス　 小峰書房

22 たのしい野菜づくり 育てて食べよう　７　キャベツやハクサイ　 小峰書房

23 たのしい野菜づくり 育てて食べよう　８　スイカやイチゴ　 小峰書房

24 たのしい野菜づくり 育てて食べよう　９　ラベンダーやミント　 小峰書房

25 たのしい野菜づくり 育てて食べよう　１０　すぐできるかんたん野菜　 小峰書房

26 育てよう！食べよう！野菜ずくりの本　１　穀物 ポプラ社

27 育てよう！食べよう！野菜ずくりの本　２　豆 ポプラ社

28 育てよう！食べよう！野菜ずくりの本　３　いも ポプラ社

29 育てよう！食べよう！野菜ずくりの本　４　実を食べる野菜 ポプラ社

30 育てよう！食べよう！野菜ずくりの本　５　根や茎を食べる野菜 ポプラ社

31 育てよう！食べよう！野菜ずくりの本　６　葉を食べる野菜 ポプラ社

32 育てよう！食べよう！野菜ずくりの本　７　くだものときのこ ポプラ社

33 育てよう！食べよう！野菜ずくりの本　８　ハーブ ポプラ社

34 サツマイモの絵本 農山漁村文化協会

35 ジャガイモの絵本 農山漁村文化協会

36 イネの絵本 農山漁村文化協会

37 ムギの絵本 農山漁村文化協会

38 バラの絵本 農山漁村文化協会

39 給食番長 よしなが　こうたく 長崎出版

40 スポーツ・勉強どんとこい！食育でからだづくり　１ 旺文社

41 スポーツ・勉強どんとこい！食育でからだづくり　２ 旺文社

42 スポーツ・勉強どんとこい！食育でからだづくり　３ 旺文社



小学５年生　　《ボランティア・バリアフリー》

NO タイトル 著者 出版社

1 “ちょボラ”で福祉のまちづくり　１ 学習研究社

2 “ちょボラ”で福祉のまちづくり　２ 学習研究社

3 “ちょボラ”で福祉のまちづくり　３ 学習研究社

4 “ちょボラ”で福祉のまちづくり　４ 学習研究社

5 “ちょボラ”で福祉のまちづくり　５ 学習研究社

6 「バリアフリー」って、なんだろう？　１ 学習研究社

7 「バリアフリー」って、なんだろう？　２ 学習研究社

8 「バリアフリー」って、なんだろう？　３ 学習研究社

9 「バリアフリー」って、なんだろう？　４ 学習研究社

10 「バリアフリー」って、なんだろう？　５ 学習研究社

11 「バリアフリー」って、なんだろう？　６ 学習研究社

12 バリアフリーの本　１ 偕成社

13 バリアフリーの本　２ 偕成社

14 バリアフリーの本　３ 偕成社

15 バリアフリーの本　４ 偕成社

16 バリアフリーの本　５ 偕成社

17 バリアフリーの本　６ 偕成社

18 バリアフリーの本　７ 偕成社

19 バリアフリーの本　８ 偕成社

20 バリアフリーの本　９ 偕成社

21 バリアフリーの本　１０ 偕成社

22 ドラえもんの車いすの本 小学館

23 子どものための手話事典 汐文社

24 てではなそう　１ さとう　けいこ 柏書房

25 てではなそう　２ さとう　けいこ 柏書房

26 てではなそう　３ さとう　けいこ 柏書房

27 てではなそう　４ さとう　けいこ 柏書房

28 てではなそう　５ さとう　けいこ 柏書房

29 盲導犬アンドリューの一日 松井　進 ポトス出版

30 ベルナのしっぽ 郡司　ななえ ﾅﾅｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭ

31 ボランティアに役立つ はじめてであう点字　１ 黒崎　恵津子 岩崎書店

32 ボランティアに役立つ はじめてであう点字　２ 黒崎　恵津子 岩崎書店

33 ボランティアに役立つ はじめてであう点字　３ 黒崎　恵津子 岩崎書店

