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「調べ学習文庫」について 

 

はじめに 

埼玉県立熊谷図書館では、小中学校を対象に、調べ学習に役立つ図書資料の貸出をしてい

ます。ぜひ、授業に御活用ください。 

 

 

この目録を利用される方へ 

 

１ この目録は、当館が平成２６年１月現在所蔵している「調べ学習文庫」の目録です。 

 

２ 資料の対象学年：小学校中学年～中学生 

 

３ セットの種類・概要：セット内容は、後ろのページをご覧ください。 

 

※は、平成２１年度に新規購入したセットです。 

 

【福祉Ａ】 障害者、お年寄りを理解する資料。福祉の仕事についての資料。      

【福祉Ｂ】 バリアフリーについての資料。         

【ボランティア】 ボランティア活動を理解するための資料。 

【手話・点字】 手話と点字の知識についての資料。 

【国際理解Ａ】 国際交流を中心に国際理解に役立つ資料。 

【国際理解Ｂ】 国際理解に役立つ各国の生活などについての資料。 

【国際理解Ｃ】 世界の子供たちを主に国際理解に役立つ資料。 

※【国際理解Ｄ】 世界各地の人々のくらしを紹介する資料。 

【世界地理】 国際理解を深める国別の資料。 

【環境Ａ】 地球環境問題やリサイクルについての資料。 

【環境Ｂ】  地球環境問題やリサイクルについての資料。多少高学年向けの資料が多め。 

※【環境Ｃ】  地球環境を守るための活動を考える資料。 

※【自然災害】 地震など、自然災害について知るための資料。 

※【仕事】 いろいろな職業を紹介する資料。 

【食べもの】 米を中心に、食べものについての資料。 

【さいたま】 郷土埼玉県関係の資料。 

【学習のヒント】 図書館の使い方、調べ学習の実践例に関する資料。 

【調べ方】 広範囲な知識の資料。 

 

 

 

 

 



 

 

４ 利用案内：お近くの図書館等を通して、受取り・返却ができます。 

※ 図書館等への搬送は、原則として 1自治体週 1回です。 

（日程については、お問い合わせください。また、分館・分室への搬送手段等は本館・中央

館とご相談ください。）                     

 

（１）申込み 

   ・ご利用の１年前から予約を受付けています。電話・ＦＡＸでお申し込みください。 

・セット名、貸出期間、受取館名、学校名、先生のお名前、電話番号をお伝えくださ

い。 

・貸出期間（当館から貸出して戻ってくるまでの期間）は２か月で、同時に利用でき 

るのは２セットまでです。各セット内でシリーズ単位の貸出しもできます。 

 

（２）受取り 

・青いコンテナごと受取ってください。コンテナの中には「利用票」と貸出 

リストが入っています。 

 

（３）返却 

・貸出リストで冊数等を確認の上、「利用票」と共に青いコンテナに入れ、 

受け取った図書館にお返しください。 

その際、青いコンテナの側面についている札を裏返し、「県熊図行」にしてくださ 

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予約・申込み先：埼玉県立熊谷図書館 図書館協力担当 

電 話 ０４８－５２３－６２９１（代） 【9:00～17:00】 

ＦＡＸ ０４８－５２５－２６６７    【24時間】 



 

 

