
稲垣　栄洋
小峰書店

【内容紹介】
食生活に欠かせない大豆のさまざまな姿を、写真と実験で紹介。1は、大豆が育っ
ていく途中で食べるもやしとえだ豆、熟した大豆のほか、えだ豆と同じように若い実
を食べるさやえんどうなども取り上げる。

稲垣　栄洋
小峰書店

【内容紹介】
食生活に欠かせない大豆のさまざまな姿を、写真と実験で紹介。2は、豆腐、納豆、
味噌、醬油など、大豆からつくる食べ物を取り上げ、大豆が姿を変える秘密を探る。

稲垣　栄洋
小峰書店

【内容紹介】
食生活に欠かせない大豆のさまざまな姿を、写真と実験で紹介。3は、とうもろこし、
小麦、米、牛乳、サトウキビ、魚などからつくる加工食品を、大豆の変身とくらべて説
明する。

国分　牧衛
金の星社

【内容紹介】
とうふ、枝豆、納豆、みそ、しょうゆ、もやしなど、毎日の食卓にかかせない大豆食
品。大豆の歴史、栄養、いろいろな食品の作り方、栽培の仕方などを、写真やイラス
トを交えて紹介する。

大豆まるごと図鑑－すがたをかえる大豆－

大豆のへんしん図鑑3　大豆とくらべる　食べ物のへんしん

大豆のへんしん図鑑１　もやし・えだ豆・いり豆・きなこ

平成28年度購入センター図書紹介

大豆のへんしん図鑑2　とうふ・なっとう・みそ・しょうゆ



石谷　孝佑
ポプラ社

【内容紹介】
さまざまな加工食品のつくり方、由来などを紹介。1では、豆からつくる加工食品をと
りあげ、それらができるまでの工程を写真でわかりやすく説明する。伝統的なつくり
方や関連のあるおもしろい情報も掲載。

真木　文絵
偕成社

【内容紹介】
おいしさのヒミツがわかる! おにぎりのもとは、お米、梅干し、海苔、塩。これらの育て
方や作り方を写真とイラストで紹介する。豆知識や用語解説も収録。ごはんのもとを
たどる、楽しい知識絵本シリーズ。

本林　隆
国土社

【内容紹介】
お米ってどんな食べもの? 田んぼってどんなところ? お米の歴史、お米のつくり方、
お米をつくるための田んぼの役割など、お米に関することがらを、写真やイラストと
ともにわかりやすく紹介。総合的な調べ学習に最適の図鑑。

稲垣　栄洋
小峰書店

【内容紹介】
米についてのさまざまな事柄をまとめた事典。「5 お米博士になろう」は、水田の役
割と生態系、わらやぬかの利用、新たな農法や品種、米の漢字やことわざなどを、
写真やイラストでわかりやすく紹介する。

大研究お米の図鑑

食べものはかせになろう！　1　豆からつくる食べもの

お米からそだてるおにぎり　（おいしいごはんができるまで　1）

よくわかる米の事典　5　お米博士になろう



丸山　清明
ＰＨＰ研究所

 【内容紹介】
お米に関することがらをはじめ、お米の作り方や食べ方、お米が関係した伝統文化
について、写真やイラストとともにやさしく解説する。豆知識を紹介するコラムや楽し
い特集ページも収録。

内山　りゅう
ポプラ社

【内容紹介】
イネの花を見たことがありますか? イネの育ち方やいろいろな品種、世界の米につ
いて、300点以上の写真と図版で紹介します。イネの育て方も掲載。ジャケットそで
にイネクイズ、見返しに奥付などあり。

保坂　直紀
講談社

【内容紹介】
海は日本人の生活に深く結びついている。さまざまな海の科学を、写真やイラストを
用いて楽しく紹介。4は、生命の誕生、イルカの行動、ウナギの一生など、海の生き
物のくらしについてわかりやすく解説する。

小林　安雅
汐文社

【内容紹介】
見た目が猫に似ているから「ネコザメ」! 海の生きものの名前の由来がわかる、楽し
い図鑑。112種類の海の生きものたちの名前のひみつを、大きさ・分布・食べものな
どのデータとともに紹介する。

お米の大研究　（楽しい調べ学習シリーズ）－イネの生態から文化とかかわりまで－

ぜんぶわかる！イネ　（しぜんのひみつ写真館　6）

海まるごと大研究　4　海の生き物はどんなくらしをしているの？

海の生きもの図鑑　（調べてみよう名前のひみつ）



白山　義久
小学館

【内容紹介】
美しいカラー写真と精密な図版で、就学前の幼児から小学校高学年までの子供た
ちに好奇心と学ぶ意欲を与えるビジュアル図鑑。シリーズ第7巻では、水の環境に
生活する「無脊椎動物」を紹介。大豆インキ使用。