34 ボランティアに役立つ はじめてであう点字　４ 黒崎　恵津子 岩崎書店

35 ボランティアに役立つ はじめてであう点字　５ 黒崎　恵津子 岩崎書店

36 はたらく犬　１ 学習研究社

37 はたらく犬　２ 学習研究社

38 はたらく犬　３ 学習研究社

39 はたらく犬　４ 学習研究社

40 ユニバーサルデザイン　１ あかね書房

41 ユニバーサルデザイン　２ あかね書房

42 ユニバーサルデザイン　３ あかね書房

43 耳の聞こえない子がわたります マーリー・マトリン フレーベル館

44 空飛ぶ車いす 井上　夕香 素朴社

45 お年寄りを理解する本　１ 岩崎書店

46 お年寄りを理解する本　２ 岩崎書店

47 お年寄りを理解する本　３ 岩崎書店

48 お年寄りを理解する本　４ 岩崎書店

49 お年寄りを理解する本　５ 岩崎書店

50 バリアフリー絵本　１ 岩崎書店

51 バリアフリー絵本　２ 岩崎書店

52 バリアフリー絵本　３ 岩崎書店



小学５年生　　《情報モラル》

NO タイトル 著者 出版社

1 ケータイのしくみ 藤田　千枝 大月書店

2 気をつけよう！ケータイ中毒　１ 渋井　哲也 汐文社

3 気をつけよう！ケータイ中毒　２ 渋井　哲也 汐文社

4 気をつけよう！ケータイ中毒　３ 渋井　哲也 汐文社

5 気をつけよう！ネット中毒　１ 渋井　哲也 汐文社

6 気をつけよう！ネット中毒　２ 渋井　哲也 汐文社

7 気をつけよう！ネット中毒　３ 渋井　哲也 汐文社

8 気をつけよう！ゲーム中毒　１ 渋井　哲也 汐文社

9 気をつけよう！ゲーム中毒　２ 渋井　哲也 汐文社

10 気をつけよう！ゲーム中毒　３ 渋井　哲也 汐文社

11 子どもといっしょに安心インターネット　１ 尾花　紀子 岩波書店

12 子どもといっしょに安心インターネット　２ 尾花　紀子 岩波書店

13 子どもといっしょに安心インターネット　３ 尾花　紀子 岩波書店

14 ネットいじめ 大月書店

15 １２歳からのマナー集 多湖　輝 新講社

16 親子で学ぶインターネットの安全ルール いけだ　としお 星雲社

17 １２歳からのインターネット 荻上　チキ ミシマ社

18 小中学生のためのインターネット安全ガイド 日経ＢＰ社

19 小中学生のためのパソコンらくらく入門教室　６ 理論社

20 「けいたい電話」がよくわかる絵事典 ＰＨＰ研究所

21 みんなのマナーとルール　３ 学習研究社

22 みんなのマナーとルール　４ 学習研究社

23 らくらくインターネット　 山口　旬子 自由国民社

24 安全な毎日を送る方法　２ 学習研究社

25 インターネットの不思議探検隊！ 村井　純 太郎次郎社



小学６年生　　《伝統・郷土文化》

NO タイトル 著者 出版社

1 ポプラディア情報館　伝統工芸 ポプラ社

2 ポプラディア情報館　郷土料理 ポプラ社

3 ポプラディア情報館　伝統芸能 ポプラ社

4 ポプラディア情報館　年中行事 ポプラ社

5 和の行事えほん　春と夏の巻 高野　紀子 あすなろ書房

6 和の行事えほん　秋と冬の巻 高野　紀子 あすなろ書房

7 調べてみよう暮らしのことば　中国四国の方言 ゆまに書房

8 ＮＨＫ２１世紀に残したいふるさと日本のことば　５　中国四国地方 学習研究社

9 修学旅行で行ってみたい日本の世界遺産　５　原爆ドーム・厳島神社 岩崎書店

10 統計・資料で見る日本地図の本　７　中国四国 岩崎書店

11 新都道府県大図鑑　日本の地理　７ 学習研究社

12 都道府県クイズ　５　中国四国 国土社

13 都道府県別日本の地理データマップ　９　中国四国地方 小峰書店

