
 

名古屋市図書館 学習支援図書セット貸出 

｢身近な生き物｣ セット 図書リスト       2014年 7月 

  書 名 著者・訳者など 出版社 出版年 

1 いきもののしいく （フレーベル館の図鑑ナチュラ ふしぎをためす図鑑） 小宮輝之／監修，岡島秀治／監修 フレーベル館 2013 

2 いきもののしいく （フレーベル館の図鑑ナチュラ ふしぎをためす図鑑） 小宮輝之／監修，岡島秀治／監修 フレーベル館 2013 

3 いきもののしいく （フレーベル館の図鑑ナチュラ ふしぎをためす図鑑） 小宮輝之／監修，岡島秀治／監修 フレーベル館 2013 

4 いきもののしいく （フレーベル館の図鑑ナチュラ ふしぎをためす図鑑） 小宮輝之／監修，岡島秀治／監修 フレーベル館 2013 

5 いきもののしいく （フレーベル館の図鑑ナチュラ ふしぎをためす図鑑） 小宮輝之／監修，岡島秀治／監修 フレーベル館 2013 

6 いきもののしいく （フレーベル館の図鑑ナチュラ ふしぎをためす図鑑） 小宮輝之／監修，岡島秀治／監修 フレーベル館 2013 

7 いきもののしいく （フレーベル館の図鑑ナチュラ ふしぎをためす図鑑） 小宮輝之／監修，岡島秀治／監修 フレーベル館 2013 

8 飼育と観察  増補改訂 （ニューワイド学研の図鑑 ９） 平井博／監修，今泉忠明／監修 学研教育出版 2009 

9 飼育と観察  増補改訂 （ニューワイド学研の図鑑 ９） 平井博／監修，今泉忠明／監修 学研教育出版 2009 

10 飼育と観察  増補改訂 （ニューワイド学研の図鑑 ９） 平井博／監修，今泉忠明／監修 学研教育出版 2009 

11 飼育と観察  増補改訂 （ニューワイド学研の図鑑 ９） 平井博／監修，今泉忠明／監修 学研教育出版 2009 

12 飼育と観察  増補改訂 （ニューワイド学研の図鑑 ９） 平井博／監修，今泉忠明／監修 学研教育出版 2009 

13 飼育と観察  増補改訂 （ニューワイド学研の図鑑 ９） 平井博／監修，今泉忠明／監修 学研教育出版 2009 

14 飼育と観察  増補改訂 （ニューワイド学研の図鑑 ９） 平井博／監修，今泉忠明／監修 学研教育出版 2009 

15 クワガタムシ  （育てて、しらべる日本の生きものずかん １） 
高家博成／監修，佐藤裕／撮影， 
安東浩／撮影，Ｃｈｅｕｎｇ＊ＭＥ／絵 集英社 2004 

16 カエル  （育てて、しらべる日本の生きものずかん ２） 
福山欣司／監修，前田憲男／撮影， 
安東浩／撮影，Ｃｈｅｕｎｇ＊ＭＥ／絵 集英社 2004 

17 ザリガニ  （育てて、しらべる日本の生きものずかん ３） 
中谷勇／監修，佐藤裕／撮影， 
安東浩／撮影，Ｃｈｅｕｎｇ＊ＭＥ／絵 集英社 2004 

18 ダンゴムシ  （育てて、しらべる日本の生きものずかん ４） 
布村昇／監修，佐藤裕／撮影， 
安東浩／撮影，Ｃｈｅｕｎｇ＊ＭＥ／絵 集英社 2004 

19 カブトムシ  （育てて、しらべる日本の生きものずかん ５） 
野村周平／監修，佐藤裕／撮影， 
Ｃｈｅｕｎｇ＊ＭＥ／絵 集英社 2005 

20 カメ  （育てて、しらべる日本の生きものずかん ６） 
矢部隆／監修，佐藤裕／撮影， 
Ｃｈｅｕｎｇ＊ＭＥ／絵 集英社 2005 

21 イモムシ  （育てて、しらべる日本の生きものずかん ７） 
中秀司／監修，安東浩／撮影， 
Ｃｈｅｕｎｇ＊ＭＥ／絵 集英社 2005 

22 なくむし （育てて、しらべる日本の生きものずかん １１） 
大谷剛／監修，安東浩／撮影， 
Ｃｈｅｕｎｇ＊ＭＥ／絵 集英社 2006 

23 カマキリ （育てて、しらべる日本の生きものずかん １３） 
山脇兆史／監修，若田部美行／撮影， 
安東浩／撮影，Ｃｈｅｕｎｇ＊ＭＥ／絵 集英社 2007 

24 金魚  （育てて、しらべる日本の生きものずかん １４） 
岡本信明／監修，星野達郎／撮影， 
Ｃｈｅｕｎｇ＊ＭＥ／絵 集英社 2007 

25 はじめての飼育 １ ザリガニ 
東京学芸大学附属小金井小学校生活科部／指
導，本間正樹／文，菊池東太／写真 小峰書店 2011 

26 はじめての飼育 ２ メダカ 
東京学芸大学附属小金井小学校生活科部／指
導，本間正樹／文，菊池東太／写真 小峰書店 2011 

27 はじめての飼育 ３ カタツムリ 
東京学芸大学附属小金井小学校生活科部／指
導，本間正樹／文，菊池東太／写真 小峰書店 2011 

28 はじめての飼育 ４ ダンゴムシ 
東京学芸大学附属小金井小学校生活科部／指
導，本間正樹／文，菊池東太／写真 小峰書店 2011 

29 はじめての飼育 ５ コオロギ 
東京学芸大学附属小金井小学校生活科部／指
導，本間正樹／文，菊池東太／写真 小峰書店 2011 

30 はじめての飼育 ６ モンシロチョウ 
東京学芸大学附属小金井小学校生活科部／指
導，本間正樹／文，菊池東太／写真 小峰書店 2011 

31 はじめての飼育 ７ ハムスター 
東京学芸大学附属小金井小学校生活科部／指
導，本間正樹／文，菊池東太／写真 小峰書店 2011 

32 はじめての飼育 ８  かってみたい生きもの 
東京学芸大学附属小金井小学校生活科部／指
導，本間正樹／文，菊池東太／写真 小峰書店 2011 

33 かぶとむし  ― かぶとむしの一生 ― 得田之久／ぶん・え 福音館書店 2010 

34 かまきり  ― おおかまきりの一生 ― 得田之久／ぶん・え 福音館書店 2010 

35 ちょう  ― あげはの一生 ― 得田之久／ぶん・え 福音館書店 2010 

36 とんぼ  ― ぎんやんまの一生 ― 得田之久／ぶん・え 福音館書店 2010 

37 せみとりめいじん かみやしん／作，奥本大三郎／監修 福音館書店 2001 

38 せんせい！これなあに？ １  いもむし・けむし 藤丸篤夫／写真，有沢重雄／構成・文 偕成社 2011 

39 もってみよう 松橋利光／写真と文 小学館 2005 

40 もってみよう 松橋利光／写真と文 小学館 2005 

 



 

名古屋市図書館 学習支援図書セット貸出 

｢植物を育てる｣ セット 図書リスト       2014年 7月 

  書 名 著者・訳者など 出版社 出版年 

1 しょくぶつのさいばい （フレーベル館の図鑑ナチュラ ふしぎをためす図鑑） 肥土邦彦／監修 フレーベル館 2013 

2 しょくぶつのさいばい （フレーベル館の図鑑ナチュラ ふしぎをためす図鑑） 肥土邦彦／監修 フレーベル館 2013 

3 しょくぶつのさいばい （フレーベル館の図鑑ナチュラ ふしぎをためす図鑑） 肥土邦彦／監修 フレーベル館 2013 

4 しょくぶつのさいばい （フレーベル館の図鑑ナチュラ ふしぎをためす図鑑） 肥土邦彦／監修 フレーベル館 2013 

5 しょくぶつのさいばい （フレーベル館の図鑑ナチュラ ふしぎをためす図鑑） 肥土邦彦／監修 フレーベル館 2013 

6 しょくぶつのさいばい （フレーベル館の図鑑ナチュラ ふしぎをためす図鑑） 肥土邦彦／監修 フレーベル館 2013 

7 しょくぶつのさいばい （フレーベル館の図鑑ナチュラ ふしぎをためす図鑑） 肥土邦彦／監修 フレーベル館 2013 

8 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 

9 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 

10 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 

11 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 

12 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 

13 かんさつ名人はじめての栽培 １ トウモロコシ 
東京学芸大学附属小金井小学校生活科部／指導，大角修／

文，菊池東太／写真，高橋尚紀／写真 小峰書店 2012 

14 かんさつ名人はじめての栽培 １ トウモロコシ 
東京学芸大学附属小金井小学校生活科部／指導，大角修／

文，菊池東太／写真，高橋尚紀／写真 小峰書店 2012 

15 かんさつ名人はじめての栽培 ２ エダマメ 
東京学芸大学附属小金井小学校生活科部／指導，大角修／

文，菊池東太／写真，高橋尚紀／写真 小峰書店 2012 

16 かんさつ名人はじめての栽培 ２ エダマメ 
東京学芸大学附属小金井小学校生活科部／指導，大角修／

文，菊池東太／写真，高橋尚紀／写真 小峰書店 2012 

17 かんさつ名人はじめての栽培 ３ キュウリ 
東京学芸大学附属小金井小学校生活科部／指導，大角修／

文，菊池東太／写真，高橋尚紀／写真 小峰書店 2012 

18 かんさつ名人はじめての栽培 ３ キュウリ 
東京学芸大学附属小金井小学校生活科部／指導，大角修／

文，菊池東太／写真，高橋尚紀／写真 小峰書店 2012 

19 かんさつ名人はじめての栽培 ４ ミニトマト    
東京学芸大学附属小金井小学校生活科部／指導，大角修／

文，菊池東太／写真，高橋尚紀／写真 小峰書店 2012 

20 かんさつ名人はじめての栽培 ４ ミニトマト    
東京学芸大学附属小金井小学校生活科部／指導，大角修／

文，菊池東太／写真，高橋尚紀／写真 小峰書店 2012 

21 かんさつ名人はじめての栽培 ５ サツマイモ 
東京学芸大学附属小金井小学校生活科部／指導，大角修／

文，菊池東太／写真，高橋尚紀／写真 小峰書店 2012 

22 かんさつ名人はじめての栽培 ５ サツマイモ 
東京学芸大学附属小金井小学校生活科部／指導，大角修／

文，菊池東太／写真，高橋尚紀／写真 小峰書店 2012 

23 かんさつ名人はじめての栽培 ６ アサガオ 
東京学芸大学附属小金井小学校生活科部／指導，大角修／

文，菊池東太／写真，高橋尚紀／写真 小峰書店 2012 

24 かんさつ名人はじめての栽培 ６ アサガオ 
東京学芸大学附属小金井小学校生活科部／指導，大角修／

文，菊池東太／写真，高橋尚紀／写真 小峰書店 2012 

25 かんさつ名人はじめての栽培 ７ ヒマワリ 
東京学芸大学附属小金井小学校生活科部／指導，大角修／

文，菊池東太／写真，高橋尚紀／写真 小峰書店 2012 

26 かんさつ名人はじめての栽培 ７ ヒマワリ 
東京学芸大学附属小金井小学校生活科部／指導，大角修／

文，菊池東太／写真，高橋尚紀／写真 小峰書店 2012 

27 かんさつ名人はじめての栽培 ８ そだててみたいやさいや花 
東京学芸大学附属小金井小学校生活科部／指導，大角修／

文，菊池東太／写真，高橋尚紀／写真 小峰書店 2012 

28 かんさつ名人はじめての栽培 ８ そだててみたいやさいや花 
東京学芸大学附属小金井小学校生活科部／指導，大角修／

文，菊池東太／写真，高橋尚紀／写真 小峰書店 2012 

29 やさいのうえかたそだてかた 小宮山洋夫／文・絵 岩崎書店 1995 

30 草花のうえかたそだてかた 松原巌樹／文・絵 岩崎書店 1995 

31 あさがお 荒井真紀／文・絵 金の星社 2011 

32 あさがお 荒井真紀／文・絵 金の星社 2011 

33 ひまわり 荒井真紀／文・絵 金の星社 2013 

34 ひまわり 荒井真紀／文・絵 金の星社 2013 

35 やさいはいきている 藤田智／監修，岩間史朗／写真撮影 ひさかたチャイルド 2007 

36 やさいはいきている 藤田智／監修，岩間史朗／写真撮影 ひさかたチャイルド 2007 

37 たねそだててみよう 
ヘレン Ｊ．ジョルダン／さく，ロレッタ クルピンス
キ／え，さとうよういちろう／やく 福音館書店 2009 

38 じめんのうえとじめんのした アーマ・ウェバー／ぶん・え 福音館書店 1993 

39 はじめての草花あそび １ 春夏秋冬の花 おくやまひさし／指導 ポプラ社 2010 

40 はじめての草花あそび ２ 木の実木の葉やさい おくやまひさし／指導 ポプラ社 2010 

 



 

名古屋市図書館 学習支援図書セット貸出 

｢昔の暮らし｣セット 図書リスト        2013年 11月 

  書 名 著者・訳者など 出版社 出版年 

1 昔の道具（ポプラディア情報館） 工藤員功／監修 ポプラ社 2011 

2 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 昔の道具大図鑑 小泉和子／監修 ＰＨＰ研究所 2013 

