
●知識・学習資料

№ 著者名 書名 巻数 出版者

1 DK社編 〈図説〉歴代アメリカ大統領百科 原書房 312.53 　ズ

2 国際子ども権利センター編 世界中の子どもの権利をまもる30の方法 合同出版 369.4 　セ

3 こどもくらぶ編 和服がわかる本 岩崎書店 383.1 　ワ

4 盛口　満文・絵 生きものとつながる石ころ探検 少年写真新聞社 458 モイ

5 多田　多恵子写真・文 ようこそ！葉っぱ科学館 少年写真新聞社 471.1 タヨ

6 ニルス・タヴェルニエ作 赤ちゃんが生まれる ブロンズ新社 491.355 タア

7 ニコル・テイラー文 赤ちゃんの誕生 あすなろ書房 495.7 テア

8 ビル・スレイヴィン文 こんなふうに作られる！ 玉川大学出版部 500 スコ

9 冴木　一馬作 知って楽しい花火のえほん あすなろ書房 575.98 サシ

10 藤田　晃之監修 日本の産業大事典 あかね書房 602.1 　ニ

11 本橋　成一写真と文 うちは精肉店 農山漁村文化協会 648.22 モウ

12 いわさ　ゆうこ作 どんぐりノート 文化出版局 657.85 イド

13 ヒサ　クニヒコ文と絵 ことばのゆらい図鑑 全3巻 ハッピーオウル社 814.4 ヒコ

14 飯田　朝子著 ドラえもんはじめての数え方 小学館 815.2 イド

15 伊東　信夫著 漢字なりたちブック 1～6年生太郎次郎社エディタス 821.2 イカ

16 改訂版　NEWマーク・記号の大百科 全6巻 学研プラス

17 文房具を使いこなす 全4巻 フレーベル館

18 こどものためのプログラミング 全4巻 保育社

19 世界の文化と衣食住 全4巻 小峰書店

20 しらべよう！　世界の料理 全7巻 ポプラ社

21 世界のともだち　第2期 全12巻 偕成社

22 新・はたらく犬とかかわる人たち 全3巻 あすなろ書房

23 この表現がぴったり！　にていることばの使い分け 全3巻 光村教育図書

24 絵で見てわかる英会話 全2巻 学研プラス

25 くらべる100年「もの」がたり 全5巻 学研プラス

26 いくらかな？社会がみえるねだんのはなし 全6巻 大月書店

27 教科書にでてくる地図記号 全3巻 ほるぷ出版

28 国別大図解　世界の地理　改訂版 全8巻 学研プラス

29 都道府県別　日本の地理データマップ　第3版 全8巻 小峰書店

30 教科書に出てくる遺跡と文化財を訪ねる 全4巻 あすなろ書房

31 地域の発展につくした　日本の近代化遺産図鑑 全5巻 岩崎書店

32 昔の道具　もののうつりかわりを見てみよう！ 全2巻 国土社

33 固有種が教えてくれること 全3巻 金の星社

34 ドクター・ヨッシーのほねほねザウルス恐竜博物館 全3巻 岩崎書店

35 今森光彦の昆虫教室 全2巻 童心社

36 まいて観察！　たね図鑑 全3巻 汐文社
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37 うごく！あそべる！　超かんたん工作 全6巻 ポプラ社

38 クイズでスポーツがうまくなるシリーズ 全15巻 ベースボール・マガ…

39 キミも運動ができるようになる 全3巻 汐文社

40 夢のスポーツ大図鑑 全3巻 日本図書センター

41 スポーツでひろげる国際理解 全5巻 文溪堂

42 ルールと見どころ！オリンピック・パラリンピック全競 全6巻 ポプラ社

43 色のまなび事典 全3巻 星の環会

44 日本の伝統もよう 全3巻 汐文社

45 トリックアートアドベンチャー 全8巻 あかね書房

46 心をはぐくむ小学校劇 全6巻 小峰書店

47 危険予測シリーズセット2 全3巻 少年写真新聞社

48 いのちを救いたい　救急救命24時 全3巻 汐文社

49 「もしも」のときに役に立つ！防災クッキング 全3巻 フレーベル館

50 女子栄養大学栄養クリニックのこども栄養素えほん 全3巻 日本図書センター

51 健康のすすめ！カラダ研究所 全4巻 偕成社

52 学校の保健室 全3巻 星の環会

53 マナーと敬語　完全マスター！ 全3巻 あかね書房

54 ザ・裏方 全3巻 フレーベル館

55
職場体験完全ガイド　会社員編　カルビー・ハウス食
品・サントリー・雪印メグミルク

66 ポプラ社 366 シ

56
職場体験完全ガイド　会社員編　ユニクロ・GAP・カ
シオ・資生堂

67 ポプラ社 366 シ

57
職場体験完全ガイド　会社員編　TOTO・ニトリホー
ルディングス・ノーリツ・ENEOS

68 ポプラ社 366 シ

58
職場体験完全ガイド　会社員編　TBSテレビ・講談
社・中日新聞社・エフエム徳島

69 ポプラ社 366 シ

59
職場体験完全ガイド　会社員編　七十七銀行・楽天
Edy・日本生命・野村ホールディングス

70 ポプラ社 366 シ

60 元浦　年康写真・監修 はたらくじどう車 全4巻 学研プラス 537 ハ

61 青山　由紀監修
スーパーマーケット・コンビニエンスストア（仕事のく
ふう、見つけたよ）

金の星社 673 ス

62 青山　由紀監修 パン屋さん・レストラン（仕事のくふう、見つけたよ） 金の星社 588 パ

63 青山　由紀監修 花屋さん・ドラッグストア（仕事のくふう、見つけたよ） 金の星社 673 ハ

64 青山　由紀監修 図書館・警察署（仕事のくふう、見つけたよ） 金の星社 10 ト

65 理科をたのしく！光と音の実験工作 全3巻 汐文社 425 リ

66 藤井　旭監修 まんが★プラネタリウム星座と神話 全5巻 学研プラス

67 国立音楽大学監修 楽器ビジュアル図鑑　演奏者が魅力を紹介！ 全6巻 ポプラ社 763 ガ

68 今泉　マユ子著 こどものための防災教室 全2巻 理論社 369 イ

69 伊藤　和明監修 明日の防災に活かす災害の歴史 全5巻 小峰書店 210 ア

70
ピンチを解決！10歳からのライフスキル　怒りをコン
トロールする

4 合同出版 361 ピ

71
ピンチを解決！10歳からのライフスキル　ストレスと
上手につきあう

5 合同出版 361 ピ

72
ピンチを解決！10歳からのライフスキル　折れない
心しなやかな心をつくる

6 合同出版 361 ピ