今泉　忠明
ポプラ社

【内容紹介】
どこにいるか、わかるかな? いろいろな場所にかくれんぼをして暮らしている生きも
のを紹介。1では、アサリ、マダコ、タツノオトシゴ、マガレイなど、海の生きものを取
り上げる。

今泉　忠明
金の星社

【内容紹介】
学校や家庭でふれあうことの多い身近な生き物について、飼育の準備や方法、成
長の様子を楽しく紹介。はじめてでも世話ができるよう、ザリガニの特徴や飼育法を
写真やイラストを使ってわかりやすく解説する。

東京学芸大学附属小金井小学校生活
小峰書店

【内容紹介】
ザリガニを飼育すると、脱皮や産卵、ふ化を観察できる。ザリガニの飼育の方法や
体のつくり、暮らし方などを写真とともに解説する。巻末に、大人と一緒に読む詳し
い説明も収録。

はじめての飼育　1　ザリガニ

水の生物　（小学館の図鑑ＮＥＯ　7）

さがそう！生きものかくれんぼ　1　うみのかくれんぼ

ザリガニ　（いきものとなかよしはじめての飼育）



中谷　勇
集英社

【内容紹介】
アメリカザリガニを中心に、鮮やかな赤みの体色に育てるザリガニのエサの秘密な
どに触れ、生き物とエサや環境との関係を学習します。外国の青いザリガニなども
紹介します。

横山　正
ポプラ社

【内容紹介】
小学校で飼育されていることの多いざりがに。からだのつくりや、食べるもの、くらし
ぶりなどの秘密を追いながら、かんさつのポイントをまとめる。かんさつノートのつけ
かたも掲載。

中山　れいこ
少年写真新聞社

【内容紹介】
水生昆虫や甲殻類、魚、貝、水草など、さまざまなものを食べる雑食性で、水辺の
そうじ屋とも呼ばれるザリガニ。その生態の不思議や観察方法などを、精緻なイラス
トとともに解説。飼育方法も紹介する。

松村　讓兒
小学館

【内容紹介】
人間の体と心のつくりと働き、成長のしかたについて、読者といっしょに考える本。
最新の情報を、美しいカラー写真と精密な図版、迫力のイラストで詳しく解説。「もの
知りコラム」「仕事コラム」など、自由研究のヒントも満載。

かんさつ名人になろう！　4　ざりがに

ザリガニ　（いのちのかんさつ　5）

人間　（小学館の図鑑ＮＥＯ　13）　－いのちの歴史－

ザリガニ（育てて、しらべる日本の生きものずかん　3）



加藤　由子
小学館

【内容紹介】
生き物から宇宙・地球、乗り物や建造物、世界と日本まで、いろいろなものを自分や
身近なものとくらべる図鑑。ジャンル別の知識をクロスオーバーしてくらべることで、
実感をプラスします。見返しに「なんでも世界一」あり。

井田　仁康
学研プラス

【内容紹介】
日本の地理についてくわしく解説。ビジュアルな図解と豊富な資料により、各地方・
各県のようすや、日本全体の特色や課題を深く理解できる。7は、日本の国土と自
然、産業、貿易と交通、文化を取り上げる。

井田　仁康
学研プラス

【内容紹介】
日本の地理についてくわしく解説。ビジュアルな図解と豊富な資料により、各地方・
各県のようすや、日本全体の特色や課題を深く理解できる。8は、地図の見方・使い
方を取り上げる。総さくいんも掲載。

朝日新聞出版

【内容紹介】
47都道府県の特徴が楽しいイラストとデータで学べる本。話題となった出来事やそ
の土地ならではの年中行事などのニュースを写真と一緒に取り上げ、火山、原発、
世界遺産など中学入試で出るテーマも解説する。

日本の地理　8　最新版　地図の見方・使い方、総さくいん

イラストマップとデータでわかる日本の地理－火山、原発、世界遺産など中学入試で出るテーマも解

くらべる図鑑　新版　（小学館の図鑑ＮＥＯ+）

日本の地理　7　 最新版　日本の国土と産業



竹林　和彦
朝日学生新聞社

【内容紹介】
5、6年生で習う日本地理が「読書」で身につく! 日本の基本情報から食べ物、ものづ
くり、各都道府県の見どころまで、見開き完結の読みもの形式で紹介。クイズつき。

ＮＨＫ「学ぼうＢＯＳＡＩ」制作班
金の星社

【内容紹介】
東日本大震災の被災者と、阪神・淡路大震災の経験を生かして防災に取り組む人
びとを紹介。彼らの体験談をとおして、いざというとき、どうすればいいのかを考え
る。NHK Eテレの番組内容をもとに書籍化。

そにし　けんじ
実業之日本社

 【内容紹介】
聖徳太子が、信長が、竜馬が猫に?「猫ピッチャー」の著者がおくる、ゆる〜く歴史が
学べるかもしれない擬猫化劇場!