4 昔の道具大図鑑 小泉和子／監修 ＰＨＰ研究所 2013 

5 昔の道具大図鑑 小泉和子／監修 ＰＨＰ研究所 2013 

6 昔の道具大図鑑 小泉和子／監修 ＰＨＰ研究所 2013 

7 昔の道具大図鑑 小泉和子／監修 ＰＨＰ研究所 2013 

8 昔の道具大図鑑 小泉和子／監修 ＰＨＰ研究所 2013 

9 昔の道具大図鑑 小泉和子／監修 ＰＨＰ研究所 2013 

10 昔のくらしの道具事典 小林克／監修 岩崎書店 2004 

11 昔の子どものくらし事典 本間昇／監修 岩崎書店 2006 

12 昭和のくらしがわかる事典 早川典子/監修 ＰＨＰ研究所 2010 

13 くらべてみよう！昭和のくらし １ 家族 新田太郎/監修 学研 2009 

14 くらべてみよう！昭和のくらし ２ 学校・遊び 新田太郎/監修 学研 2009 

15 くらべてみよう！昭和のくらし ３ 生活 新田太郎/監修 学研 2009 

16 くらべてみよう！昭和のくらし ４ 社会 新田太郎/監修 学研 2009 

17 くらべてみよう！昭和のくらし ５ 流行 新田太郎/監修 学研 2009 

18 ふるさと６０年 戦後の日本とわたしたちの歩み 道浦母都子／文 福音館書店 2012 

19 ふるさと６０年 戦後の日本とわたしたちの歩み 道浦母都子／文 福音館書店 2012 

20 ふるさと６０年 戦後の日本とわたしたちの歩み 道浦母都子／文 福音館書店 2012 

21 身近なものの進化図鑑 １ 電化製品 スタジオダンク 汐文社 2012 

22 身近なものの進化図鑑 １ 電化製品 スタジオダンク 汐文社 2012 

23 身近なものの進化図鑑 １ 電化製品 スタジオダンク 汐文社 2012 

24 身近なものの進化図鑑 １ 電化製品 スタジオダンク 汐文社 2012 

25 身近なものの進化図鑑 １ 電化製品 スタジオダンク 汐文社 2012 

26 身近なものの進化図鑑 ３ 食料品 スタジオダンク 汐文社 2013 

27 身近なものの進化図鑑 ３ 食料品 スタジオダンク 汐文社 2013 

28 身近なものの進化図鑑 ３ 食料品 スタジオダンク 汐文社 2013 

29 身近なものの進化図鑑 ３ 食料品 スタジオダンク 汐文社 2013 

30 身近なものの進化図鑑 ３ 食料品 スタジオダンク 汐文社 2013 

31 日本人の２０世紀・くらしのうつりかわり １ 着るもの 宮田利幸/監修，窪田愛子／著 小峰書店 2000 

32 日本人の２０世紀・くらしのうつりかわり ２ 食生活 宮田利幸/監修，窪田愛子／著 小峰書店 2000 

33 日本人の２０世紀・くらしのうつりかわり ３ 住まい 宮田利幸/監修，窪田愛子／著 小峰書店 2000 

34 日本人の２０世紀・くらしのうつりかわり ４ 家庭生活 宮田利幸/監修，梨岡基雅／著 小峰書店 2000 

35 日本人の２０世紀・くらしのうつりかわり ５ 遊び 宮田利幸/監修，梨岡基雅／著 小峰書店 2000 

36 日本人の２０世紀・くらしのうつりかわり ６ 小学校 宮田利幸/監修，小林巧／著 小峰書店 2000 

37 日本人の２０世紀・くらしのうつりかわり ７ 交通 宮田利幸/監修，宮田周二／著 小峰書店 2000 

38 日本人の２０世紀・くらしのうつりかわり ８ 通信 宮田利幸/監修，宮田周二／著 小峰書店 2000 

39 日本人の２０世紀・くらしのうつりかわり ９ 社会のしくみ 宮田利幸/監修，梨岡基雅／著 小峰書店 2000 

40 日本人の２０世紀・くらしのうつりかわり １０ 大事件 宮田利幸/監修，小林巧／著 小峰書店 2000 

 



 

名古屋市図書館 学習支援図書セット貸出 

｢バリアフリー｣ セット 図書リスト       2014年 7月 

  書 名 著者・訳者など 出版社 出版年 

1 ユニバーサルデザインがわかる事典 柏原士郎／監修，どりむ社／編集 ＰＨＰ研究所 2009 

2 ユニバーサルデザインがわかる事典 柏原士郎／監修，どりむ社／編集 ＰＨＰ研究所 2009 

3 ユニバーサルデザインがわかる事典 柏原士郎／監修，どりむ社／編集 ＰＨＰ研究所 2009 

4 ユニバーサルデザインがわかる事典 柏原士郎／監修，どりむ社／編集 ＰＨＰ研究所 2009 

5 ユニバーサルデザインがわかる事典 柏原士郎／監修，どりむ社／編集 ＰＨＰ研究所 2009 

6 ユニバーサルデザインがわかる事典 柏原士郎／監修，どりむ社／編集 ＰＨＰ研究所 2009 

7 ユニバーサルデザインがわかる事典 柏原士郎／監修，どりむ社／編集 ＰＨＰ研究所 2009 

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 

9 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 

10 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 

11 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 

12 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 

13 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 

14 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 

15 さがしてみよう！まちのバリアフリー １ 家のバリアフリー 高橋儀平／監修 小峰書店 2011 

16 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 

17 さがしてみよう！まちのバリアフリー ３ 交通のバリアフリー 高橋儀平／監修 小峰書店 2011 

18 さがしてみよう！まちのバリアフリー ４ 遊びとスポーツのバリアフリー 高橋儀平／監修 小峰書店 2011 

19 さがしてみよう！まちのバリアフリー ５ 店と公共施設のバリアフリー 高橋儀平／監修 小峰書店 2011 

20 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 

21 ユニバーサルデザイン １ ユニバーサルデザインってなに？ 
東京大学先端科学技術研究センターバリアフリー
プロジェクト／監修 成松一郎／文 あかね書房 2006 

22 ユニバーサルデザイン ２ くらしの中のユニバーサルデザイン 
東京大学先端科学技術研究センターバリアフリー
プロジェクト／監修 星野恭子／文 あかね書房 2006 

23 ユニバーサルデザイン ３ まちのユニバーサルデザイン 
東京大学先端科学技術研究センターバリアフリー
プロジェクト／監修 中和正彦／文 あかね書房 2006 

24 みんなで考えよう障がい者の気持ち １ 視覚障がい 玉井邦夫／監修，青柳まゆみ／監修 学研教育出版 2010 

25 みんなで考えよう障がい者の気持ち ２ 聴覚障がい 玉井邦夫／監修，石原保志／監修 学研教育出版 2010 

26 みんなで考えよう障がい者の気持ち ３ 言語障がい  玉井邦夫／監修，小林倫代／監修 学研教育出版 2010 

27 みんなで考えよう障がい者の気持ち ４ 肢体不自由 玉井邦夫／監修，大沼直樹／監修 学研教育出版 2010 

28 みんなで考えよう障がい者の気持ち ５ 知的障がい 玉井邦夫／監修，堀江まゆみ／監修 学研教育出版 2010 

29 みんなで考えよう障がい者の気持ち ６ 発達障がい（ＬＤ、ＡＤＨＤ） 
玉井邦夫／監修，服部美佳子／監修， 
海津亜希子／監修 学研教育出版 2010 

30 みんなで考えよう障がい者の気持ち ７ 自閉症 
玉井邦夫／監修，東条吉邦／監修， 
広瀬由美子／監修 学研教育出版 2010 

31 いっしょがいいな障がいの絵本 １ ぼくの耳ってすごいんだぞ 目の見えないひと   嶋田泰子／文，北村小夜／監修，内藤裕／写真 ポプラ社 2006 

32 いっしょがいいな障がいの絵本 ２ おしゃべり、だいすき  耳のきこえないひと 
嶋田泰子／文，橋本一郎／監修， 
北村小夜／監修，内藤裕／写真 ポプラ社 2006 

33 いっしょがいいな障がいの絵本 ３ ゆめ、ぜったいかなえるよ   からだの不自由なひと 嶋田泰子／文，北村小夜／監修，内藤裕／写真 ポプラ社 2006 

34 いっしょがいいな障がいの絵本 ４ ゆっくりって、いいな  ダウン症  
嶋田泰子／文，北村小夜／監修， 
坂本真典／写真 ポプラ社 2006 

35 いっしょがいいな障がいの絵本 ５ やっちゃんがいく！  自閉症 
佐藤陽一／文，北村小夜／監修， 
坂本真典／写真 ポプラ社 2006 

36 いっしょがいいな障がいの絵本 ６ ぼくって、ふしぎくん？  発達の障がいＡＤＨＤ 嶋田泰子／文，北村小夜／監修，岡本順／絵 ポプラ社 2006 

37 わたしの足は車いす 
フランツ＝ヨーゼフ・ファイニク／作，フェレーナ・
バルハウス／絵，ささきたづこ／訳 あかね書房 2004 

38 見えなくてもだいじょうぶ？ 
フランツ＝ヨーゼフ・ファイニク／作，フェレーナ・
バルハウス／絵，ささきたづこ／訳 あかね書房 2005 

39 わたしたち手で話します 
フランツ＝ヨーゼフ・ファイニク／作，フェレーナ・
バルハウス／絵，ささきたづこ／訳 あかね書房 2006 

40 忘れても好きだよおばあちゃん！ 
ダグマー・Ｈ．ミュラー／作，フェレーナ・バルハウ
ス／絵，ささきたづこ／訳 あかね書房 2006 

 



 

名古屋市図書館 学習支援図書セット貸出 

｢点字｣セット 図書リスト           2013年 11月 

 
書 名 著者・訳者など 出版社 出版年 

1 新・点字であそぼう 桜雲会／監修，こどもくらぶ／編   同友館 2011 

2 新・点字であそぼう 桜雲会／監修，こどもくらぶ／編   同友館 2011 

3 新・点字であそぼう 桜雲会／監修，こどもくらぶ／編   同友館 2011 

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 

5 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 新・点字であそぼう 桜雲会／監修，こどもくらぶ／編   同友館 2011 

7 新・点字であそぼう 桜雲会／監修，こどもくらぶ／編   同友館 2011 

8 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，こどもくらぶ／編   岩崎書店 2010 

9 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，こどもくらぶ／編   岩崎書店 2010 

10 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，こどもくらぶ／編   岩崎書店 2010 

11 ボランティアに役立つはじめてであう点字 １ 指から広がる世界 黒崎惠津子／著 岩崎書店 2000 

12 ボランティアに役立つはじめてであう点字 ２ 点字のことば百科 黒崎惠津子／著 岩崎書店 2000 

13 ボランティアに役立つはじめてであう点字 ３ 点字で学ぼう 黒崎惠津子／著 岩崎書店 2000 

14 ボランティアに役立つはじめてであう点字 ４ 点字のひみつ 黒崎惠津子／著 岩崎書店 2000 

15 ボランティアに役立つはじめてであう点字 ５ バリアフリーをめざして 黒崎惠津子／著 岩崎書店 2000 

16 点字の世界へようこそ １ 点字のれきし 黒崎恵津子／文 汐文社 1998 

17 点字の世界へようこそ ２ 点字・はじめの一歩 黒崎恵津子／文 汐文社 1998 

18 点字の世界へようこそ ３ 点字について話そう 黒崎恵津子／文 汐文社 1998 

19 みんながつかうたてものだから  サジヒロミ／文・絵 偕成社 2010 

20 みんながつかうたてものだから  サジヒロミ／文・絵 偕成社 2010 

21 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 汐文社 2013 

22 これなあに？ さわる絵本 
バージニア・Ａ・イェンセン／作 ドーカス・
Ｗ・ハラー作 きくしまいくえ／訳 偕成社 2007 

23 ちびまるのぼうけん さわる絵本 フィリップ・ヌート／作・絵 山内清子／訳 偕成社 2007 

24 しろくまちゃんのほっとけーき てんじつきさわるえほん 森比左志，わだよしおみ，若山憲／著 こぐま社 2009 

25 しろくまちゃんのほっとけーき てんじつきさわるえほん 森比左志，わだよしおみ，若山憲／著 こぐま社 2009 

26 しろくまちゃんのほっとけーき てんじつきさわるえほん 森比左志，わだよしおみ，若山憲／著 こぐま社 2009 

27 しろくまちゃんのほっとけーき てんじつきさわるえほん 森比左志，わだよしおみ，若山憲／著 こぐま社 2009 

28 しろくまちゃんのほっとけーき てんじつきさわるえほん 森比左志，わだよしおみ，若山憲／著 こぐま社 2009 

29 しろくまちゃんのほっとけーき てんじつきさわるえほん 森比左志，わだよしおみ，若山憲／著 こぐま社 2009 

30 しろくまちゃんのほっとけーき てんじつきさわるえほん 森比左志，わだよしおみ，若山憲／著 こぐま社 2009 

31 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，わだよしおみ，若山憲／著 こぐま社 2013 

32 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，わだよしおみ，若山憲／著 こぐま社 2013 

33 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，わだよしおみ，若山憲／著 こぐま社 2013 

34 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，わだよしおみ，若山憲／著 こぐま社 2013 

35 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，わだよしおみ，若山憲／著 こぐま社 2013 

36 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，わだよしおみ，若山憲／著 こぐま社 2013 

37 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，わだよしおみ，若山憲／著 こぐま社 2013 

38 さわるめいろ てんじつきさわるえほん 村山純子／著 小学館 2013 

39 さわるめいろ てんじつきさわるえほん 村山純子／著 小学館 2013 

40 さわるめいろ てんじつきさわるえほん 村山純子／著 小学館 2013 

 



 