福祉Ａセット                       ３０冊 

                              （所蔵セット数：６） 

からだが不自由ってどんなこと？ 学研 

（１） いろいろな人がいる 

（２） バリアフリーの町に！ 

（３） 愛犬ブルースはわたしの手足 

（４） ノー・プロブレムの社会に！ 

（５） シルバーシートはいらない？ 

（６） ささえあい助けあうなかま 

「障害」について考えよう ポプラ社 

（１） 指はまほうの探知機 

（２） 目でしっかりきく 

（３） ひとりひとりの歩みで 

（４） ゆっくりおとなに 

（５） みんな元気に！ 

お年よりを理解する本 岩崎書店 

（１） お年よりってなんだ？ 

（２） 年をとってもいきいきと 

（３） お年よりと福祉 

（４） わたしたちにできるボランティア 

（５） 調べ学習に役だつお年より資料集 

障害ってどんなこと  ゆまに書房 

（１） 聞こえないってどんなこと 

（２） 学びにくいってどんなこと 

（３） 見えないってどんなこと 

（４） 吸収しにくいってどんなこと 

（５） 体を動かせないってどんなこと 

（６） 食べられないってどんなこと 

未来に広がる「福祉の仕事」 学研 

（１） 広がる変わる「福祉の仕事」 

（２） 共に生きる「福祉の仕事」 

（３） 共に学ぶ「福祉の仕事」 

（４） 体の不自由な人を支援する「福祉の仕事」 

（５） 心や体を癒す「福祉の仕事」 

（６） 役立つモノをつくる「福祉の仕事」 

（７） 特技を生かす「福祉の仕事」 

（８） 「福祉の仕事 100」ガイドブック                   

 

 



 

 

福祉Ｂセット                       ２７冊 

                              （所蔵セット数：６） 

「バリアフリー」ってなんだろう？  学研 

（１） バリアフリーの社会に！                               

（２） 道路や交通機関をバリアフリーに！                        

（３） 建物をバリアフリーに！                             

（４） 日用品をバリアフリーに！                            

（５） 心のバリアをとりのぞこう！                           

（６） みんなでつくるバリアフリー！  

   バリアフリー手作り布の絵本  偕成社 

（１） ボタンがふたつ                                 

（２） こんちゅうえあわせ                               

（３） くだもの 

   バリアフリー  ポプラ社  

（１） バリアフリーを考えよう 

（２） 住みよい家ってなんだろう 

（３） くらしやすい町ってなんだろう 

（４） たのしい学校ってなんだろう 

（５） ともにゆたかに生きるために 

バリアフリーの本  偕成社 

（１） 目に障害のある子といっしょに 

（２） はじめての点字 

（３） 耳に障害のある子といっしょに 

（４） はじめての手話① 

（５） はじめての手話② 

（６） 体に障害のある子といっしょに 

（７） 知的障害のある子といっしょに                                              

（８） 重い障害のある子といっしょに 

（９） 障害のある人へのボランティア活動 

（１０） 「障害」ってなんだろう？   

バリアフリーえほん  岩崎書店 

（１） さわってごらん だれのかお？                                 

（２） サワッテゴラン ナンノハナ？                          

（３） さわってごらん いまなんじ？ 

 

 

 

 

 



 