14 日本の遺跡と遺産　７　戦争遺跡 岩崎書店

15 郷土料理のおいしいレシピ　東日本編 教育画劇

16 郷土料理のおいしいレシピ　西日本編 教育画劇

17 残したい日本の美２０１ 長崎出版

18 日本のかたち 平凡社

19 物語で学ぶ日本の伝統芸能　１　能 くもん出版

20 物語で学ぶ日本の伝統芸能　２　狂言 くもん出版

21 物語で学ぶ日本の伝統芸能　３　歌舞伎 くもん出版

22 物語で学ぶ日本の伝統芸能　４　文楽 くもん出版

23 物語で学ぶ日本の伝統芸能　５　寄席芸・大道芸 くもん出版

24 こども伝統芸能シリーズ　１　歌舞伎 アリス館

25 こども伝統芸能シリーズ　２　狂言 アリス館

26 こども伝統芸能シリーズ　３　落語 アリス館

27 日本の祭り事典 芳賀　日出男 汐文社

28 ふるさとの伝承料理　１ 奥村　彪生 農山漁村文化協会

29 ふるさとの伝承料理　２ 奥村　彪生 農山漁村文化協会

30 ふるさとの伝承料理　３ 奥村　彪生 農山漁村文化協会

31 ふるさとの伝承料理　４ 奥村　彪生 農山漁村文化協会

32 ふるさとの伝承料理　５ 奥村　彪生 農山漁村文化協会

33 ふるさとの伝承料理　６ 奥村　彪生 農山漁村文化協会

34 ふるさとの伝承料理　７ 奥村　彪生 農山漁村文化協会

35 ふるさとの伝承料理　８ 奥村　彪生 農山漁村文化協会

36 ふるさとの伝承料理　９ 奥村　彪生 農山漁村文化協会

37 ふるさとの伝承料理　１０ 奥村　彪生 農山漁村文化協会

38 ふるさとの伝承料理　１１ 奥村　彪生 農山漁村文化協会

39 ふるさとの伝承料理　１２ 奥村　彪生 農山漁村文化協会

40 ふるさとの伝承料理　１３ 奥村　彪生 農山漁村文化協会

41 塩の絵本 農山漁村文化協会

42 わら加工の絵本 農山漁村文化協会

43 竹細工の絵本 農山漁村文化協会

44 草木染の絵本 農山漁村文化協会

45 箸の絵本 農山漁村文化協会

46 塩の大研究 ＰＨＰ研究所

47 日本のしきたり絵事典 ＰＨＰ研究所

48 読みがたり広島のむかし話 日本標準



小学６年生　　《修学旅行》

NO タイトル 著者 出版社

1 ならの大仏さま 加古　里子 ブッキング

2 京都なるほどガイドブック ＰＨＰ研究所

3 歴史地図本　知って訪ねる京都 大和書房

4 歴史地図本　知って訪ねる奈良飛鳥 大和書房

5 修学旅行の本　京都 国土社

6 修学旅行の本　奈良 国土社

7 日本の世界遺産　２　古都京都の文化財 岩崎書店

8 日本の世界遺産　３　古都奈良の文化財 岩崎書店

9 統計・資料で見る日本地図の本　６　近畿 岩崎書店

10 都道府県大図解 日本の地理　６　京都・大阪 学習研究社

11 新都道府県クイズ　４　近畿 国土社

12 都道府県別日本の地理データマップ　５　近畿 小峰書店

13 大阪城 宮上　茂隆 草思社

14 大阪城炎上 理論社

15 奈良の大仏 草思社

16 京都異国遺産 平凡社

17 地図で訪ねる歴史の舞台　日本 帝国書院

18 ふしぎがいっぱい！ニッポン文化　３　近畿地方のふしぎ文化 旺文社

19 京都・奈良・大阪　修学旅行とっておきガイド メイツ出版

20 おみやげ・名産品大図鑑 ＰＨＰ研究所

21 奈良がわかる絵事典 ＰＨＰ研究所

22 京都修学旅行ハンドブック 平和文化

23 事前に調べる修学旅行パーフェクトガイド　５　大阪・奈良 金の星社

24 るるぶ京都大阪神戸　’１０ ＪＴＢパブリック

25 京都 ＪＴＢパブリック

26 京都おさんぽマップ 実業之日本社