名古屋市図書館 学習支援図書セット貸出 

｢環境問題｣ セット 図書リスト         2013年 11月 

  書 名 著者・訳者など 出版社 出版年 

1 環境（ポプラディア情報館） 枝広淳子／監修 ポプラ社 2011 

2 ２１世紀こども百科地球環境館 ― 小学館 2004 

3 まちの施設たんけん ７ ごみ処理場・リサイクルセンター 林義人／文 小峰書店 2004 

4 まちの施設たんけん ７ ごみ処理場・リサイクルセンター 林義人／文 小峰書店 2004 

5 まちの施設たんけん ７ ごみ処理場・リサイクルセンター 林義人／文 小峰書店 2004 

6 まちの施設たんけん ７ ごみ処理場・リサイクルセンター 林義人／文 小峰書店 2004 

7 仕事場がよくわかる！社会科見学 ６ 浄水場・下水処理場 ― ポプラ社 2013 

8 仕事場がよくわかる！社会科見学 ６ 浄水場・下水処理場 ― ポプラ社 2013 

9 仕事場がよくわかる！社会科見学 ６ 浄水場・下水処理場 ― ポプラ社 2013 

10 仕事場がよくわかる！社会科見学 ６ 浄水場・下水処理場 ― ポプラ社 2013 

11 新・みぢかなくらしと地方行政 第２期６ リサイクル施設 松田博康/監修 リブリオ出版 2008 

12 新・みぢかなくらしと地方行政 第２期６ リサイクル施設 松田博康/監修 リブリオ出版 2008 

13 新・みぢかなくらしと地方行政 第２期６ リサイクル施設 松田博康/監修 リブリオ出版 2008 

14 新・みぢかなくらしと地方行政 第２期６ リサイクル施設 松田博康/監修 リブリオ出版 2008 

15 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，水谷広／監修 小峰書店 2009 

16 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，水谷広／監修 小峰書店 2009 

17 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，水谷広／監修 小峰書店 2009 

18 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，水谷広／監修 小峰書店 2009 

19 原子力がわかる事典 原子力教育を考える会／監修 ＰＨＰ研究所 2012 

20 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 

21 ごみの大研究 寄本勝美／監修 ＰＨＰ研究所 2011 

22 ごみの大研究 寄本勝美／監修 ＰＨＰ研究所 2011 

23 ごみの大研究 寄本勝美／監修 ＰＨＰ研究所 2011 

24 ごみの大研究 寄本勝美／監修 ＰＨＰ研究所 2011 

25 ごみの大研究 寄本勝美／監修 ＰＨＰ研究所 2011 

26 ごみの大研究 寄本勝美／監修 ＰＨＰ研究所 2011 

27 ごみの大研究 寄本勝美／監修 ＰＨＰ研究所 2011 

28 生物多様性の大研究 小泉武栄／監修 ＰＨＰ研究所 2011 

29 生物多様性の大研究 小泉武栄／監修 ＰＨＰ研究所 2011 

30 生物多様性の大研究 小泉武栄／監修 ＰＨＰ研究所 2011 

31 もったいない生活大事典 １ もったいないを見つけよう    岡本正志／監修 学習研究社 2007 

32 もったいない生活大事典 ２ 学校でもったいない活動 岡本正志／監修 学習研究社 2007 

33 もったいない生活大事典 ３ もったいないクッキング 岸朝子／監修 学習研究社 2007 

34 もったいない生活大事典 ４ もったいないで資源を活かす 岡本正志／監修 学習研究社 2007 

35 もったいない生活大事典 ５ もったいないで省エネ生活 省エネルギーセンター／監修 学習研究社 2007 

36 もったいない生活大事典 ６ もったいないと自然のくらし    木全政義／監修 学習研究社 2007 

37 もったいない生活大事典 ７ もったいないと日本の伝統 岡本正志／監修 学習研究社 2007 

38 よくわかる原子力とエネルギー １ 放射線がよくわかる本 野口邦和／監修 ポプラ社 2012 

39 よくわかる原子力とエネルギー ２ 原子力発電がよくわかる本 舘野淳／監修 ポプラ社 2012 

40 よくわかる原子力とエネルギー ３ これからのエネルギーがよくわかる本 舘野淳／監修，牛山泉／監修 ポプラ社 2012 

 



 

名古屋市図書館 学習支援図書セット貸出 

｢戦争・平和｣ セット 図書リスト        2013年 11月 

  書 名 著者・訳者など 出版社 出版年 

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 

2 日本の戦争遺跡図鑑 戦争遺跡保存全国ネットワーク／監修 ＰＨＰ研究所 2013 

3 調べ学習日本の歴史 ８ アジア太平洋戦争の研究 鎌田和宏／監修 ポプラ社 2000 

4 写真が語る第二次世界大戦 サイモン・アダムズ／著 あすなろ書房 2005 

5 写真が語る第二次世界大戦 サイモン・アダムズ／著 あすなろ書房 2005 

6 写真が語る第二次世界大戦 サイモン・アダムズ／著 あすなろ書房 2005 

7 写真が語る第二次世界大戦 サイモン・アダムズ／著 あすなろ書房 2005 

8 写真が語る第二次世界大戦 サイモン・アダムズ／著 あすなろ書房 2005 

9 写真が語る第二次世界大戦 サイモン・アダムズ／著 あすなろ書房 2005 

10 写真が語る第二次世界大戦 サイモン・アダムズ／著 あすなろ書房 2005 

11 シリーズ戦争遺跡  １ 学校・地域に残る戦争のつめあと    ― 汐文社 2010 

12 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 

13 シリーズ戦争遺跡  ３ 町が消えた－全国の空襲・原爆遺跡 ― 汐文社 2010 

14 シリーズ戦争遺跡  ４ 幻の「大東亜共栄圏」  ― 汐文社 2010 

15 シリーズ戦争遺跡  ５ 歩いてみよう身近な戦争遺跡  ― 汐文社 2010 

16 語り伝えるアジア・太平洋戦争 第１巻 開戦への道のり    吉田裕／文・監修 新日本出版社 2011 

17 語り伝えるアジア・太平洋戦争 第２巻 アジア・太平洋戦争の開戦  吉田裕／文・監修 新日本出版社 2012 

18 語り伝えるアジア・太平洋戦争 第３巻 戦時下、銃後の国民生活 吉田裕／文・監修 新日本出版社 2012 

19 語り伝えるアジア・太平洋戦争 第４巻 空襲、疎開、日本の敗戦 吉田裕／文・監修 新日本出版社 2012 

20 語り伝えるアジア・太平洋戦争 第５巻 おわらない戦後と平和への道 吉田裕／文・監修 新日本出版社 2012 

21 語り伝える空襲  第１巻 １０万人が殺された日 安斎育郎／文監修 新日本出版社 2008 

22 語り伝える空襲  第２巻 日本が戦場になった日  安斎育郎／文監修 新日本出版社 2008 

23 語り伝える空襲  第３巻 ふりそそぐ爆弾の雨 安斎育郎／文監修 新日本出版社 2008 

24 語り伝える空襲  第３巻 ふりそそぐ爆弾の雨 安斎育郎／文監修 新日本出版社 2008 

25 語り伝える空襲  第３巻 ふりそそぐ爆弾の雨 安斎育郎／文監修 新日本出版社 2008 

26 語り伝える空襲  第３巻 ふりそそぐ爆弾の雨 安斎育郎／文監修 新日本出版社 2008 

27 語り伝える空襲  第４巻 逃げまどう市民たち     安斎育郎／文監修 新日本出版社 2008 

28 語り伝える空襲  第５巻 人類初の核攻撃 安斎育郎／文監修 新日本出版社 2008 

29 歴史の流れがわかる時代別新・日本の歴史１１ 大正・昭和時代前期 及川英二郎／監修 学研教育出版 2010 

30 歴史の流れがわかる時代別新・日本の歴史１２ 昭和時代後期 及川英二郎／監修 学研教育出版 2010 

31 絵で読む広島の原爆 那須正幹／文 福音館書店 1995 

32 絵で読む広島の原爆 那須正幹／文 福音館書店 1995 

33 絵で読む広島の原爆 那須正幹／文 福音館書店 1995 

34 絵で読む広島の原爆 那須正幹／文 福音館書店 1995 

35 絵で読む広島の原爆 那須正幹／文 福音館書店 1995 

36 絵で読む広島の原爆 那須正幹／文 福音館書店 1995 

37 絵で読む広島の原爆 那須正幹／文 福音館書店 1995 

38 パンプキン！ 模擬原爆の夏 令丈ヒロ子／作 講談社 2011 

39 いしぶみ 広島二中一年生全滅の記録 広島テレビ放送／編 ポプラ社 2005 

40 さがしています アーサー・ビナード／作 童心社 2012 

 



 

名古屋市図書館 学習支援図書セット貸出 

｢国際理解｣ セット 図書リスト         2013年 11月 

  書 名 著者・訳者など 出版社 出版年 

1 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 

2 世界の国旗（しらべ図鑑マナペディア） グループ・コロンブス／構成 講談社 2013 

3 世界の国旗（しらべ図鑑マナペディア） グループ・コロンブス／構成 講談社 2013 

4 世界の国旗（しらべ図鑑マナペディア） グループ・コロンブス／構成 講談社 2013 

5 世界の国旗（しらべ図鑑マナペディア） グループ・コロンブス／構成 講談社 2013 

6 世界の国旗（しらべ図鑑マナペディア） グループ・コロンブス／構成 講談社 2013 

7 世界の国旗（しらべ図鑑マナペディア） グループ・コロンブス／構成 講談社 2013 

8 世界の国旗（しらべ図鑑マナペディア） グループ・コロンブス／構成 講談社 2013 

9 世界の食事おもしろ図鑑 森枝卓士／著  ＰＨＰ研究所 2009 

10 民族衣装絵事典 高橋晴子／監修  ＰＨＰ研究所 2006 

11 さがし絵で発見！世界の国ぐに ２ 韓国 こどもくらぶ／編  あすなろ書房 2011 

12 さがし絵で発見！世界の国ぐに ２ 韓国 こどもくらぶ／編  あすなろ書房 2011 

13 さがし絵で発見！世界の国ぐに ３ 中国 こどもくらぶ／編  あすなろ書房 2011 

14 さがし絵で発見！世界の国ぐに ３ 中国 こどもくらぶ／編  あすなろ書房 2011 

15 さがし絵で発見！世界の国ぐに ５ アメリカ こどもくらぶ／編  あすなろ書房 2011 

16 さがし絵で発見！世界の国ぐに ５ アメリカ こどもくらぶ／編  あすなろ書房 2011 

17 さがし絵で発見！世界の国ぐに ９ サウジアラビア こどもくらぶ／編  あすなろ書房 2013 

18 さがし絵で発見！世界の国ぐに ９ サウジアラビア こどもくらぶ／編  あすなろ書房 2013 

19 アジアの小学生 １ 中国の小学生 河添恵子／取材・編集・執筆 学研教育出版 2011 

20 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 

21 新版行ってみたいなあんな国こんな国 １ アジア １ 東菜奈／作 岩崎書店 2010 

22 新版行ってみたいなあんな国こんな国 ２ アジア２ 東菜奈／作 岩崎書店 2010 

23 新版行ってみたいなあんな国こんな国 ５ 北米／オセアニア  東菜奈／作 岩崎書店 2010 

24 新版行ってみたいなあんな国こんな国 ６ 中南米 東菜奈／作 岩崎書店 2010 

25 ナショナルジオグラフィック世界の国 アメリカ エルデン・クロイ／著 ほるぷ出版 2011 

26 ナショナルジオグラフィック世界の国 韓国 トム・ジャクソン／著  ほるぷ出版 2008 

27 ナショナルジオグラフィック世界の国 中国 ジェン・グリーン／著 ほるぷ出版 2007 

28 ナショナルジオグラフィック世界の国 ブラジル ザイラ・デッカー／著 ほるぷ出版 2010 

29 世界のあいさつ 長新太／さく 福音館書店 1989 

30 ボクがつくった世界のおやつどうぞ！ 平野恵理子／作 偕成社 2012 

31 手で食べる？ 森枝卓士／文・写真 福音館書店 2005 

32 手で食べる？ 森枝卓士／文・写真 福音館書店 2005 

33 世界あちこちゆかいな家めぐり 小松義夫／文・写真 福音館書店 2004 

34 世界あちこちゆかいな家めぐり 小松義夫／文・写真 福音館書店 2004 

35 韓国のごはん 銀城康子／文 農山漁村文化協会 2007 

36 中国のごはん 銀城康子／文 農山漁村文化協会 2007 

37 ブラジルのごはん 銀城康子／文 農山漁村文化協会 2008 

38 はがぬけたらどうするの？  セルビー・ビーラー／文 フレーベル館 1999 

39 せかいのひとびと ピーター・スピアー／え・ぶん 評論社 1987 

40 図書館ラクダがやってくる マーグリート・ルアーズ／著  さ・え・ら書房 2010 

 



 

名古屋市図書館 学習支援図書セット貸出 

｢修学旅行（京都・奈良）｣ セット 図書リスト   2014年 7月 

  書 名 著者・訳者など 出版社 出版年 

1 行ってみよう！京都・奈良図鑑 全国修学旅行研究協会／監修 ポプラ社 2013 

2 行ってみよう！京都・奈良図鑑 全国修学旅行研究協会／監修 ポプラ社 2013 

3 行ってみよう！京都・奈良図鑑 全国修学旅行研究協会／監修 ポプラ社 2013 

4 行ってみよう！京都・奈良図鑑 全国修学旅行研究協会／監修 ポプラ社 2013 

5 行ってみよう！京都・奈良図鑑 全国修学旅行研究協会／監修 ポプラ社 2013 

6 行ってみよう！京都・奈良図鑑 全国修学旅行研究協会／監修 ポプラ社 2013 

7 行ってみよう！京都・奈良図鑑 全国修学旅行研究協会／監修 ポプラ社 2013 

8 修学旅行の本 奈良 新版 修学旅行研究会／編 国土社 2008 

9 修学旅行の本 奈良 新版 修学旅行研究会／編 国土社 2008 

10 修学旅行の本 奈良 新版 修学旅行研究会／編 国土社 2008 

11 修学旅行の本 奈良 新版 修学旅行研究会／編 国土社 2008 

12 修学旅行の本 奈良 新版 修学旅行研究会／編 国土社 2008 

13 修学旅行の本 奈良 新版 修学旅行研究会／編 国土社 2008 

14 修学旅行の本 奈良 新版 修学旅行研究会／編 国土社 2008 

15 修学旅行の本 京都 新版 修学旅行研究会／編 国土社 2007 

16 修学旅行の本 京都 新版 修学旅行研究会／編 国土社 2007 

17 修学旅行の本 京都 新版 修学旅行研究会／編 国土社 2007 

18 修学旅行の本 京都 新版 修学旅行研究会／編 国土社 2007 

19 修学旅行の本 京都 新版 修学旅行研究会／編 国土社 2007 

20 修学旅行の本 京都 新版 修学旅行研究会／編 国土社 2007 

21 修学旅行の本 京都 新版 修学旅行研究会／編 国土社 2007 

22 修学旅行で行ってみたい日本の世界遺産 ２ 新版 京都の世界遺産 倉部きよたか／著 岩崎書店 2014 

23 修学旅行で行ってみたい日本の世界遺産 ２ 新版 京都の世界遺産 倉部きよたか／著 岩崎書店 2014 

24 修学旅行で行ってみたい日本の世界遺産 ３ 新版 奈良の世界遺産 原靖一／著 岩崎書店 2014 

25 修学旅行で行ってみたい日本の世界遺産 ３ 新版 奈良の世界遺産 原靖一／著 岩崎書店 2014 

26 事前学習に役立つみんなの修学旅行 京都 山田邦和／監修 小峰書店 2014 

27 事前学習に役立つみんなの修学旅行 京都 山田邦和／監修 小峰書店 2014 

28 事前学習に役立つみんなの修学旅行 奈良・大阪 山田邦和／監修 小峰書店 2014 

29 事前学習に役立つみんなの修学旅行 奈良・大阪 山田邦和／監修 小峰書店 2014 

30 世界に誇る日本の世界遺産 ４ 法隆寺／古都奈良 西村幸夫／監修 ポプラ社 2014 

31 世界に誇る日本の世界遺産 ５ 古都京都 西村幸夫／監修 ポプラ社 2014 

32 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，小池真理／絵・漫画 ＪＴＢパブリッシング 2011 