ボランティアセット                  ４６冊 

                              （所蔵セット数：６） 

わたしたちとボランティア活動 学研 

（１） ボランティアってなあに      （２） お年よりといっしょ             

（３） 障害のある人と仲良し       （４） すみよい環境づくり             

（５） みんなで国際協力 

ボランティアわたしたちにできること ポプラ社 

（１） いっしょにたのしもう お年よりとともに 

（２） 友だちになろうよ 障害のある人とともに 

（３） やさしい心をとどけよう 災害にあった人に 

（４） ゆたかな自然を守ろう 環境を考える 

（５） 使う、すてるを考える リサイクルの輪でつなぐ 

（６） 住みよい地域をつくろう 地域社会を考える 

（７） 世界の人と手をつなごう 国際協力を考える 

（８） ボランティアガイドブック 

総合学習に役立つボランティア 偕成社 

（１） ボランティア入門         （２） ひとりでできるボランティア        

（３） 友だちとできるボランティア     （４） 家族でできるボランティア          

（５） クラスでできるボランティ     （６） 学校でできるボランティア         

（７） ボランティア情報館 

みんなのボランティア大百科 フレーベル館                    

わたしにもできる介護のお手伝い 学研 

（１） 年をとるってどういうこと？    （２） お出かけできること  

（３） お食事できること         （４） 見のまわりでできること 

わたしたちにもできるこれからのボランティア 文研出版 

   （１） ボランティアってなんだろう    （２） ボランティアをはじめよう         

（３） さまざまなボランティア      （４） ひろがるボランティアの世界        

（５） 手話・点字によるボランティア 

学校ボランティア活動・奉仕活動の本  学研 

（１） すみよい環境づくり        （２） 障害ある人と仲よく 

（３） お年よりと楽しく         （４） 守ろうみんなの文化財 

（５） 広めよう国際交流         （６） ボランティア活動資料編 

福祉ボランティア  岩崎書店 

（１） 障害をももつ人といっしょに    （２） お年よりといっしょに                                                     

（３） 病気の人といっしょに       （４） 外国からきた人といっしょに                                                     

（５） もっと調べよう福祉ボランティア 

ちょボラで福祉のまちづくり  学研 

（１） “ちょボラ”から始めよう    （２） “ちょボラ”でバリアフリーのまちづくり                                             

（３） “ちょボラ”から“ほんボラ”へ （４） “ちょボラ”アイデア集                                                   

（５） “ ちょボラ”を世界に広げよう 



 

手話・点字セット                  ３９冊 
                              （所蔵セット数：３） 

ふれあいの手話  学研 
（１） みじかなものをひょうげんしてみよう 

（２） あいさつをしてみよう 

（３） 自分の気持ちを伝えよう 

（４） たずねる表現を覚えよう 

たのしく覚える手話  岩崎書店 
（１） 手話でボランティア 

（２） クイズで手話 

（３） ゲームで手話 

（４） うたって手話 

（５） 踊って手話 

ふれあいの手話 第二期  学研 
（１） 手話で歌おう 

（２） 手話でゲームをしよう 
（３） 手話で詩をよもう 
（４） 手話で劇をしよう 

ゆび一本からはじめる手話  ポプラ社 
（１） なあんだ？－人さしゆびで、はじめよう－ 

（２） おはよう－あいさつとじこしょうかい－ 

（３） だいすき－きもちやようすをつたえる－ 

（４） あそぼう－うごきのことば－ 

（５） いくつ－かずやきせつやてんき－ 

（６） うたおう 

（７） 手話じてん 

手話ソング・ベストセレクション  同友館 
（１） ジョイフルソング たのしいうた 

（２） ハッピーソング 門出のうた 

（３） ラブソング 愛のうた 

やってみよう！はじめての手話  岩崎書店 
（１） 手話をはじめよう 

（２） 指文字をおぼえよう 

（３） 手話であそぼう 

（４） はじめての手話ソング 

（５） 手話で世界とともだち 

（６） 写真・イラストで見る手話じてん 

ボランティアに役立つはじめてであう点字  岩崎書店 
（１） 指から広がる世界 

（２） 点字のことば百科 

（３） 点字であそぼう 

（４） 点字のひみつ 

（５） バリアフリーを目指して 

点字のひみつ  同友館 
（１） い 点字ってなあに 

（２） ろ 点字であそぼう 

（３） は 点字を読もう 

（４） に 読む点字を書こう 

（５） ほ 点訳ボランティア 

 

 



 

 