27 奈良・大和路(タビリエ) ＪＴＢパブリック

28 仏像ワンダーランド奈良 ＪＴＢパブリック

29 奈良大和路の年中行事 淡交社

30 京都・奈良’１０(まっぷる) 昭文社

31 京都奈良の世界遺産 ＪＴＢパブリック

32 大阪’１０(まっぷる) 昭文社

33 るるぶ大阪’１０ ＪＴＢパブリック

34 大阪歴史探訪ウォーキング ペンハウス メイツ出版

35 大阪城とまち物語 フォーラムＡ

36 京都(歩く地図) 山と渓谷社



中学１年生　　《進路》

NO タイトル 著者 出版社

1 ５教科が仕事につながる！　英語の時間 小林　良子 ぺりかん社

2 ６教科が仕事につながる！　国語の時間 小林　良子 ぺりかん社

3 ７教科が仕事につながる！　数学の時間 松井　大助 ぺりかん社

4 ８教科が仕事につながる！　理科の時間 松井　大助 ぺりかん社

5 ９教科が仕事につながる！　社会の時間 松井　大助 ぺりかん社

6 ミュージアムの仕事 平凡社

7 １５歳のワークルール 旬報社

8 きらり１０代！ワークメッセージ 旬報社

9 仕事の絵本　１ 大月書店

10 仕事の絵本　２ 大月書店

11 仕事の絵本　３ 大月書店

12 仕事の絵本　４ 大月書店

13 仕事の絵本　５ 大月書店

14 仕事の絵本　６ 大月書店

15 あこがれ仕事百科 実業之日本社

16 なりたい職業ガイドブック ＰＨＰ研究所

17 ２１世紀こども百科　しごと館 小学館

18 将来の夢さがし！職業ガイド２３４種 集英社

19 職場体験完全ガイド　１ ポプラ社

20 職場体験完全ガイド　２ ポプラ社

21 職場体験完全ガイド　３ ポプラ社

22 職場体験完全ガイド　４ ポプラ社

23 職場体験完全ガイド　５ ポプラ社

24 職場体験完全ガイド　６ ポプラ社

25 職場体験完全ガイド　７ ポプラ社

26 職場体験完全ガイド　８ ポプラ社

27 職場体験完全ガイド　９ ポプラ社

28 職場体験完全ガイド　１０ ポプラ社

29 メディア業界ナビ　１ 理論社

30 メディア業界ナビ　２ 理論社

31 メディア業界ナビ　３ 理論社

32 メディア業界ナビ　４ 理論社

33 メディア業界ナビ　５ 理論社

34 メディア業界ナビ　６ 理論社

35 キャリア教育に役立つたくさんの仕事たくさんの未来　１ 小峰書房

36 キャリア教育に役立つたくさんの仕事たくさんの未来　２ 小峰書房

37 キャリア教育に役立つたくさんの仕事たくさんの未来　３ 小峰書房

38 キャリア教育に役立つたくさんの仕事たくさんの未来　４ 小峰書房

39 キャリア教育に役立つたくさんの仕事たくさんの未来　５ 小峰書房

40 キャリア教育に役立つたくさんの仕事たくさんの未来　６ 小峰書房

41 キャリア教育に役立つたくさんの仕事たくさんの未来　７ 小峰書房

42 キャリア教育に役立つたくさんの仕事たくさんの未来　８ 小峰書房

43 キャリア教育に役立つたくさんの仕事たくさんの未来　９ 小峰書房

44 キャリア教育に役立つたくさんの仕事たくさんの未来　１０ 小峰書房



中学２年生　　《環境問題》

NO タイトル 著者 出版社

1 地球環境白書　１　今「地球」が危ない 学習研究社

2 地球環境白書　２　今「食」が危ない 学習研究社

3 地球環境白書　３　今「水」が危ない 学習研究社

4 地球環境白書　４　今「ゴミ」が危ない 学習研究社

5 地球環境白書　５　今「大気」が危ない 学習研究社

6 地球環境白書　６　今「科学物質」が危ない 学習研究社

7 不都合な真実 アル・ゴア ﾗﾝﾀﾞﾑﾊｳｽ講談社