33 河合敦先生と行く歴史がよくわかる奈良の本 河合敦／監修・著，小池真理／絵・漫画 ＪＴＢパブリッシング 2011 

34 京都・奈良・大阪修学旅行まるわかりガイド ペンハウス／著 メイツ出版 2013 

35 人物や文化遺産で読み解く日本の歴史 ２ 聖徳太子・法隆寺・東大寺大仏 千葉昇／監修・指導 あかね書房 2010 

36 奈良がわかる絵事典 ＰＨＰ研究所／編 ＰＨＰ研究所 2006 

37 仏像がわかる絵事典 瓜生中／監修 ＰＨＰ研究所 2012 

38 仏像がわかる絵事典 瓜生中／監修 ＰＨＰ研究所 2012 

39 ならの大仏さま 加古里子／文・絵 ブッキング 2006 

40 知ってる？正倉院 
奈良国立博物館／監修， 
読売新聞社／編集 ミネルヴァ書房 2011 

 



 

名古屋市図書館 学習支援図書セット貸出 

｢職業｣ セット 図書リスト           2014年 7月 

  書 名 著者・訳者など 出版社 出版年 

1 仕事・職業（ポプラディア情報館）   渡辺三枝子／監修 ポプラ社 2007 

2 新１３歳のハローワーク 村上竜／著，はまのゆか／絵 幻冬舎 2010 

3 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 なりたい自分を見つける！仕事の図鑑 ２ 食べものとサービスに関わる仕事   〈仕事の図鑑〉編集委員会／編  あかね書房 2006 

5 なりたい自分を見つける！仕事の図鑑 ３ 自然と環境を調べて守る仕事     〈仕事の図鑑〉編集委員会／編 あかね書房 2006 

6 なりたい自分を見つける！仕事の図鑑 ４ スポーツを楽しみ広める仕事 〈仕事の図鑑〉編集委員会／編 あかね書房 2006 

7 なりたい自分を見つける！仕事の図鑑 ５ 日本の伝統文化をつなげる仕事 〈仕事の図鑑〉編集委員会／編 あかね書房 2006 

8 なりたい自分を見つける！仕事の図鑑 ６ 乗りものやコンピュータを扱う仕事 〈仕事の図鑑〉編集委員会／編 あかね書房 2007 

9 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 

10 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 

11 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 

12 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 

13 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 

14 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 

15 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 

16 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 

17 なりたい自分を見つける！仕事の図鑑 １５ オンリーワンの技術でかがやく仕事 〈仕事の図鑑〉編集委員会／編 あかね書房 2014 

18 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 

19 病院で働く人たち 浅野恵子／著 ぺりかん社 2009 

20 駅で働く人たち 浅野恵子／著 ぺりかん社 2010 

21 放送局で働く人たち 山中伊知郎／著 ぺりかん社 2010 

22 学校で働く人たち 松井大助／著 ぺりかん社 2010 

23 介護施設で働く人たち 松田尚之／著 ぺりかん社 2011 

24 美術館・博物館で働く人たち 鈴木一彦／著 ぺりかん社 2011 

25 ホテルで働く人たち 中村正人／著 ぺりかん社 2011 

26 消防署・警察署で働く人たち 山下久猛／著 ぺりかん社 2011 

27 スーパーマーケット・コンビニエンスストアで働く人たち 浅野恵子／著 ぺりかん社 2011 

28 レストランで働く人たち  戸田恭子／著 ぺりかん社 2012 

29 保育園・幼稚園で働く人たち 木村明子／著 ぺりかん社 2012 

30 港で働く人たち 大浦佳代／著 ぺりかん社 2013 

31 船で働く人たち 山下久猛／著 ぺりかん社 2013 

32 空港で働く人たち  中村正人／著 ぺりかん社 2013 

33 動物園・水族館で働く人たち 高岡昌江／著 ぺりかん社 2013 

34 スタジアム・ホール・シネマコンプレックスで働く人たち 山中伊知郎／著 ぺりかん社 2013 

35 仕事発見！ 生きること働くことを考える 毎日新聞社／著 毎日新聞社 2013 

36 仕事を選ぶ  先輩が語る働く現場６４ 朝日中学生ウイークリー編集部／編著 朝日学生新聞社 2014 

37 「働く」を考える 梅沢正／著 ぺりかん社 2003 

38 知っておきたい！働く時のルールと権利 籏智優子／著 ぺりかん社 2010 

39 今からはじめる！就職へのレッスン 杉山由美子／著 ぺりかん社 2011 

40 「大好き！」を見つけよう 中原一歩／著 講談社 2013 

 



 

名古屋市図書館 学習支援図書セット貸出 

｢防災｣ セット 図書リスト               2015年 7月 

  書 名 著者・訳者など 出版社 出版年 

1 ７２時間生きぬくための１０１の方法 子どものための防災ＢＯＯＫ 夏緑／著，たかおかゆみこ／絵 童心社 2012 

2 ７２時間生きぬくための１０１の方法 子どものための防災ＢＯＯＫ 夏緑／著，たかおかゆみこ／絵 童心社 2012 

3 ７２時間生きぬくための１０１の方法 子どものための防災ＢＯＯＫ 夏緑／著，たかおかゆみこ／絵 童心社 2012 

4 ７２時間生きぬくための１０１の方法 子どものための防災ＢＯＯＫ 夏緑／著，たかおかゆみこ／絵 童心社 2012 

5 ７２時間生きぬくための１０１の方法 子どものための防災ＢＯＯＫ 夏緑／著，たかおかゆみこ／絵 童心社 2012 

6 ７２時間生きぬくための１０１の方法 子どものための防災ＢＯＯＫ 夏緑／著，たかおかゆみこ／絵 童心社 2012 

7 ７２時間生きぬくための１０１の方法 子どものための防災ＢＯＯＫ 夏緑／著，たかおかゆみこ／絵 童心社 2012 

8 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，坂道なつ／イラスト 汐文社 2013 

9 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，坂道なつ／イラスト 汐文社 2013 

10 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，坂道なつ／イラスト 汐文社 2013 

11 ５８の用語でわかる！防災なるほど解説 上巻 
安全・安心な社会創造研究所／監修，災
害復興まちづくり支援機構／協力 フレーベル館 2011 

12 ５８の用語でわかる！防災なるほど解説 上巻 
安全・安心な社会創造研究所／監修，災
害復興まちづくり支援機構／協力 フレーベル館 2011 

13 ５８の用語でわかる！防災なるほど解説 上巻 
安全・安心な社会創造研究所／監修，災
害復興まちづくり支援機構／協力 フレーベル館 2011 

14 ５８の用語でわかる！防災なるほど解説 下巻 
安全・安心な社会創造研究所／監修，災
害復興まちづくり支援機構／協力 フレーベル館 2012 

15 ５８の用語でわかる！防災なるほど解説 下巻 
安全・安心な社会創造研究所／監修，災
害復興まちづくり支援機構／協力 フレーベル館 2012 

16 ５８の用語でわかる！防災なるほど解説 下巻 
安全・安心な社会創造研究所／監修，災
害復興まちづくり支援機構／協力 フレーベル館 2012 

17 災害・防災図鑑 ＣｅＭＩ環境・防災研究所／監修 文渓堂 2013 

18 災害・防災図鑑 ＣｅＭＩ環境・防災研究所／監修 文渓堂 2013 

19 災害・防災図鑑 ＣｅＭＩ環境・防災研究所／監修 文渓堂 2013 

20 災害・防災図鑑 ＣｅＭＩ環境・防災研究所／監修 文渓堂 2013 

21 みんなの防災事典 災害へのそなえから避難生活まで   山村武彦／監修 PHP研究所 2015 

22 みんなの防災事典 災害へのそなえから避難生活まで   山村武彦／監修 PHP研究所 2015 

23 みんなの防災事典 災害へのそなえから避難生活まで   山村武彦／監修 PHP研究所 2015 

24 みんなの防災事典 災害へのそなえから避難生活まで   山村武彦／監修 PHP研究所 2015 

25 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 

26 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 

27 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 

28 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 

29 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 

30 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 

31 ３．１１復興の取り組みから学ぶ未来を生き抜くチカラ １ 困難を乗り越える・人とつながる 
赤坂憲雄／監修，スマイルとうほくプロジェクト(福
島民報社・河北新報社・岩手日報社)／編集協力 日本図書センター 2015 

32 ３．１１復興の取り組みから学ぶ未来を生き抜くチカラ ２ 地域を愛する・自然と共に生きる 
赤坂憲雄／監修，スマイルとうほくプロジェクト(福
島民報社・河北新報社・岩手日報社)／編集協力 日本図書センター 2015 

33 ３．１１復興の取り組みから学ぶ未来を生き抜くチカラ ３ 防災を知る・日本の未来を考える 
赤坂憲雄／監修，スマイルとうほくプロジェクト(福
島民報社・河北新報社・岩手日報社)／編集協力 日本図書センター 2015 

34 知ろう！防ごう！自然災害 １ 地震・津波・火山噴火 増補改訂版 佐藤隆雄／監修 岩崎書店 2012 

35 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 

36 知ろう！防ごう！自然災害 ３ 世界の自然災害と取り組み 佐藤隆雄／監修 岩崎書店 2011 

37 ぼくらの津波てんでんこ 谷本雄治／著 フレーベル館 2012 

38 つなみてんでんこ はしれ、上へ！ 指田和／文，伊藤秀男／絵 ポプラ社 2013 

39 家族で学ぶ地震防災はじめの一歩 
大木聖子／著，溝口真幸／イラス
ト 東京堂出版 2014 

40 親子のための地震イツモノート 
地震イツモプロジェクト／編，寄藤
文平／絵 ポプラ社 2011 

 



 