国際理解Ａセット                    ４１冊 

                              （所蔵セット数：５） 

きみにもできる国際交流 第 1 期 アジアの国々 偕成社 

（１） 中国 

（２） 韓国 

（３） インド・パキスタン・バングラディシュ・スリランカ 

（４） タイ・ミャンマー 

（５） マレーシア・シンガポール・インドネシア 

（６） ベトナム 

（７） トルコ・シリア（セット 5 は、欠） 

きみにもできる国際交流 第２期 英語を話す国々 偕成社 

（８） イギリス 

（９） アメリカ 

（１０） カナダ 

（１１） オーストラリア・ニュージーランド 

（１２） フィリピン（セット 5 は、欠） 

（１３） フィジー・トンガ・サモア 

（１４） ケニア 

きみにもできる国際交流 第３期 いろいろなことばの国々 偕成社 

（１５） フランス 

（１６） ドイツ・オランダ 

（１７） スイス・オーストリア 

（１８） イタリア・ギリシア 

（１９） スペイン・ポルトガル 

（２０） デンマーク・スウェーデン・ノルウェー 

（２１） チェコ・ハンガリー・ポーランド 

（２２） ロシア 

（２３） エジプト 

（２４） ブラジル・ペルー 

国際理解に役立つ行ってみたいなあんな国こんな国  岩崎書店 

（１） アジア 

（２） ヨーロッパ 

（３） 中東・東ヨーロッパ 

（４） 北アメリカ 

（５） 南アメリカ・アフリカ 

韓国まるごと大百科  ポプラ社 

（１） 韓国ってどんな国？                             

（２） 韓国の衣・食・住                               

（３） 韓国の子どものくらし                            

（４） ハングルと韓国の伝統文化                          

（５） 韓国と日本・その歴史 

日本とのつながりで見るアジア  岩崎書店 
（１） 東アジアⅠ                                 

（２） 東アジアⅡ                                 

（３） 東南アジアⅠ                                

（４） 東南アジアⅡ                                

（５） 南アジア                                  

（６） 西アジア                                  

（７） オセアニア 



 

 

国際理解Ｂセット                    ４５冊 

                              （所蔵セット数：５） 

国際理解教育にやくだつ世界の遊び  ポプラ社 

（１） アジアの遊び 1 

（２） アジアの遊び 2 

（３） ヨーロッパの遊び 

（４） アフリカの遊び 

（５） 北アメリカの遊び 

（６） 南アメリカの遊び 

（７） オセアニアの遊び 

国際理解教育にやくだついろんな国・いろんなことば  ポプラ社 

（１） 地球・世界・ことば（世界の国ぐに） 

（２） こんにちは・おはよう（世界のあいさつ） 

（３） 子ども・友だち・学校（世界の子どもたち） 

（４） 家族・家・食事（世界の家族） 

（５） まち・店・乗りもの（世界のまちや村） 

（６） ワンワン・ジャンケンポン(世界のいろんなことば) 