そにし　けんじ
実業之日本社

【内容紹介】
伊達政宗が、真田幸村が、新選組が、猫に!? 「もしも」を刺激する、にゃんにゃん日
本史エンターテインメント第2巻。

ＮＨＫ学ぼうＢＯＳＡＩ命を守る防災の知恵［２］被災者に学ぶそのときどう行動したか

ねこねこ日本史

ねこねこ日本史　2

読めばわかる！日本地理　（朝日小学生新聞のドクガク！－学習読みものシリーズ－）



そにし　けんじ
実業之日本社

【内容紹介】
卑弥呼が、織田信長が、坂本龍馬が、み〜んな猫に! NHK・Eテレのアニメ「ねこねこ
日本史」のキャラクターを紹介します。ぬりえ・まちがいさがしも掲載。

そにし　けんじ
実業之日本社

 【内容紹介】
聖徳太子、紫式部、豊臣秀吉…。アニメ「ねこねこ日本史」のキャラクターで、歴史
上の重要人物を楽しく解説。見た目にもわかりやすいよう人物相関図や地図を掲載
し、その人物に関する大事な年号を語呂合わせとともに紹介する。

ダイアナ・アストン文、シルビア・ロング絵
ほるぷ出版

【内容紹介】
きれいな卵、やわらかい卵、細長い卵…。ひとくちに卵と言っても、その形態はさま
ざま。ちいさな命がつまった卵には、生き物の知恵や不思議もいっぱいつまってい
る。やさしいイラストで卵の不思議をひもとく絵本。

メアリ・ニューウェル・デパルマ
ひさかたチャイルド

【内容紹介】
むかし、あるところに、おおきな木がありました。おおきな木は、たくさんのいきもの
たちのおうちでした。やがて時がたち、としおいたおおきな木は…。1本の木をめぐ
る、命のつながりと再生のおはなし。

ねこねこ日本史でよくわかる日本の歴史

ねこねこ日本史キャラクター図鑑　－アニメ－

たまごのはなし　－かしこくておしゃれでふしぎな、ちいさないのち－

おおきな木のおはなし



日野原　重明文、村上　康成絵
講談社

【内容紹介】
いのちは、どこにあると思いますか? 友達同士で心臓の音を聞いて、生きている証
を確かめたら、今度はいのちについて考えてみよう。95歳の医師、日野原重明先生
が小学校で行った「いのち」についての授業の絵本。

小菅　正夫文　堀川　真絵
サンマーク出版

【内容紹介】
旭山動物園のアムールトラのイチが病気で死んでしまいました。悲しむトコちゃん
に、園長さんは…。動物たちが教えてくれた、いのちをつなげていくということとは?
家族みんなで読みたい絵本。

さとみ　きくお文、しんどう　けいこ絵
美術出版社

【内容紹介】
ひとが食べるものは、宇宙のエネルギーと、さまざまな生命の営みと、人間の英知
の産物。食べ物のいのちをまっとうし、食べ物から与えられた自分のいのちをまっと
うする大切さを伝える絵本。

ボクは、なんにもならない

いのちのいれもの

いのちのおはなし



文部科学省国立教育政策研究所教育課程研究センター著
東京出版

【内容紹介】
平成26年6月に公表されたパンフレット「学級・学校文化を創る特別活動(中学校編)」を基
に、「学級活動」「生徒会活動」「学校行事」の各内容について、指導のポイントや留意点を
Q&Aと実践事例で紹介する。

小宮山　博仁
童心社

【内容紹介】
アクティブ・ラーニングで社会について学びを深める本。育てる漁業、日本と中国
の関係、食料自給率、情報の活用法など、日本の暮らしを探検して見つけた「?」
を解決しよう。

小宮山　博仁
童心社

【内容紹介】
アクティブ・ラーニングで社会について学びを深める本。駅のまわり、米づくりがさ
かんな地域、農家の共同作業、水道水、用水路、焼き物など、まちを探検して見
つけた「?」を解決しよう。