8 不都合な真実　ＥＣＯ入門編 アル・ゴア ﾗﾝﾀﾞﾑﾊｳｽ講談社

9 コンビニ弁当１９万キロの旅 太郎次郎ｴﾃﾞｨﾀｽ

10 南極がこわれる 藤原　幸一 ポプラ社 3冊のみ

11 ガラパゴスがこわれる 藤原　幸一 ポプラ社

12 哺乳類こうして絶滅した５種，そして危ぶまれる２０種 ニュートンプレス

13 地球の未来と「水」　１ さえら書房

14 地球の未来と「水」　２ さえら書房

15 地球の未来と「水」　３ さえら書房

16 エコ地図をつくろう 黎明書房

17 宇宙から探る地球環境　１ 学習研究社

18 宇宙から探る地球環境　２ 学習研究社

19 宇宙から探る地球環境　３ 学習研究社

20 宇宙から探る地球環境　４ 学習研究社

21 いますぐ考えよう！地球温暖化　１ 田中　優 岩崎書店

22 いますぐ考えよう！地球温暖化　２ 田中　優 岩崎書店

23 いますぐ考えよう！地球温暖化　３ 田中　優 岩崎書店

24 地球異変 ﾗﾝﾀﾞﾑﾊｳｽ講談社

25 みんなで考えよう 地球温暖化とエネルギーの未来　１ 小峰書店

26 みんなで考えよう 地球温暖化とエネルギーの未来　２ 小峰書店

27 みんなで考えよう 地球温暖化とエネルギーの未来　３ 小峰書店

28 みんなで考えよう 地球温暖化とエネルギーの未来　４ 小峰書店

29 環境問題を考える自由研究ガイド 東京書籍

30 地球環境をまもるアクション　１ ほるぷ出版

31 地球環境をまもるアクション　２ ほるぷ出版

32 地球環境をまもるアクション　３ ほるぷ出版

33 地球環境をまもるアクション　４ ほるぷ出版

34 地球環境をまもるアクション　５ ほるぷ出版

35 地球環境をまもるアクション　６ ほるぷ出版

36 地球環境をまもるアクション　７ ほるぷ出版

37 地球環境をまもるアクション　８ ほるぷ出版



中学２年生　　《国際理解》

NO タイトル 著者 出版社

1 モノから知る日本と世界の結びつき　１ 学習研究社

2 モノから知る日本と世界の結びつき　２ 学習研究社

3 モノから知る日本と世界の結びつき　３ 学習研究社

4 モノから知る日本と世界の結びつき　４ 学習研究社

5 モノから知る日本と世界の結びつき　５ 学習研究社

6 モノから知る日本と世界の結びつき　６ 学習研究社

7 いっぽんの鉛筆のむこうに 谷川　俊太郎 福音館書店

8 悪夢のニュートラリーノ 縄文　リー てらいんく

9 知っておきたい国際社会のルール　１ 旬報社

10 知っておきたい国際社会のルール　２ 旬報社

11 知っておきたい国際社会のルール　３ 旬報社

12 知っておきたい国際社会のルール　４ 旬報社

13 地球のカタチ　１ 白水社

14 地球のカタチ　２ 白水社

15 地球のカタチ　３ 白水社

16 地球のカタチ　４ 白水社

17 地球のカタチ　５ 白水社

18 地球のカタチ　６ 白水社

19 地球のカタチ　７ 白水社

20 世界じゅうの子どもたち 主婦の友社

21 写真でみる世界の子どもたちの暮らし あすなろ書房

22 国境なき医師団　１ 大月書店

23 国境なき医師団　２ 大月書店

24 国境なき医師団　３ 大月書店

25 国境なき医師団　４ 大月書店

26 国境なき医師団　５ 大月書店

27 国境なき医師団　６ 大月書店

28 くらべてわかる世界地図　１ 大月書店

29 くらべてわかる世界地図　２ 大月書店

30 くらべてわかる世界地図　３ 大月書店

31 くらべてわかる世界地図　４ 大月書店

32 くらべてわかる世界地図　５ 大月書店

33 くらべてわかる世界地図　６ 大月書店