名古屋市図書館 学習支援図書セット貸出 

｢宮沢賢治｣ セット 図書リスト             2016年 7月 

  書 名 著者・訳者など 出版社 出版年 

1 オツベルと象  （日本の童話名作選）  宮沢賢治／作，遠山繁年／絵 偕成社 1997 

2 オツベルと象  （日本の童話名作選）  宮沢賢治／作，遠山繁年／絵 偕成社 1997 

3 水仙月の四日  （日本の童話名作選） 宮沢賢治／作，伊勢英子／絵 偕成社 1995 

4 水仙月の四日  （日本の童話名作選） 宮沢賢治／作，伊勢英子／絵 偕成社 1995 

5 注文の多い料理店  （日本の童話名作選） 宮沢賢治／作，島田睦子／絵 偕成社 1984 

6 注文の多い料理店  （日本の童話名作選） 宮沢賢治／作，島田睦子／絵 偕成社 1984 

7 どんぐりと山猫  （日本の童話名作選） 宮沢賢治／作，高野玲子／絵 偕成社 1989 

8 どんぐりと山猫  （日本の童話名作選） 宮沢賢治／作，高野玲子／絵 偕成社 1989 

9 猫の事務所  （日本の童話名作選） 宮沢賢治／作，黒井健／絵 偕成社 1994 

10 猫の事務所  （日本の童話名作選） 宮沢賢治／作，黒井健／絵 偕成社 1994 

11 氷河ねずみの毛皮  （日本の童話名作選） 宮沢賢治／作，木内達朗／絵 偕成社 2008 

12 氷河ねずみの毛皮  （日本の童話名作選） 宮沢賢治／作，木内達朗／絵 偕成社 2008 

13 双子の星  （日本の童話名作選） 宮沢賢治／作，遠山繁年／絵 偕成社 1987 

14 双子の星  （日本の童話名作選） 宮沢賢治／作，遠山繁年／絵 偕成社 1987 

15 雪わたり  （福音館創作童話シリーズ） 宮沢賢治／著，堀内誠一／画 福音館書店 1969 

16 雪わたり  （福音館創作童話シリーズ） 宮沢賢治／著，堀内誠一／画 福音館書店 1969 

17 セロひきのゴーシュ  （福音館創作童話シリーズ） 宮沢賢治／作，茂田井武／絵 福音館書店 1966 

18 セロひきのゴーシュ  （福音館創作童話シリーズ） 宮沢賢治／作，茂田井武／絵 福音館書店 1966 

19 どんぐりと山ねこ  （宮沢賢治のおはなし １） 宮沢賢治／作，高畠純／絵 岩崎書店 2004 

20 注文の多い料理店  （宮沢賢治のおはなし ２） 宮沢賢治／作，和田誠／絵 岩崎書店 2004 

21 やまなし／いちょうの実  （宮沢賢治のおはなし ３） 宮沢賢治／作，川村みづえ／絵 岩崎書店 2004 

22 雪わたり  （宮沢賢治のおはなし ４） 宮沢賢治／作，とよたかずひこ／絵 岩崎書店 2004 

23 すいせん月の四日  （宮沢賢治のおはなし ５） 宮沢賢治／作，堀川理万子／絵 岩崎書店 2005 

24 虔十公園林／ざしきぼっこのはなし （宮沢賢治のおはなし ６） 宮沢賢治／作，はたこうしろう／絵 岩崎書店 2005 

25 ふたごの星  （宮沢賢治のおはなし ７） 宮沢賢治／作，あきやまただし／絵 岩崎書店 2005 

26 よだかの星  （宮沢賢治のおはなし ８） 宮沢賢治／作，村上康成／絵 岩崎書店 2005 

27 セロひきのゴーシュ  （宮沢賢治のおはなし ９） 宮沢賢治／作，ささめやゆき／絵 岩崎書店 2005 

28 オツベルと象  （宮沢賢治のおはなし １０） 宮沢賢治／作，長谷川義史／絵 岩崎書店 2005 

29 注文の多い料理店  （講談社青い鳥文庫 宮沢賢治童話集 １） 宮沢賢治／作，太田大八／絵 講談社 2008 

30 注文の多い料理店  （講談社青い鳥文庫 宮沢賢治童話集 １） 宮沢賢治／作，太田大八／絵 講談社 2008 

31 風の又三郎  （講談社青い鳥文庫 宮沢賢治童話集 ２） 宮沢賢治／作，太田大八／絵 講談社 2008 

32 風の又三郎  （講談社青い鳥文庫 宮沢賢治童話集 ２） 宮沢賢治／作，太田大八／絵 講談社 2008 

33 銀河鉄道の夜  （講談社青い鳥文庫 宮沢賢治童話集 ３） 宮沢賢治／作，太田大八／絵 講談社 2009 

34 銀河鉄道の夜  （講談社青い鳥文庫 宮沢賢治童話集 ３） 宮沢賢治／作，太田大八／絵 講談社 2009 

35 セロひきのゴーシュ  （講談社青い鳥文庫 宮沢賢治童話集 ４） 宮沢賢治／作，太田大八／絵 講談社 2009 

36 セロひきのゴーシュ  （講談社青い鳥文庫 宮沢賢治童話集 ４） 宮沢賢治／作，太田大八／絵 講談社 2009 

37 銀河鉄道の夜  （２１世紀版少年少女日本文学館 ８） 宮沢賢治／著 講談社 2009 

38 銀河鉄道の夜  （２１世紀版少年少女日本文学館 ８） 宮沢賢治／著 講談社 2009 

39 宮沢賢治  （ポプラポケット文庫） 西本鶏介／文 ポプラ社 2009 

40 宮沢賢治  （ポプラポケット文庫） 西本鶏介／文 ポプラ社 2009 

 



 

名古屋市図書館 学習支援図書セット貸出 

｢新美南吉｣ セット 図書リスト             2016年 7月 

  書 名 著者・訳者など 出版社 出版年 

1 新美南吉童話選集 １ 新美南吉／作，黒井健／絵 ポプラ社 2013 

2 新美南吉童話選集 １ 新美南吉／作，黒井健／絵 ポプラ社 2013 

3 新美南吉童話選集 ２ 新美南吉／作，牧野千穂／絵 ポプラ社 2013 

4 新美南吉童話選集 ２ 新美南吉／作，牧野千穂／絵 ポプラ社 2013 

5 新美南吉童話選集 ３ 新美南吉／作，武田美穂／絵 ポプラ社 2013 

6 新美南吉童話選集 ３ 新美南吉／作，武田美穂／絵 ポプラ社 2013 

7 新美南吉童話選集 ４ 新美南吉／作，高橋和枝／絵 ポプラ社 2013 

8 新美南吉童話選集 ４ 新美南吉／作，高橋和枝／絵 ポプラ社 2013 

9 新美南吉童話選集 ５ 新美南吉／作，ささめやゆき／絵 ポプラ社 2013 

10 新美南吉童話選集 ５ 新美南吉／作，ささめやゆき／絵 ポプラ社 2013 

11 赤いろうそく  （新美南吉童話傑作選） 新美南吉／作，太田大八／絵 小峰書店 2004 

12 赤いろうそく  （新美南吉童話傑作選） 新美南吉／作，太田大八／絵 小峰書店 2004 

13 がちょうのたんじょうび  （新美南吉童話傑作選） 新美南吉／作，渡辺洋二／絵 小峰書店 2004 

14 がちょうのたんじょうび  （新美南吉童話傑作選） 新美南吉／作，渡辺洋二／絵 小峰書店 2004 

15 子どものすきな神さま  （新美南吉童話傑作選） 新美南吉／作，二俣英五郎／絵 小峰書店 2004 

16 子どものすきな神さま  （新美南吉童話傑作選） 新美南吉／作，二俣英五郎／絵 小峰書店 2004 

17 おじいさんのランプ  （新美南吉童話傑作選） 新美南吉／作，篠崎三朗／絵 小峰書店 2004 

18 おじいさんのランプ  （新美南吉童話傑作選） 新美南吉／作，篠崎三朗／絵 小峰書店 2004 

19 ごん狐  （新美南吉童話傑作選） 新美南吉／作，石倉欣二／絵 小峰書店 2004 

20 ごん狐  （新美南吉童話傑作選） 新美南吉／作，石倉欣二／絵 小峰書店 2004 

21 花をうめる  （新美南吉童話傑作選） 新美南吉／作，杉浦範茂／絵 小峰書店 2004 

22 花をうめる  （新美南吉童話傑作選） 新美南吉／作，杉浦範茂／絵 小峰書店 2004 

23 花のき村と盗人たち  （新美南吉童話傑作選） 新美南吉／作，長野ヒデ子／絵 小峰書店 2004 

24 花のき村と盗人たち  （新美南吉童話傑作選） 新美南吉／作，長野ヒデ子／絵 小峰書店 2004 

25 狐  （日本の童話名作選） 新美南吉／作，長野ヒデ子／絵 偕成社 1999 

26 狐  （日本の童話名作選） 新美南吉／作，長野ヒデ子／絵 偕成社 1999 

27 手ぶくろを買いに  （日本の童話名作選） 新美南吉／作，黒井健／絵 偕成社 1988 

28 手ぶくろを買いに  （日本の童話名作選） 新美南吉／作，黒井健／絵 偕成社 1988 

29 のら犬  （絵本・新美南吉の世界） 新美南吉／作，鶴田陽子／絵 大日本図書 2005 

30 のら犬  （絵本・新美南吉の世界） 新美南吉／作，鶴田陽子／絵 大日本図書 2005 

31 かにのしょうばい  （ひまわりえほんシリーズ） 新美南吉／作，山口マオ／絵 鈴木出版 2012 

32 かにのしょうばい  （ひまわりえほんシリーズ） 新美南吉／作，山口マオ／絵 鈴木出版 2012 

33 ごんぎつね  （講談社の名作絵本） 新美南吉／作，柿本幸造／絵 講談社 2013 

34 ごんぎつね  （講談社の名作絵本） 新美南吉／作，柿本幸造／絵 講談社 2013 

35 あかいろうそく  （フレーベル館復刊絵本セレクション） 新美南吉／作，鈴木寿雄／絵 フレーベル館 2013 

36 あかいろうそく  （フレーベル館復刊絵本セレクション） 新美南吉／作，鈴木寿雄／絵 フレーベル館 2013 

37 でんでんむしのかなしみ 新美南吉／作，かみやしん／絵 大日本図書 1999 

38 でんでんむしのかなしみ 新美南吉／作，かみやしん／絵 大日本図書 1999 

39 新美南吉ものがたり 楠木しげお／著 銀の鈴社 2013 

40 『ごんぎつね』にともす心の灯 愛知県小中学校長会／編集 愛知県教育振興会 2003 

 



 

名古屋市図書館 学習支援図書セット貸出 

｢むかしのおはなし｣ セット 図書リスト       2016年 7月 

  書 名 著者・訳者など 出版社 出版年 

1 いっすんぼうし いしいももこ／ぶん，あきのふく／え 福音館書店 1965 

2 うらしまたろう 時田史郎／再話，秋野不矩／画 福音館書店 1974 

3 おむすびころりん 与田準一／ぶん，わたなべさぶろう／え 偕成社 1967 

4 かぐやひめ 岩崎京子／文，長野ヒデ子／画 教育画劇 1998 

5 かさじぞう 瀬田貞二／再話，赤羽末吉／画 福音館書店 1967 

6 かちかちやま おざわとしお／再話，赤羽末吉／画 福音館書店 1988 

7 かにむかし 木下順二／文，清水崑／絵 岩波書店 1976 

8 ききみみずきん いわさききょうこ／ぶん，わかなけい／え ポプラ社 1967 

9 きんたろう さねとうあきら／文，田島征三／画 教育画劇 1996 

10 三ねんねたろう 大川悦生／文，わたなべさぶろう／え ポプラ社 1967 

11 したきりすずめ 石井桃子／再話，赤羽末吉／画 福音館書店 1982 

12 ちからたろう いまえよしとも／文，たしませいぞう／絵 ポプラ社 1967 

13 つるにょうぼう 神沢利子／文，いぐちぶんしゅう／え ポプラ社 1967 

14 ねずみのすもう 大川悦生／作，梅田俊作／絵 ポプラ社 1977 

15 ねずみのよめいり 岩崎京子／文，二俣英五郎／画 教育画劇 1996 

16 はなさかじい 吉沢和夫／ぶん，桜井誠／え ポプラ社 1981 

17 ぶんぶくちゃがま 富安陽子／文，植垣歩子／絵 小学館 2010 

18 ももたろう 松居直／文，赤羽末吉／画 福音館書店 1965 

19 ゆきおんな 松谷みよ子／ぶん，朝倉摂／え ポプラ社 1969 

20 わらしべちょうじゃ 
さいごうたけひこ／ぶん，さとうちゅうりょ
う／え ポプラ社 1968 

21 赤ずきん 
グリム／［原作］，グリム／［原作］，バー
ナディット・ワッツ／絵，生野幸吉／訳 岩波書店 1978 

22 あかてぬぐいのおくさんと７にんのなかま イヨンギョン／ぶん・え，かみやにじ／やく 福音館書店 1999 

23 イソップのおはなし 
イソップ／［原作］，小出正吾／ぶん，三
好碩也／え のら書店 2010 

24 うさぎのみみはなぜながい 北川民次／ぶん・え 福音館書店 1962 

25 王さまと九人のきょうだい 君島久子／訳，赤羽末吉／絵 岩波書店 1969 

26 おおかみと七ひきのこやぎ 
グリム／［著］，グリム／［著］，フェリクス・
ホフマン／え，せたていじ／やく 福音館書店 1986 

27 ガラスめだまときんのつののヤギ 田中かな子／訳，スズキコージ／画 福音館書店 1988 

28 金のがちょうのほん 
レズリー・ブルック／文・画，瀬田貞二，
松瀬七織／訳 福音館書店 1980 

29 三びきのやぎのがらがらどん 
マーシャ・ブラウン／え，せたていじ／や
く 福音館書店 1965 

30 ジャックとまめの木 森山京／文，村上勉／絵 小学館 2007 

31 しらゆきひめ 
グリム兄弟／［原作］，グリム兄弟／［原
作］，矢川澄子／再話，こみねゆら／絵 教育画劇 2001 

32 シンデレラ 
バーバラ・マクリントック／再話・絵，シャ
ルル・ペロー／原作，福本友美子／訳 岩波書店 2015 

33 たなばたものがたり 舟崎克彦／文，二俣英五郎／絵 教育画劇 2001 

34 てぶくろ 
エウゲーニー・Ｍ．ラチョフ／え，うちだり
さこ／やく 福音館書店 1965 

35 ねむりひめ 
グリム／［原作］，グリム／［原作］，フェリ
クス・ホフマン／え，せたていじ／やく 福音館書店 1963 

36 はだかの王さま 
アンデルセン／作，バージニア・リー・バ
ートン／絵，乾侑美子／訳 岩波書店 2004 

37 パンのかけらとちいさなあくま 内田莉莎子／再話，堀内誠一／画 福音館書店 1992 

38 ふしぎなボジャビのき 
ダイアン・ホフマイアー／再話，ピート・フ
ロブラー／絵，さくまゆみこ／訳 光村教育図書 2013 

39 ブレーメンのおんがくたい 
グリム／［原作］，グリム／［原作］，ハン
ス・フィッシャー／え，せたていじ／やく 福音館書店 1964 

40 ヘンゼルとグレーテルのおはなし 
グリム／原作，バーナデット・ワッツ／文・
絵，福本友美子／訳 
 

ＢＬ出版 2006 

 



 

名古屋市図書館 学習支援図書セット貸出 

｢米づくり｣ セット 図書リスト               2017年 7月 

  書 名 著者・訳者など 出版社 出版年 

1 調べて育てて食べよう！米なんでも図鑑 １ 米を調べてみよう！ 松本美和／文 金の星社 2015 

2 調べて育てて食べよう！米なんでも図鑑 ２ イネを育ててみよう！ 永山多恵子／文 金の星社 2015 

3 調べて育てて食べよう！米なんでも図鑑 ３ 米を食べてみよう！ 松本美和／文 金の星社 2015 

4 よくわかる米の事典 １ 米を育てる 

 

稲垣栄洋／監修，谷本雄治／指導 小峰書店 2016 

5 よくわかる米の事典 ２ 米を食べる    稲垣栄洋／監修，谷本雄治／指導 小峰書店 2016 

6 よくわかる米の事典 ３ 米づくりの歴史 稲垣栄洋／監修，谷本雄治／指導 小峰書店 2016 

7 よくわかる米の事典 ４ 米の生産・流通・消費 稲垣栄洋／監修，谷本雄治／指導 小峰書店 2016 

8 よくわかる米の事典 ５ お米博士になろう    稲垣栄洋／監修，谷本雄治／指導 小峰書店 2016 

9 大研究お米の図鑑 

 