（付録） ビデオ：国際理解教育に役立ついろんな国・いろんなことば 

国際理解に役立つよくわかる世界の宗教  岩崎書店 

（１） イスラム教      （２） キリスト教                    

（３） ユダヤ教       （４） ヒンズー教                     

（５） シク教        （６） 仏教 

国際協力を知る本  小峰書店 

（１） 洪水                                     

（２） 地震                                     

（３） 戦争                                     

（４） 飢饉 

国際理解に役立つＮＨＫ地球たべもの大百科  ポプラ社 

（１） 中国（ぎょうざ） 

（２） インド（カレー） 

（３） イタリア（スパゲッティー） 

（４） フランス料理（フランス料理フルコース）（セット 5 は、欠） 

（５） イギリス（お茶とケーキ） 

（６） ノルウェー・ドイツ 

（７） フィリピン・メキシコ 

（８） タイ（トムヤムクン） 

（９） 韓国（キムチ） 

（１０） エジプト（豆料理） 

（１１） スペイン（パエリア） 

（１２） スイス（チーズフォンデュ） 

（１３） ロシア（ボルシチ） 

（１４） 日本（江戸前寿司） 

国際理解にやくだつ日本と世界のちがいを考える本  ポプラ社 

（１） こんなに違う日本の常識・世界の常識 

（２） 世界とくらべる日本人ってこんな人々 

（３） 世界とくらべる日本の自然と国土 

（４） 世界とくらべる日本の文化と生活 

（５） 世界とくらべる日本の産業と技術 

（６） 世界とくらべる日本の経済 



（７） 世界の中の日本の歴史 

（８） 世界の中での日本のこれから 

国際理解Ｃセット                    ４１冊 

                              （所蔵セット数：５） 

世界の子どもたちはいま  学研 

（１） 中国         （２） フランス 

（３） インド        （４） 韓国 

（５） アメリカ       （６） ケニア 

（７） タイ         （８） ブラジル 

（９） マレーシア     （１０） ノルウェー  

（１１） ペルー       （１２） オーストリア                              

（１３） スペイン      （１４） オマーン                               

（１５） ロシア       （１６） ベトナム                                

（１７） モンゴル      （１８） ドイツ                                

（１９） エジプト      （２０） パラオ                                

（２１） キューバ      （２２） カンボジア                              

（２３） ハンガリー     （２４） イタリア 

身近に学ぶ国際理解 世界を知って日本を知ろう  学研 

（１） あいさつと習慣 

（２） 食べもの                                    

（３） 着るもの                                    

（４） 住まいとくらし                                 

（５） 遊びと勉強                                   

（６） 町と人々のくらし                                

（７） 日本を伝える 

国際理解に役立つ世界の衣食住  小峰書店 

（１） 東アジアの食べ物                                

（２） ヨーロッパの食べもの                              

（３） 西アジア・アフリカ・南北アメリカの食べもの                    

（４） 特別な日の食べもの                               

（５） 世界のおかし                                  

（６） アジア・アフリカの家                               

（７） ヨーロッパ・南北アメリカ・オセアニアの家                                          

（８） 世界の学校                                   

（９） アジアの民族衣装 

（１０） ヨーロッパ・南北アメリカ・アフリカ・オセアニアの民族衣装  

 

 

 

 

 



 

 



国際理解Ｄセット                    ４４冊 

※平成 21 年度購入                  （所蔵セット数：１） 

 