34 くらべてわかる世界地図　７ 大月書店

35 くらべてわかる世界地図　８ 大月書店

36 国際理解に役立つ　世界の衣食住　１ 小峰書店

37 国際理解に役立つ　世界の衣食住　２ 小峰書店

38 国際理解に役立つ　世界の衣食住　３ 小峰書店

39 国際理解に役立つ　世界の衣食住　４ 小峰書店

40 国際理解に役立つ　世界の衣食住　５ 小峰書店

41 国際理解に役立つ　世界の衣食住　６ 小峰書店

42 国際理解に役立つ　世界の衣食住　７ 小峰書店

43 国際理解に役立つ　世界の衣食住　８ 小峰書店

44 国際理解に役立つ　世界の衣食住　９ 小峰書店

45 国際理解に役立つ　世界の衣食住　１０ 小峰書店

46 写真で知る世界の尐数民族・先住民族　イヌイット 汐文社

47 写真で知る世界の尐数民族・先住民族　モンゴル 汐文社

48 写真で知る世界の尐数民族・先住民族　マオリ 汐文社

49 写真で知る世界の尐数民族・先住民族　アボリジニ 汐文社

50 写真で知る世界の尐数民族・先住民族　マサイ 汐文社

51 池上彰のニュースに登場する国づくりのかげとひかり　１ さえら書房

52 池上彰のニュースに登場する国づくりのかげとひかり　２ さえら書房

53 池上彰のニュースに登場する国づくりのかげとひかり　３ さえら書房

54 池上彰のニュースに登場する国づくりのかげとひかり　４ さえら書房

55 国境の本　１ 岩崎書店

56 国境の本　２ 岩崎書店

57 国境の本　３ 岩崎書店

58 国境の本　４ 岩崎書店

59 国境の本　５ 岩崎書店



中学２年生　　《修学旅行》

NO タイトル 著者 出版社

1 沖縄まるごと大百科　１ ポプラ社

2 沖縄まるごと大百科　２ ポプラ社

3 沖縄まるごと大百科　３ ポプラ社

4 沖縄まるごと大百科　４ ポプラ社

5 沖縄まるごと大百科　５ ポプラ社

6 旅に出たくなる地図　日本 帝国書院

7 統計・資料で見る日本地図の本　８　九州・沖縄 岩崎書店

8 ふしぎがいっぱい！ニッポン文化　４　沖縄地方のふしぎ文化 旺文社

9 都道府県大図解日本の地理　９　佐賀・長崎 学習研究社

10 新・都道府県クイズ　６　九州・沖縄 国土社

11 都道府県別日本の地理データマップ　７　九州・沖縄地方 小峰書店

12 語り伝える沖縄　１ 新日本出版社

13 語り伝える沖縄　２ 新日本出版社

14 語り伝える沖縄　３ 新日本出版社

15 語り伝える沖縄　４ 新日本出版社

16 語り伝える沖縄　５ 新日本出版社

17 おみやげ名産品大図鑑 ＰＨＰ研究所

18 事前に調べる修学旅行パーフェクトガイド　７ 金の星社

19 沖縄　’１０(まっぷる) 昭文社

20 るるぶ沖縄’１０ ＪＴＢﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ

21 沖縄言葉　ちょっといい話 藤木　勇人 双葉社

22 沖縄　(ブルーガイド) 実業之日本社

23 沖縄の歩き方　２０１０ ダイヤモンド社

24 るるぶ九州’１０ ＪＴＢﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ

25 熊本　’１０(まっぷる) 昭文社

26 るるぶ熊本阿蘇天草 ＪＴＢﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ

27 長崎　’１０(まっぷる) 昭文社

28 るるぶ長崎’１０ ＪＴＢﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ

29 九州(楽々) ＪＴＢﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ

30 沖縄(楽々) ＪＴＢﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ

31 長崎(コトリップ) 昭文社

32 長崎・ハウステンボス・博多 実業之日本社

33 阿蘇・天草・熊本(タビリエ) ＪＴＢﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ

34 長崎県の歴史散歩 山川出版社

35 福岡県の歴史散歩 山川出版社



中学３年生　　《人権・生き方》

NO タイトル 著者 出版社

1 世界を動かした世界史有名人物事典 ＰＨＰ研究所

2 目でみる　世界人物百科　１ 日本図書センター

3 目でみる　世界人物百科　２ 日本図書センター

4 目でみる　世界人物百科　３ 日本図書センター

5 目でみる　世界人物百科　４ 日本図書センター

6 目でみる　世界人物百科　５ 日本図書センター

7 世界から貧しさをなくす３０の方法 合同出版

8 ぼくは１３歳職業、兵士。 鬼丸　昌也 合同出版

9 難民と地雷　難民が生まれるのはなぜ？ 草土文化

10 難民と地雷　地雷がうばうものはなに？ 草土文化

11 難民と地雷　できることからはじめよう！ 草土文化

12 日本をつくった日本史有名人物事典 ＰＨＰ研究所

13 時代のヒーローたちのホントの話 平野　あきら ポトス出版

14 こどものきもち 三省堂

15 ココロの絵本　１ 大月書店

16 ココロの絵本　２ 大月書店

17 ココロの絵本　３ 大月書店

18 ココロの絵本　４ 大月書店

19 ココロの絵本　５ 大月書店

20 ココロの絵本　６ 大月書店

21 ココロの絵本　７ 大月書店

22 ココロの絵本　８ 大月書店

23 ココロの絵本　９ 大月書店

24 ココロの絵本　１０ 大月書店

25 明日がくる 東京書籍

26 １４歳の君へ 池田　晶子 毎日新聞社

27 盾　シールド 村上　龍 幻冬舎

28 ノーモア・ヒロシマ・ナガサキ 日本図書センター

29 いわたくんちの おばあちゃん 天野　真美 主婦の友社

30 いしぶみ ポプラ社

31 アウシュヴィッツの手紙 平和のアトリエ

32 絵本アンネ・フランク ジョセフィーン・プール あすなろ書房

33 キング牧師の力づよいことば ドリーン・ラパポート 国土社

34 マザー・テレサ 沖守　弘 くもん出版

35 ローザ ニッキ・ジョヴァンニ 光村教育図書

36 そんな軽い命なら私にください 渡辺　成俊 大和書房

37 チャンスがあれば・・・ 岩崎書店

38 池上彰の君ならどう考えるか地球の危機　１ 文渓堂

39 池上彰の君ならどう考えるか地球の危機　２ 文渓堂

40 池上彰の君ならどう考えるか地球の危機　３ 文渓堂

41 池上彰の君ならどう考えるか地球の危機　４ 文渓堂

42 体験しよう！発見しよう！福祉ボランティア　１ 岩崎書店

43 体験しよう！発見しよう！福祉ボランティア　２ 岩崎書店

44 体験しよう！発見しよう！福祉ボランティア　３ 岩崎書店

45 体験しよう！発見しよう！福祉ボランティア　４ 岩崎書店

46 体験しよう！発見しよう！福祉ボランティア　５ 岩崎書店

47 人権を考える本　１ 岩崎書店

48 人権を考える本　２ 岩崎書店

49 人権を考える本　３ 岩崎書店

50 人権を考える本　４ 岩崎書店

51 人権を考える本　５ 岩崎書店

52 人権を考える本　６ 岩崎書店

53 人権を考える本　７ 岩崎書店