本林隆／監修，国土社編集部／編集 国土社 2016 

10 大研究お米の図鑑 本林隆／監修，国土社編集部／編集 国土社 2016 

11 大研究お米の図鑑 本林隆／監修，国土社編集部／編集 国土社 2016 

12 大研究お米の図鑑 本林隆／監修，国土社編集部／編集 国土社 2016 

13 大研究お米の図鑑 本林隆／監修，国土社編集部／編集 国土社 2016 

14 大研究お米の図鑑 本林隆／監修，国土社編集部／編集 国土社 2016 

15 大研究お米の図鑑 本林隆／監修，国土社編集部／編集 国土社 2016 

16 日本の米づくり １ お米って、なんだろう？ 根本博／著 岩崎書店 2015 

17 日本の米づくり ２ 日本各地の米づくり 根本博／編著 岩崎書店 2015 

18 日本の米づくり ３ イネ・米・田んぼの歴史 常松浩史／著，根本博／監修 岩崎書店 2015 

19 日本の米づくり ４ お米の研究最前線 根本博／編著 岩崎書店 2015 

20 データと地図で見る日本の産業 １ 農業①米づくり 

 

石谷孝佑／監修 ポプラ社 2014 

 21 データと地図で見る日本の産業 １ 農業①米づくり 石谷孝佑／監修 ポプラ社 2014 

 22 シリーズはたらく農業機械 ２ 田植機 器用な爪できれいにスイスイ 高井宗宏／監修，こどもくらぶ／編 農山漁村文化協会 2012 

23 シリーズはたらく農業機械 ５ コンバイン 刈取り・脱穀・選別をいっきに 高井宗宏／監修，こどもくらぶ／編 農山漁村文化協会 2012 

24 日本の農業 ２ 米をそだてる    

 

荒木均／監修，渡辺好昭／監修 岩崎書店 2010 

25 米（ポプラディア情報館） 石谷孝佑／監修 ポプラ社 2006 

26 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）  

いっすんぼうし 

石谷孝佑／監修 ポプラ社 2013 

1965 27 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）  

鑑）  

いっすんぼうし 

石谷孝佑／監修 ポプラ社 2013 

1965 28 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）  

いっすんぼうし 

石谷孝佑／監修 ポプラ社 2013 

1965 29 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）  

鑑）  

いっすんぼうし 

石谷孝佑／監修 ポプラ社 2013 

1965 30 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）  

鑑）  

いっすんぼうし 

石谷孝佑／監修 ポプラ社 2013 

1965 31 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）  

いっすんぼうし 

石谷孝佑／監修 ポプラ社 2013 

1965 32 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）  

鑑）  

いっすんぼうし 

石谷孝佑／監修 ポプラ社 2013 

1965 33 ぜんぶわかる！イネ（しぜんのひみつ写真館 ６） 内山りゅう／著，根本博／監修 ポプラ社 2016 

34 イネの絵本（そだててあそぼう ６） やまもとたかかず／へん，もとくにこ／え 農山漁村文化協会 1998 

35 赤米・黒米の絵本（そだててあそぼう ９１）  いたにとみお／へん，スギワカユウコ／え 農山漁村文化協会 2010 

36 農家になろう ３ イネとともに 農文協／編，倉持正実／写真 農山漁村文化協会 2012 

37 稲と日本人 甲斐信枝／さく，佐藤洋一郎／監修 福音館書店 2015 

38 米（日本のもと） 服部幸応／監修 講談社 2011 

39 イネ・米（地球を救う！植物）  津幡道夫／著 大日本図書 2013 

40 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，農文協／編 農山漁村文化協会 2014 

 



 

名古屋市図書館 学習支援図書セット貸出 

｢消防・警察｣ セット 図書リスト             2017年 7月 

  書 名 著者・訳者など 出版社 出版年 

1 
現場で働く人たち 現場写真がいっぱい１ 事故現場 警察官／救急隊／山岳
救助隊／海上保安官／フライトドクターほか こどもくらぶ／編・著 あすなろ書房 2015 

2 
現場で働く人たち現場写真がいっぱい ２ 災害現場 消防官／特別高度救助
隊／機動救助隊／航空隊／ＤＭＡＴ／ＤＰＡＴほか こどもくらぶ／編・著 あすなろ書房 2015 

3 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 よくわかる警察 しくみは？どんな仕事をしているの？ 倉科孝靖／監修 ＰＨＰ研究所 2016 

5 よくわかる警察 しくみは？どんな仕事をしているの？ 倉科孝靖／監修 ＰＨＰ研究所 

 

2016 

6 よくわかる警察 しくみは？どんな仕事をしているの？ 倉科孝靖／監修 ＰＨＰ研究所 2016 

7 よくわかる警察 しくみは？どんな仕事をしているの？ 倉科孝靖／監修 ＰＨＰ研究所 2016 

8 よくわかる警察 しくみは？どんな仕事をしているの？ 倉科孝靖／監修 ＰＨＰ研究所 2016 

9 よくわかる警察 しくみは？どんな仕事をしているの？ 倉科孝靖／監修 ＰＨＰ研究所 2016 

10 よくわかる警察 しくみは？どんな仕事をしているの？ 倉科孝靖／監修 ＰＨＰ研究所 2016 

11 まちの施設たんけん ５ 消防署 
林義人／文，坂井秀司／監修，菊池東
太／写真 小峰書店 2004 

12 まちの施設たんけん ６ 警察署 
林義人／文，警察政策研究センター／監
修，菊池東太／写真 小峰書店 2004 

13 まちのしごとば大研究 ５ 消防署 まちのしごとば取材班／編 岩崎書店 2016 

14 なりたい！知りたい！調べたい！人命救助のプロ １ 消防のレスキュー隊 こどもくらぶ／編・著 岩崎書店 2013 

15 安全を守る仕事 写真とイラストでよくわかる！ １ 消防  国土社編集部／編 国土社 2009 

16 安全を守る仕事 写真とイラストでよくわかる！ １ 消防  国土社編集部／編 国土社 2009 

17 安全を守る仕事 写真とイラストでよくわかる！ １ 消防  国土社編集部／編 国土社 2009 

18 安全を守る仕事 写真とイラストでよくわかる！ ２ 警察 国土社編集部／編 国土社 2010 

19 安全を守る仕事 写真とイラストでよくわかる！ ２ 警察 国土社編集部／編 国土社 2010 

20 安全を守る仕事 写真とイラストでよくわかる！ ２ 警察 国土社編集部／編 国土社 2010 

21 仕事場がよくわかる！社会科見学 ４ 消防署 ― ポプラ社 2013 

22 仕事場がよくわかる！社会科見学 ４ 消防署 ― ポプラ社 2013 

23 仕事場がよくわかる！社会科見学 ４ 消防署 ― ポプラ社 2013 

24 仕事場がよくわかる！社会科見学 ４ 消防署 ― ポプラ社 2013 

25 仕事場がよくわかる！社会科見学 ４ 消防署 ― ポプラ社 2013 

26 仕事場がよくわかる！社会科見学 ４ 消防署 ― ポプラ社 2013 

27 仕事場がよくわかる！社会科見学 ４ 消防署 ― ポプラ社 2013 

28 仕事場がよくわかる！社会科見学 ５ 警察署 ― ポプラ社 2013 

29 仕事場がよくわかる！社会科見学 ５ 警察署 ― ポプラ社 2013 

30 仕事場がよくわかる！社会科見学 ５ 警察署 ― ポプラ社 2013 

31 仕事場がよくわかる！社会科見学 ５ 警察署 ― ポプラ社 2013 

32 仕事場がよくわかる！社会科見学 ５ 警察署 ― ポプラ社 2013 

33 仕事場がよくわかる！社会科見学 ５ 警察署 ― ポプラ社 2013 

34 仕事場がよくわかる！社会科見学 ５ 警察署 ― ポプラ社 2013 

35 人びとをまもるのりもののしくみ １ 消防車 こどもくらぶ／編 ほるぷ出版 2011 

36 人びとをまもるのりもののしくみ ２ レスキュー車 こどもくらぶ／編 ほるぷ出版 2011 

37 人びとをまもるのりもののしくみ ３ 救急車 こどもくらぶ／編 ほるぷ出版 2011 

38 しょうぼう車（くらべてみよう！はたらくじどう車 １） 市瀬義雄／監修・写真 金の星社 2011 

39 パトロールカー・きゅうきゅう車（くらべてみよう！はたらくじどう車 ２） 市瀬義雄／監修・写真 金の星社 2011 

40 アツイぜ！消防官 （おしごと図鑑６） くさばよしみ／著，どいまき／画 フレーベル館 2004 

 



 

名古屋市図書館 学習支援図書セット貸出 

｢三英傑｣ セット 図書リスト                 2017年 7月 

  書 名 著者・訳者など 出版社 出版年 

1 人物や文化遺産で読み解く日本の歴史 ４ 織田信長・金閣・能楽 千葉昇／監修・指導 あかね書房 2010 

2 人物や文化遺産で読み解く日本の歴史 ４ 織田信長・金閣・能楽 千葉昇／監修・指導 あかね書房 2010 

3 人物や文化遺産で読み解く日本の歴史 ５ 徳川家康・鎖国・浮世絵 千葉昇／監修・指導 あかね書房 2010 

4 人物や文化遺産で読み解く日本の歴史 ５ 徳川家康・鎖国・浮世絵 千葉昇／監修・指導 あかね書房 2010 

5 歴史の流れがわかる時代別新・日本の歴史 ６ 安土桃山時代 大石学／監修 学研教育出版 2010 

6 歴史の流れがわかる時代別新・日本の歴史 ６ 安土桃山時代 大石学／監修 学研教育出版 2010 

7 歴史の流れがわかる時代別新・日本の歴史 ６ 安土桃山時代 大石学／監修 学研教育出版 2010 

8 歴史の流れがわかる時代別新・日本の歴史 ７ 江戸時代（前期） 大石学／監修 学研教育出版 2010 

9 歴史の流れがわかる時代別新・日本の歴史 ７ 江戸時代（前期） 大石学／監修 学研教育出版 2010 

10 歴史の流れがわかる時代別新・日本の歴史 ７ 江戸時代（前期） 大石学／監修 学研教育出版 2010 

11 日本の遺跡と遺産 ５ 城と城跡 新谷桂／著 岩崎書店 2009 

12 
人物なぞとき日本の歴史 ４ 戦国・安土桃山・江戸時代前期 ザビエル・織田
信長・豊臣秀吉 徳川家康・徳川家光・近松門左衛門など 高野尚好／監修 小峰書店 2008 