体験取材！世界の国ぐに （第１期）  ポプラ社 

（１） カナダ 

（２） アメリカ 

（３） メキシコ 

（４） キューバ 

（５） コスタリカ 

（６） ブラジル 

（７） チリ 

（８） オーストラリア 

（９） ニュージーランド 

（１０） ミクロネシア連邦 

体験取材！世界の国ぐに （第２期）  ポプラ社 
（１１） 中国 

（１２） 韓国 

（１３） モンゴル 

（１４） フィリピン 

（１５） インドネシア 

（１６） マレーシア 

（１７） ベトナム 

（１８） カンボジア                                     

（１９） タイ                                     

（２０） ミャンマー                                     

（２１） ブータン 

（２２） インド 

体験取材！世界の国ぐに （第３期）  ポプラ社 

（２３） イギリス 

（２４） スペイン 

（２５） フランス 

（２６） スイス 

（２７） オランダ 

（２８） ドイツ 

（２９） イタリア 

（３０） ハンガリー 

（３１） ポーランド 

（３２） フィンランド 

（３３） ブルガリア 

（３４） ギリシャ 

体験取材！世界の国ぐに （第４期）  ポプラ社 

（３５） ロシア 

（３６） ウズベキスタン 

（３７） イラン 

（３８） サウジアラビア                                     

（３９） トルコ                                     

（４０） エジプト                                     

（４１） モロッコ 

（４２） カメルーン 

（４３） 南アフリカ 

（４４） マダガスカル 



世界地理セット                            ９８冊 

                              （所蔵セット数：２） 

目で見る世界の国々 （第１期～第１０期）  国土社 

アジア ヨーロッパ アメリカ/オセアニア/アフリカ 

イエメン アイスランド アメリカ 

イスラエル アイルランド アルジェリア 

インド 北アイルランド エジプト 

インドネシア イタリア オーストラリア 

韓国 イングランド カナダ 

タイ ウェールズ カメルーン 

トルコ スコットランド キューバ 

フィリピン オーストリア ザイール 

ベトナム オランダ ニュージーランド 

マレーシア ギリシア パナマ 

ヨルダン スペイン ブラジル 

レバノン スロヴァキア ペルー 

中国 チェコ ボツワナ 

カンボジア デンマーク マダカスカル 

イラン ドイツ メキシコ 

アフガニスタン ノルウェー エチオピア 

イラク フィンランド アルゼンチン 

シリア フランス ケニア 

台湾 ブルガリア ロシア  

スリランカ ベルギー  スェーデン  

サウジアラビア ポーランド ハンガリー  

パキスタン ポルトガル アルバニア  

 ルーマニア スイス  

世界各地のくらし （第１期～第３期） ポプラ社 

アジア ヨーロッパ アメリカ/オセアニア/アフリカ 

イランのくらし 

インドのくらし 

インドネシアのくらし 

韓国のくらし 

シンガポールのくらし 

中国のくらし 

タイのくらし 

トルコのくらし 

フィリピンのくらし 

ベトナムのくらし 

マレーシアのくらし 

イギリスのくらし 

イタリアのくらし 

オランダのくらし 

ギリシアのくらし 

スウェーデンのくらし 

スペインのくらし 

ドイツのくらし 

フランスのくらし 

ポーランドのくらし 

（セット１は、欠） 

ロシアのくらし 

アメリカのくらし 

アルゼンチンのくらし 

エジプトのくらし 

オーストラリアのくらし 

カナダのくらし 

ケニアのくらし 

ニュージーランドのくらし 

ブラジルのくらし 

メキシコのくらし 



環境Ａセット                        ４３冊 

                              （所蔵セット数：６） 

わたしにもできるリサイクル  学習研究社 

（１） 燃えるゴミのリサイクル 

（２） 燃えないゴミのリサイクル 

（３） 話題のゴミのリサイクル 

（４） 学校でできるリサイクル活動 

地球のためにわたしたちができること  ポプラ社 

（１） 水をきれいにするためにできること 

（２） ゴミをへらすためにできること 

（３） リサイクルのためにできること 

（４） 食べ物の安全のためにできること 

（５） 空気をきれいにするためにできること 

（６） 自然と生きるためにできること 

（７） 地球環境のためにできること 

地球の環境問題シリーズ  ポプラ社 

（１） 大気汚染から地球をまもれ！（セット 5 は、欠） 

（２） 地球から森が消えていく 

（３） 人間のいのちをささえる土 

（４） わたしたちの水があぶない！ 

（５） ゴミが地球をうめつくす 

（６） フロンガスがオゾン層をこわす 

（７） 核の時代とどういきるか 

地球をまもるみんなの環境学習実践集  岩崎書店 

（１） 環境しらべてビックリ！ 

（２） ゴミはへらせる！ 

（３） 小さな草木の大きな力 

（４） 生き物ばんざい 

（５） いのちはつながっている 

地球環境のためにできること  フレーベル館 

（１） ゴミゼロ社会とリサイクル 

（２） 生きものたちと暮らせる町をつくろう 

（３） 水がささえるいのちと地球 

（４） 土のひみつをさぐってみよう 

（５） 地球温暖化とわたしたちの暮らし 

総合的な学習に役立つここまで来た！環境破壊  岩崎書店 

（１） 環境ホルモン汚染 

（２） ダイオキシンの恐怖 

（３） わたしたちの食べ物は安全か？ 

（４） 家が人間を病気にする？ 

（５） くらしにあふれる危険な電磁波 

（６） 異常気象とこれからの地球 

（７） 人間が地球の環境を壊してきた 

調べよう学校周辺の自然と環境  学研 
   （１）タンポポが教えてくれる環境         （２）アサガオで知る町の環境 

（３）樹木の不思議森の偉大な働き     （４）ゲンジボタルが光ったよ                           

（５）サケよ生まれた川に元気に戻れ    （６）ムツゴロウはなぜだいじか                          

（７）わたしたちのハクチョウを守ろう   （８）学校に自然を再現しよう 

 

                        