小宮山　博仁
童心社

【内容紹介】
アクティブ・ラーニングで社会について学びを深める本。古墳、平安時代中・後期
の文化、戦後の日本、選挙、国際連合など、昔と今の日本を探検して見つけた
「?」を解決しよう。

はじめてのアクティブ・ラーニング社会の？を探検　昔と今の日本

学級・学校文化を創る特別活動　中学校編－特別活動指導資料－

はじめてのアクティブ・ラーニング社会の？を探検　日本の暮らし

はじめてのアクティブ・ラーニング社会の？を探検　みんなのまち



教育課程研究会
東洋館出版社

【内容紹介】
子供たちが未来の創り手となるために求められる資質・能力を育む「主体的・対話的で深
い学び」の実現へ。文部科学省職員、中教審委員、研究者、教員など様々な執筆者が、ア
クティブ・ラーニングの全容を徹底解説する。

津田　正之
東洋館出版

【内容紹介】
深い学び、対話的な学び、主体的な学びを通して、アクティブ・ラーニングを実現
する! アクティブ・ラーニングの視点を活かした授業改善について論じるとともに、
弘前大学教育学部附属小学校における各教科の実践事例を示す。

文部科学省国立教育政策研究所教育課程研究センター編
文溪堂

【内容紹介】
小学校の学級活動、児童会活動、クラブ活動及び学校行事の各内容について、
指導のポイントや留意点などを実践事例とともに具体的に紹介する。自分の指導
や自校の活動を振り返るのに役立つチェックリスト例も掲載。

加藤　富美子
一藝社

【内容紹介】
子どもたちにとって学校で音楽を学ぶ意義は何か。音楽の授業で大切にしたいこと
は何か。実際にどのような音楽教育が望まれるのか。「音楽教育の役割」を基軸
に、音楽科教育の理念、内容、方法等を解説する。

音楽科教育　（教科教育学シリーズ　０５）

「アクティブ・ラーニング」を考える

共に学ぶ　－アクティブ・ラーニングの視点を生かした授業－

楽しく豊かな学級・学校生活をつくる特別活動　小学校編　－特別活動指導資料－



向山　洋一
学芸みらい社

【内容紹介】
「音楽は苦手!」という先生が、これ一冊あれば何とかなる、と思える情報を厳選。歌
唱・合唱指導の基礎基本、音楽能力を育てる表現活動・鑑賞指導、音楽室での生
活指導・特別支援などを掲載する。

音楽之友社
音楽之友社

【内容紹介】
長年親しまれている定番曲や人気曲を網羅するとともに、魅力的な新曲も取り上げ
たクラス合唱曲集。全56曲を編成や音域、難易度を目安に4つのグループに分け、
曲目紹介や作曲者コメントを付して収録する。

岩本　達明
河合楽器製作所・出版部

 【内容紹介】
合唱練習に<リトミック>を取り入れたテキスト。リトミック編1では、楽譜の読み方や
合唱の導入など音楽づくりの基礎を取り上げるほか、リトミックのエクササイズも収
録する。

野呂　芳文
ドレミ楽譜出版社

【付属資料】
録音ディスク(1枚 12cm)
【内容紹介】
合唱の基礎知識や、楽譜に出てくる色々な記号についての知識、楽典の基礎であ
る音程や音階の仕組み、和音の基礎やコードなど、合唱に必要な楽譜の読み方を
わかりやすく解説する。一部書き込み式。耳を鍛えるCD付き。

「音楽授業」の新法則　（新法則化シリーズ）

レッツ・コーラス！　－クラス合唱曲集－

いまさら聞けない合唱者の楽典　－合唱に必要な楽譜の読み方教えます。－

合唱エクササイズ　リトミック編1　ＹＡＮＰＡ　ＭＥＴＨＯＤ



いわい　としお
偕成社

【内容紹介】
ここは海に浮かぶ船の上。女の子がカモメにえさをあげようとしたら、テンちゃんとい
う人形を海に落としてしまいました。さあ、テンちゃんは女の子のもとへ帰れるので
しょうか? 大迫力の長さ1メートル以上の超大型絵本。

ザ・キャビンカンパニー
鈴木出版

【内容紹介】
湖で凍ってしまっただいおういかのいかたろう。ゆめたくんは、先生やお友達と一緒
に、ポットにお湯を入れて助けに行くことに…。「いかたろうのいかダンス」の振り付
けと楽譜も収録した大型絵本。読みきかせ用テキスト付き。

うみの100かいだてのいえ　（ビックブック）

だいおういかのいかたろう　（大きな絵本）