13 徹底大研究日本の歴史人物シリーズ ５ 織田信長 

天下統一を夢見た信長の人とその生きた時代をさぐる  

河野美智子・吉田忠正／文，谷口克広／監修，斉藤克己／イ

ラスト，吉田忠正・高麗嘉子・吉住まり子／編集 ポプラ社 2003 

14 徹底大研究日本の歴史人物シリーズ ５ 織田信長 

天下統一を夢見た信長の人とその生きた時代をさぐる  

河野美智子・吉田忠正／文，谷口克広／監修，斉藤克己／イ

ラスト，吉田忠正・高麗嘉子・吉住まり子／編集 ポプラ社 2003 

15 徹底大研究日本の歴史人物シリーズ ５ 織田信長 

天下統一を夢見た信長の人とその生きた時代をさぐる  

河野美智子・吉田忠正／文，谷口克広／監修，斉藤克己／イ

ラスト，吉田忠正・高麗嘉子・吉住まり子／編集 ポプラ社 2003 

16 徹底大研究日本の歴史人物シリーズ ５ 織田信長 

天下統一を夢見た信長の人とその生きた時代をさぐる  

河野美智子・吉田忠正／文，谷口克広／監修，斉藤克己／イ

ラスト，吉田忠正・高麗嘉子・吉住まり子／編集 ポプラ社 2003 

17 徹底大研究日本の歴史人物シリーズ ５ 織田信長 

天下統一を夢見た信長の人とその生きた時代をさぐる  

河野美智子・吉田忠正／文，谷口克広／監修，斉藤克己／イ

ラスト，吉田忠正・高麗嘉子・吉住まり子／編集 ポプラ社 2003 

18 徹底大研究日本の歴史人物シリーズ ５ 織田信長 

天下統一を夢見た信長の人とその生きた時代をさぐる  

河野美智子・吉田忠正／文，谷口克広／監修，斉藤克己／イ

ラスト，吉田忠正・高麗嘉子・吉住まり子／編集 ポプラ社 2003 

19 徹底大研究日本の歴史人物シリーズ ５ 織田信長 

天下統一を夢見た信長の人とその生きた時代をさぐる  

河野美智子・吉田忠正／文，谷口克広／監修，斉藤克己／イ

ラスト，吉田忠正・高麗嘉子・吉住まり子／編集 ポプラ社 2003 

20 徹底大研究日本の歴史人物シリーズ １１ 豊臣秀吉  
渡辺一夫／文，谷口克広／監修，斉藤かつみ・青江隆一郎／

イラスト，吉住まり子・渡辺一夫／編集 ポプラ社 2004 

21 徹底大研究日本の歴史人物シリーズ １１ 豊臣秀吉  
渡辺一夫／文，谷口克広／監修，斉藤かつみ・青江隆一郎／

イラスト，吉住まり子・渡辺一夫／編集 ポプラ社 2004 

22 徹底大研究日本の歴史人物シリーズ １１ 豊臣秀吉  
渡辺一夫／文，谷口克広／監修，斉藤かつみ・青江隆一郎／

イラスト，吉住まり子・渡辺一夫／編集 ポプラ社 2004 

23 徹底大研究日本の歴史人物シリーズ １１ 豊臣秀吉  
渡辺一夫／文，谷口克広／監修，斉藤かつみ・青江隆一郎／

イラスト，吉住まり子・渡辺一夫／編集 ポプラ社 2004 

24 徹底大研究日本の歴史人物シリーズ １１ 豊臣秀吉  
渡辺一夫／文，谷口克広／監修，斉藤かつみ・青江隆一郎／

イラスト，吉住まり子・渡辺一夫／編集 ポプラ社 2004 

25 徹底大研究日本の歴史人物シリーズ １１ 豊臣秀吉  
渡辺一夫／文，谷口克広／監修，斉藤かつみ・青江隆一郎／

イラスト，吉住まり子・渡辺一夫／編集 ポプラ社 2004 

26 徹底大研究日本の歴史人物シリーズ １１ 豊臣秀吉  
渡辺一夫／文，谷口克広／監修，斉藤かつみ・青江隆一郎／

イラスト，吉住まり子・渡辺一夫／編集 ポプラ社 2004 

27 徹底大研究日本の歴史人物シリーズ １２ 徳川家康  
吉田忠正／文，谷口克広／監修，斉藤かつみ／イラスト，オフ

ィス・ゆう・吉住まり子／編集 ポプラ社 2004 

28 徹底大研究日本の歴史人物シリーズ １２ 徳川家康  
吉田忠正／文，谷口克広／監修，斉藤かつみ／イラスト，オフ

ィス・ゆう・吉住まり子／編集 ポプラ社 2004 

29 徹底大研究日本の歴史人物シリーズ １２ 徳川家康  
吉田忠正／文，谷口克広／監修，斉藤かつみ／イラスト，オフ

ィス・ゆう・吉住まり子／編集 ポプラ社 2004 

30 徹底大研究日本の歴史人物シリーズ １２ 徳川家康  
吉田忠正／文，谷口克広／監修，斉藤かつみ／イラスト，オフ

ィス・ゆう・吉住まり子／編集 ポプラ社 2004 

31 徹底大研究日本の歴史人物シリーズ １２ 徳川家康  
吉田忠正／文，谷口克広／監修，斉藤かつみ／イラスト，オフ

ィス・ゆう・吉住まり子／編集 ポプラ社 2004 

32 徹底大研究日本の歴史人物シリーズ １２ 徳川家康  
吉田忠正／文，谷口克広／監修，斉藤かつみ／イラスト，オフ

ィス・ゆう・吉住まり子／編集 ポプラ社 2004 

33 徹底大研究日本の歴史人物シリーズ １２ 徳川家康  
吉田忠正／文，谷口克広／監修，斉藤かつみ／イラスト，オフ

ィス・ゆう・吉住まり子／編集 ポプラ社 2004 

34 ビジュアル戦国１０００人  ― 世界文化社 2009 

35 大坂城 天下一の名城（日本人はどのように建造物をつくってきたか） 宮上茂隆／著，穂積和夫／イラストレーション 草思社 2014 

36 江戸の町 上 巨大都市の誕生（日本人はどのように建造物をつくってきたか） 内藤昌／著，穂積和夫／イラストレーション 草思社 2010 

37 読む日本の歴史 日本をつくった人びとと文化遺産 ５ 戦国の世と統一への動き 古川清行／著 あすなろ書房 2009 

38 織田信長（おもしろくてやくにたつ子どもの伝記 ２０） 吉本直志郎／文 ポプラ社 1999 

39 豊臣秀吉（おもしろくてやくにたつ子どもの伝記 ３） 吉本直志郎／文 ポプラ社 1998 

40 徳川家康（おもしろくてやくにたつ子どもの伝記 １７） 西本鶏介／文 ポプラ社 1999 

 



 

名古屋市図書館 学習支援図書セット貸出 

｢戦争読み物中学年｣ セット 図書リスト       2017年 7月 

  書 名 著者・訳者など 出版社 出版年 

1 絵本 よっちゃんのビー玉 児玉辰春／ぶん，北島新平／え 

 

新日本出版社 

 

1996 

 2 えんぴつびな 

 

長崎源之助／作，長谷川知子／絵 

 

 

金の星社 1984 

3 絵本おこりじぞう 
山口勇子／原作，沼田曜一／語り，四国
五郎／絵 金の星社 1979 

4 タケノコごはん 大島渚／文，伊藤秀男／絵 ポプラ社 2015 

5 ひろしまのピカ 丸木俊／え・文 小峰書店 1980 

6 せんそう  昭和２０年３月１０日東京大空襲のこと 塚本千恵子／文，塚本やすし／絵 東京書籍 2014 

7 かわいそうなぞう つちやゆきお／ぶん，たけべもといちろう／え 金の星社 1970 

8 ８月６日のこと 中川ひろたか／文，長谷川義史／絵 ハモニカブック

ス 

2011 

9 おとなになれなかった弟たちに… 米倉斉加年／作 偕成社 1983 

10 さくら 田畑精一／作 童心社 2013 

11 ひろしまのエノキ 

 

長崎源之助／作，二俣英五郎／絵 童心社 1988 

12 はこちゃんのおひなさま 丸田かね子／文，牧野鈴子／絵 銀の鈴社 2010 

13 ちいちゃんのかげおくり あまんきみこ／作，上野紀子／絵 あかね書房 1983 

14 いわたくんちのおばあちゃん 天野夏美／作，はまのゆか／絵 主婦の友社 2006 

15 かあさんのうた 大野允子／文，山中冬児／絵 ポプラ社 1977 

16 ぞうれっしゃがやってきた 小出隆司／作，箕田源二郎／絵 岩崎書店 1983 

17 すみれ島 今西祐行／文，松永禎郎／絵 偕成社 1991 

18 まちんと 松谷みよ子／文，司修／絵 偕成社 1983 

19 よしこがもえた たかとう匡子／作，たじまゆきひこ／作 新日本出版社 2012 

20 絵本 東京大空襲  お父さんのカレンダー  早乙女勝元／作，おのざわ・さんいち／絵 理論社 1978 

21 八月がくるたびに おおえひで／作，篠原勝之／絵 理論社 2001 

22 かよこ桜 山本典人／さく，井口文秀／え 新日本出版社 1983 

23 対馬丸  さようなら沖縄  大城立裕／原作，理論社編集部／構成・文 理論社 1999 

24 まっ黒なおべんとう 児玉辰春／作 新日本出版社 1989 

25 戦争と平和のものがたり １ ちいちゃんのかげおくり    西本鶏介／編，武田美穂／絵 ポプラ社 2015 

26 戦争と平和のものがたり ２ 一つの花 西本鶏介／編，狩野富貴子／絵 ポプラ社 2015 

27 戦争と平和のものがたり ３ おはじきの木 西本鶏介／編，黒井健／絵 ポプラ社 2015 

28 戦争と平和のものがたり ４ ヒロシマの歌 西本鶏介／編，篠崎三朗／絵 ポプラ社 2015 

29 戦争と平和のものがたり ５ やわらかい手 西本鶏介／編，スズキコージ／絵 ポプラ社 2015 

30 マヤの一生 （椋鳩十名作選 ７） 椋鳩十／著，小泉澄夫／画 理論社 2014 

31 ミサコの被爆ピアノ 松谷みよ子／文，木内達朗／絵 講談社 2007 

32 パオズになったおひなさま 佐和みずえ／著，宮尾和孝／絵 くもん出版 2014 

33 ピカドン ―だれも知らなかった子どもたちの原爆体験記― 講談社／編 講談社 2003 

34 おかあさんの木 （ポプラポケット文庫）  大川悦生／作，箕田源二郎／絵 ポプラ社 2005 

35 一つの花 ヒロシマの歌 （集英社みらい文庫） 今西祐行／作，森川泉／本文イラスト 集英社 2015 

36 ヒロシマの風  伝えたい、原爆のこと （角川つばさ文庫） 
吉永小百合／編，男鹿和雄／カバー絵
挿絵，ＹＵＭＥ／挿絵 KADOKAWA 2014 

37 はらっぱ  戦争・大空襲・戦後…いま 西村繁男／画，神戸光男／構成文 童心社 1997 

38 ななしのごんべさん 田島征彦／作，吉村敬子／作 童心社 2003 

39 おきなわ島のこえ  ヌチドゥタカラ（いのちこそたから） 丸木俊，丸木位里／文・絵 小峰書店 1984 

40 おりづるの旅  さだこの祈りをのせて うみのしほ／作，狩野富貴子／絵 ＰＨＰ研究所 2003 
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  書 名 著者・訳者など 出版社 出版年 

1 被爆者 ６０年目のことば 会田法行／写真・文 ポプラ社 2005 

2 猫は生きている 早乙女勝元／作，田島征三／画 

 

理論社 1973 

3 原爆の火 岩崎京子／文，毛利まさみち／絵 

 

新日本出版社 2000 

4 ゆみ子とつばめのおはか 今西祐行／著，遠藤てるよ／え 

 

偕成社 1980 

5 わたしたちの戦争体験 １ 戦場 田代脩／監修，日本児童文芸家協会／著 

 

学研プラス 2010 

6 わたしたちの戦争体験 ２ 家族 田代脩／監修，日本児童文芸家協会／著 学研プラス 2010 

7 わたしたちの戦争体験 ３ 学校・遊び 田代脩／監修，日本児童文芸家協会／著 

 

学研プラス 2010 

8 わたしたちの戦争体験 ４ 疎開 田代脩／監修，日本児童文芸家協会／著 学研プラス 2010 

9 わたしたちの戦争体験 ５ 空襲 田代脩／監修，日本児童文芸家協会／著 学研プラス 2010 

10 わたしたちの戦争体験 ６ 沖縄 田代脩／監修，日本児童文芸家協会／著 学研プラス 2010 

11 わたしたちの戦争体験 ７ 原爆 田代脩／監修，日本児童文芸家協会／著 学研プラス 2010 

12 わたしたちの戦争体験 ８ 終戦 田代脩／監修，日本児童文芸家協会／著 学研プラス 2010 

13 わたしたちの戦争体験 ９ 引揚 田代脩／監修，日本児童文芸家協会／著 学研プラス 2010 

14 わたしたちの戦争体験 １０ 成長・発展 田代脩／監修，日本児童文芸家協会／著 学研プラス 2010 

15 禎子の千羽鶴 
佐々木雅弘／著，くまおり純／装画・本
文イラスト 学研プラス 2013 

16 広島の木に会いにいく 石田優子／著 偕成社 2015 

17 平和のバトンをつないで 広島と長崎の二重被爆者・山口彊さんからの伝言 池田まき子／著，タムラフキコ／絵 

 

WAVE出版 2014 

18 ガラスのうさぎ 高木敏子／作，武部本一郎／画 

 

金の星社 2000 

19 子どもたちへ、今こそ伝える戦争 子どもの本の作家たち１９人の真実 長新太／[ほか著] 講談社 2015 

20 彼岸花はきつねのかんざし 朽木祥／作，ささめやゆき／絵 

 

学研プラス 2008 

21 犬やねこが消えた 戦争で命をうばわれた動物たちの物語 井上こみち／文，ミヤハラヨウコ／絵 

 

学研プラス 2008 

22 おじいちゃんが孫に語る戦争 田原総一朗／作，下平けーすけ／絵 

 

講談社 2015 

23 少年口伝隊一九四五 井上ひさし／著，ヒラノトシユキ／絵 

 

講談社 2013 

24 ぼくと戦争の物語 漆原智良／作，山中桃子／絵 フレーベル館 2014 

25 娘よ、ここが長崎です 永井隆の遺児、茅乃の平和への祈り 

 

筒井茅乃／作，松岡政春／写真，保田
孝／写真 くもん出版 2007 

26 あんずの木の下で 体の不自由な子どもたちの太平洋戦争 小手鞠るい／著 原書房 2015 

27 ぬちどぅたから 木の上でくらした二年間 真鍋和子／作，高村忠範／絵 汐文社 2015 

28 ガマ 遺品たちが物語る沖縄戦 豊田正義／著 講談社 2014 

29 さとうきび畑の唄 遊川和彦／著 汐文社 2013 

30 ぼくが見た太平洋戦争 宗田理／著 ＰＨＰ研究所 2014 

31 ゾウのいない動物園 上野動物園ジョン、トンキー、花子の物語 （講談社青い鳥文庫） 
岩貞るみこ／作，真斗／絵，田丸瑞穂／
写真 講談社 2010 

32 ふたりのイーダ （講談社青い鳥文庫） 松谷みよ子／著，司修／絵 講談社 1980 

33 白旗の少女 （講談社青い鳥文庫） 比嘉富子／作，依光隆／絵 講談社 2000 

34 飛べ！千羽づる ヒロシマの少女佐々木禎子さんの記録 （講談社青い鳥文庫） 手島悠介／作，pon‐marsh／絵 講談社 2015 

35 ぼくは満員電車で原爆を浴びた  １１歳の少年が生きぬいたヒロシマ  米沢鐡志／語り，由井りょう子／文 小学館 2013 

36 東京大空襲を忘れない 瀧井宏臣／著 講談社 2015 

37 奇跡はつばさに乗って 源和子／著 講談社 2013 

38 ひめゆりの少女たち （偕成社文庫） 

 

那須田稔／著 偕成社 1977 

39 火垂るの墓 （ポプラポケット文庫） 

 

 

野坂昭如／著 ポプラ社 2006 

40 ぼくのこえがきこえますか 田島征三／作 童心社 2012 

   



 

名古屋市図書館 学習支援図書セット貸出 

｢レオ・レオニ｣ セット 図書リスト          2018年 7月 

 書名 著者・訳者など 出版社 出版年 

1 あいうえおのき  ちからをあわせたもじたちのはなし レオ・レオニ／作，谷川俊太郎／訳 好学社 1979 

2 あいうえおのき  ちからをあわせたもじたちのはなし レオ・レオニ／作，谷川俊太郎／訳 好学社 1979 

3 アレクサンダとぜんまいねずみ  ともだちをみつけたねずみのはなし レオ・レオニ／作，谷川俊太郎／訳 好学社 1975 

4 アレクサンダとぜんまいねずみ  ともだちをみつけたねずみのはなし レオ・レオニ／作，谷川俊太郎／訳 好学社 1975 

5 うさぎたちのにわ りんごのすきなうさぎのはなし   レオ・レオニ／作，谷川俊太郎／訳 好学社 1975 

6 おんがくねずみジェラルディン  はじめておんがくをきいたねずみのはなし レオ・レオニ／作，谷川俊太郎／訳 好学社 1979 

7 おんがくねずみジェラルディン  はじめておんがくをきいたねずみのはなし レオ・レオニ／作，谷川俊太郎／訳 好学社 1979 

8 ここにいたい！あっちへいきたい！  にひきののみのはなし レオ・レオニ／作，谷川俊太郎／訳 好学社 1978 

9 コーネリアス  たってあるいたわにのはなし レオ・レオニ／作，谷川俊太郎／訳 好学社 1983 

10 コーネリアス  たってあるいたわにのはなし レオ・レオニ／作，谷川俊太郎／訳 好学社 1983 

11 さかなはさかな  かえるのまねしたさかなのはなし レオ・レオニ／作，谷川俊太郎／訳 好学社 1975 

12 さかなはさかな  かえるのまねしたさかなのはなし レオ・レオニ／作，谷川俊太郎／訳 好学社 1975 

13 シオドアとものいうきのこ   えらくなりすぎたねずみのはなし レオ・レオニ／作，谷川俊太郎／訳 好学社 2011 

14 シオドアとものいうきのこ   えらくなりすぎたねずみのはなし レオ・レオニ／作，谷川俊太郎／訳 好学社 2011 

15 スイミー （英文併記） レオ・レオニ／作，谷川俊太郎／訳 好学社 2013 

16 スイミー （英文併記） レオ・レオニ／作，谷川俊太郎／訳 好学社 2013 

17 せかいいちおおきなうち   りこうになったかたつむりのはなし レオ・レオニ／作，谷川俊太郎／訳 好学社 1982 

18 せかいいちおおきなうち   りこうになったかたつむりのはなし レオ・レオニ／作，谷川俊太郎／訳 好学社 1982 

19 ニコラスどこにいってたの？ レオ・レオニ／作，谷川俊太郎／訳 あすなろ書房 2009 

20 びっくりたまご   ３びきのかえるとへんなにわとりのはなし レオ・レオニ／作，谷川俊太郎／訳 好学社 1996 

21 ひとあし・ひとあし   なんでもはかれるしゃくとりむしのはなし レオ・レオニ／作，谷川俊太郎／訳 好学社 1975 

22 ひとあし・ひとあし   なんでもはかれるしゃくとりむしのはなし レオ・レオニ／作，谷川俊太郎／訳 好学社 1975 

23 フレデリック   ちょっとかわったのねずみのはなし レオ・レオニ／作，谷川俊太郎／訳 好学社 1969 

24 フレデリック   ちょっとかわったのねずみのはなし レオ・レオニ／作，谷川俊太郎／訳 好学社 1969 

25 ペツェッティーノ   じぶんをみつけたぶぶんひんのはなし レオ・レオニ／作，谷川俊太郎／訳 好学社 1978 

26 ペツェッティーノ   じぶんをみつけたぶぶんひんのはなし レオ・レオニ／作，谷川俊太郎／訳 好学社 1978 

27 ぼくのだ！わたしのよ！ レオ・レオニ／作，谷川俊太郎／訳 好学社 1989 

28 マシューのゆめ   えかきになったねずみのはなし レオ・レオニ／作，谷川俊太郎／訳 好学社 1992 

29 マックマウスさん   のねずみのなかまになったまちねずみのはなし レオ・レオニ／作，谷川俊太郎／訳 好学社 2010 

30 マックマウスさん   のねずみのなかまになったまちねずみのはなし レオ・レオニ／作，谷川俊太郎／訳 好学社 2010 

31 みどりのしっぽのねずみ   かめんにとりつかれたねずみのはなし レオ・レオニ／作，谷川俊太郎／訳 好学社 1973 

32 ６わのからす レオ・レオニ／作，谷川俊太郎／訳 あすなろ書房 2009 

33 うさぎをつくろう ほんものになったうさぎのはなし   レオ・レオニ／作，谷川俊太郎／訳 好学社 1982 

34 どうするティリー？ レオ・レオニ／作，谷川俊太郎／訳 あすなろ書房 2002 

35 あおくんときいろちゃん レオ・レオニ／作，藤田圭雄／訳 至光社 1989 

36 じぶんだけのいろ   いろいろさがしたカメレオンのはなし レオ・レオニ／作，谷川俊太郎／訳 好学社 1983 

37 じぶんだけのいろ   いろいろさがしたカメレオンのはなし レオ・レオニ／作，谷川俊太郎／訳 好学社 1983 

38 チコときんいろのつばさ レオ・レオニ／著，さくまゆみこ／訳 あすなろ書房 2008 

39 チコときんいろのつばさ レオ・レオニ／著，さくまゆみこ／訳 あすなろ書房 2009 

40 いろいろ１ねん レオ・レオニ／著，谷川俊太郎／訳 あすなろ書房 2000 

 



 

名古屋市図書館 学習支援図書セット貸出 

｢仕事・夢｣ セット 図書リスト              2018年 7月 

 書名 著者・訳者など 出版社 出版年 

1 めざせ！世界にはばたく若き職人１ パン職人／バリスタ／パティシエ／和菓子職人 こどもくらぶ／編 WAVE出版 2015 

2 めざせ！世界にはばたく若き職人２ 靴職人／帽子職人／テーラー／染め物職人 こどもくらぶ／編 WAVE出版 2015 

3 めざせ！世界にはばたく若き職人３ 建築大工／左官職人／造園師／家具職人 

ヴァイオリン職人／花火師／寄木細工職 

パン職人／バリスタ／パティシエ／和菓子職人 

靴職人／帽子職人／テーラー／染め物職人 

／左官職人／造園師／家具職人 

こどもくらぶ／編 WAVE出版 2015 

4 めざせ！世界にはばたく若き職人４ ｳﾞｧｲｵﾘﾝ職人／花火師／寄木細工職人／絵画修復士 こどもくらぶ／編 WAVE出版 2015 

5 まちのしごとば大研究 1 コンビニエンスストア・スーパーマーケット まちのしごとば取材班／編 岩崎書店 2016 

6 まちのしごとば大研究 2 食品工場（パン・弁当） まちのしごとば取材班／編 岩崎書店 2016 

7 夢をかなえる職業ガイド  あこがれの仕事を調べよう！ PHP研究所／編 ＰＨＰ研究所 2015 

8 夢をかなえる職業ガイド  あこがれの仕事を調べよう！ PHP研究所／編 ＰＨＰ研究所 2015 

9 夢をかなえる職業ガイド  あこがれの仕事を調べよう！ PHP研究所／編 ＰＨＰ研究所 2015 

10 夢をかなえる職業ガイド  あこがれの仕事を調べよう！ PHP研究所／編 ＰＨＰ研究所 2015 

11 夢をかなえる職業ガイド  あこがれの仕事を調べよう！ PHP研究所／編 ＰＨＰ研究所 2015 

12 夢をかなえる職業ガイド  あこがれの仕事を調べよう！ PHP研究所／編 ＰＨＰ研究所 2015 

13 夢をかなえる職業ガイド  あこがれの仕事を調べよう！ PHP研究所／編 ＰＨＰ研究所 2015 

14 よくわかる病院   役割・設備からはたらく人たちまで   梶葉子／著 PHP研究所 2017 

15 よくわかる消防・救急 命を守ってくれるしくみ・装備・仕事  坂口隆夫／監修 ＰＨＰ研究所 2017 

16 よくわかる警察  しくみは？どんな仕事をしているの？ 倉科孝靖／監修 PHP研究所 2016 

17 「好き」から見つけるなりたい職業ガイドブック  ＰＨＰ研究所／編 ＰＨＰ研究所 2005 

18 農家になろう 3 イネとともに 水田農家佐藤次幸 農文協／編 倉持正実／写真 農山漁村文化協会 2012 

19 農家になろう 4 トマトとともに 野菜農家若梅健司 農文協／編 依田恭司郎／写真 農山漁村文化協会 2012 

20 仕事・職業 渡辺三枝子／監修 ポプラ社 2007 

21 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 

22 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 

23 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 

24 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 

25 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 

26 お仕事ナビ ６  キャリア教育支援ガイド 動物に関わる仕事 お仕事ナビ編集室／編 理論社 2015 

27 お仕事ナビ ７  キャリア教育支援ガイド 海と大地で働く仕事 お仕事ナビ編集室／編 理論社 2015 

28 お仕事ナビ ８  キャリア教育支援ガイド 人を守る仕事 お仕事ナビ編集室／編 理論社 2015 

29 お仕事ナビ ９  キャリア教育支援ガイド 飛行機に関わる仕事 お仕事ナビ編集室／編 理論社 2016 

30 お仕事ナビ １０  キャリア教育支援ガイド マンガ・アニメに関わる仕事 お仕事ナビ編集室／編 理論社 2016 

31 お仕事ナビ １１ キャリア教育支援ガイド ファッションに関わる仕事 お仕事ナビ編集室／編 理論社 2017 

32 お仕事ナビ １２ キャリア教育支援ガイド ＩＴに関わる仕事   お仕事ナビ編集室／編 理論社 2017 

33 お仕事ナビ １３ キャリア教育支援ガイド ライフラインを支える仕事  お仕事ナビ編集室／編 理論社 2017 

34 お仕事ナビ １４ キャリア教育支援ガイド 教育に関わる仕事  お仕事ナビ編集室／編 理論社 2018 

35 お仕事ナビ １５ キャリア教育支援ガイド 宇宙に関わる仕事     お仕事ナビ編集室／編 理論社 2018 

36 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 

 37 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 

38 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 

39 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 

40 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 

 



 

名古屋市図書館 学習支援図書セット貸出 

｢国際理解ヨーロッパ｣ セット 図書リスト        2018年 7月 

 書名 著者・訳者など 出版社 出版年 

1 世界の国ぐに  キッズペディア    小学館 2017 

2 世界の国ぐに  キッズペディア    小学館 2017 

3 世界の国ぐに  キッズペディア    小学館 2017 

4 世界の国ぐに  キッズペディア    小学館 2017 

5 世界の国ぐに  キッズペディア    小学館 2017 

6 世界の国ぐに  キッズペディア    小学館 2017 

7 世界の国ぐに  キッズペディア    小学館 2017 

8 フランスのごはん    （ 絵本世界の食事 １ ）  銀城康子／文，マルタン フェノ／絵 農山漁村文化協会 2006 

9 イタリアのごはん    （ 絵本世界の食事 ４ ）  銀城康子／文，マルタン フェノ／絵 農山漁村文化協会 2007 

10 ドイツのごはん     （ 絵本世界の食事 ６ ）    銀城康子／文，マルタン フェノ／絵 農山漁村文化協会 2008 

11 スペインのごはん    （ 絵本世界の食事 １４ ） 銀城康子／文，マルタン フェノ／絵 農山漁村文化協会 2008 

12 ポルトガルのごはん   （ 絵本世界の食事 １６ ） 銀城康子／文，マルタン フェノ／絵 農山漁村文化協会 2010 

13 ロシアのごはん     （ 絵本世界の食事 １８ ）  銀城康子／文，山本正子／絵 農山漁村文化協会 2009 

14 イギリスのごはん    （ 絵本世界の食事 ２０ ）  銀城康子／文，萩原亜紀子／絵 農山漁村文化協会 2009 

15 ヨーロッパの小学生  ２  フィンランドの小学生   多田孝志／監修 学研教育出版 2012 

16 ヨーロッパの小学生  ３  イタリアの小学生    多田孝志／監修 学研教育出版 2012 

17 ヨーロッパの小学生  ４  ロシアの小学生 多田孝志／監修 学研教育出版 2012 

18 ヨーロッパの小学生  ５  ドイツの小学生 多田孝志／監修 学研教育出版 2012 

19 ヨーロッパの小学生  ６  フランスの小学生 多田孝志／監修 学研教育出版 2012 

20 世界のともだち  ４ フィンランド  松岡一哲／写真・文 偕成社 2013 

21 世界のともだち １０ フランス  ＭＩＫＡ ＰＯＳＡ／写真・文 偕成社 2014 

22 世界のともだち ２３ イギリス  加瀬健太郎／写真・文 偕成社 2015 

23 世界のともだち  ３１  イタリア  山口規子／写真・文 偕成社 2015 

24 世界のともだち  ３２  ドイツ  新井卓／写真・文 偕成社 2015 

25 世界のともだち  ３５  ロシア  安井草平／写真・文 偕成社 2016 

26 世界の住まい大図鑑 ユニークな家、大集合！地形・気候・文化がわかる 野外民族博物館リトルワールド／監修 ＰＨＰ研究所 2013 

27 世界地理（ポプラディア情報館） 第２版 田邊裕／監修 ポプラ社 2011 

28 それ日本と逆！？文化のちがい習慣のちがい ２ パクパク料理と食べ物 須藤健一／監修 学研教育出版 2012 

29 それ日本と逆！？文化のちがい習慣のちがい ３ ウキウキ生活スタイル 須藤健一／監修 学研教育出版 2012 

30 それ日本と逆！？文化のちがい習慣のちがい ４ フムフム人生のイベント 須藤健一／監修 学研教育出版 2012 

31 それ日本と逆！？文化のちがい習慣のちがい ５ イロイロしぐさと発想 須藤健一／監修 学研教育出版 2012 

32 それ日本と逆！？文化のちがい習慣のちがい ６ アレコレ資料編 須藤健一／監修 学研教育出版 2012 

33 さがし絵で発見！世界の国ぐに  ４  イギリス  こどもくらぶ／編 あすなろ書房 2012 

34 さがし絵で発見！世界の国ぐに  ７  ロシア  こどもくらぶ／編 あすなろ書房 2012 

35 さがし絵で発見！世界の国ぐに  １０  フランス    こどもくらぶ／編 あすなろ書房 2013 

36 さがし絵で発見！世界の国ぐに  １５  デンマーク・ノルウェー・スウェーデン   こどもくらぶ／編 あすなろ書房 2014 

37 さがし絵で発見！世界の国ぐに  １７  イタリア こどもくらぶ／編 あすなろ書房 2014 

38 世界の国旗図鑑  歴史とともに進化する国旗  苅安望／著 偕成社 2016 

39 新版行ってみたいなあんな国こんな国  ３  ヨーロッパ １ 東菜奈／作 岩崎書店 2010 

40 新版行ってみたいなあんな国こんな国  ４  ヨーロッパ ２  東菜奈／作 岩崎書店 2010 

 