環境Ｂセット                        ４３冊 

                              （所蔵セット数：６） 

最新版 地球環境白書  学習研究社 
（１） 新・今「地球」が危ない 

（２） 新・今「食」が危ない   

（３） 新・今「水」が危ない   

（４） 新・今「ゴミ」が危ない   

（５） 新・今「大気」が危ない   

（６） 新・今「環境ホルモン」が危ない  

地球をまもるみんなの環境学習実践集 上級編  岩崎書店 

（１） 環境はこうして調べる 

（２） ゴミ・資源を考える 

（３） 生き物を守る（ビオトープ） 

（４） 環境学習で交流 

（５） 調べ学習マニュアル -ダイオキシンってなんだろう- 

くらしの中の化学物質  小峰書店 

（１） ダイオキシンのはなし 

（２） 環境ホルモンのはなし 

（３） くらしと化学物質 

わたしたちの地球環境  小峰書店 

（１） 水の循環とよごれ 

（２） 大気と地球温暖化 

（３） エネルギーの未来 

（４） 森林は、いま 

（５） 自然保護は、いま 

（６） ゴミ、リサイクル、再利用 

くらしの中の知らない化学物質  くもん出版 
（１） 台所用品・食品容器 

（２） 加工食品 

（３） 生鮮食品 

（４） 住まい 

（５） 自動車 

写真とデータで考える２１世紀の地球環境  文渓堂 
（１） 熱帯雨林とわたしたち 

（２） 野生生物とわたしたち 

（３） オゾンホールとわたしたち 

（４） 酸性雨とわたしたち 

（５） ゴミ問題とわたしたち 

（６） 水とわたしたち 

（７） 気候変化とわたしたち 

（８） 食料問題とわたしたち 

資源・環境・リサイクル  小峰書店 

（１） 人間と環境            （２） 自然の循環 

（３） もしも空気のつぶが見えたなら   （４） 水の循環 地球みんなのクルマ 

（５） 食べものとゴミ          （６） 紙と森林 

（７） くらしをかえた金属        （８） プラスチックってなに？ 

（９） エネルギーと環境        （１０） 健康と環境 

 

 

 



環境Ｃセット                        ４３冊 

※平成 21 年度購入                  （所蔵セット数：１） 

 

もったいない生活大事典  学習研究社 

（１） もったいないを見つけよう   （２） 学校でもったいない活動 

（３） もったいないクッキング    （４） もったいないで資源を活かす 

（５） もったいないで省エネ生活   （６） もったいないと自然のくらし 

（７） もったいないと日本の伝統 

江戸のくらしから学ぶ『もったいない』  汐文社 
（１） ゴミをへらす知恵 

（２） 快適にすごす工夫 

（３） ムダを出さない社会 

いますぐ考えよう！地球温暖化 なぜおこる、なにがおこる  岩崎書店 

（１） 地球温暖化と自然環境 

（２） 地球温暖化と省エネルギー 

（３） 地球温暖化と自然エネルギー 

エコでござる －江戸に学ぶ  すずき出版 

（１） 江戸のびっくり省エネ生活 

（２） 江戸のおどろきリサイクル生活 

（３） 江戸のゆったりスローライフ 

考えよう！地球環境 身近なことからエコ活動  金の星社 

（１） ストップ！地球温暖化 

（２） ごみ問題・森林破壊 

（３） 大気・水を汚さないために 

（４） 学校ではじめるエコ活動 

（５） 家庭ではじめるエコ活動 

子どものための環境用語事典  汐文社 

ごみはいかせる！へらせる！  岩崎書店 
（１） ごみ処理場ってどんなところ？ 

（２） 毎日のごみは資源になる 

（３） 粗大ゴミ・機械は資源になる 

ごみとリサイクル  ポプラ社 

改訂最新版・地球環境白書  学習研究社 
（１） 今「地球」が危ない      （２） 今「食」が危ない 

（３） 今「水」が危ない       （４） 今「ゴミ」が危ない 

（５） 今「大気」が危ない      （６） 今「化学物質」が危ない 

新・こどもたちが地球を救う５０の方法  ブロンズ新社 

地球環境図鑑 わたしたちの星の過去・現在・未来  ポプラ社 

地球の環境 ジュニア学研の図鑑  学習研究社 

みんなで考えよう 食の未来と地球環境  小峰書店 
（１） 食料自給率からみる食の未来 

（２） 農地からみる食の未来 

（３） 肉やたまごから考える地球環境 

（４） 漁業からみる海の環境 

みんなで考えよう 地球温暖化とエネルギーの未来  小峰書店 

（１） 地球温暖化時代を生きる  （２） 電力と地球環境 

（３） 交通・運輸と地球環境   （４） くらしの省エネ 

 

 



自然災害セット                     ３２冊 

※平成 21 年度購入                    （所蔵セット数：１） 

いのちを守る！災害対策大百科  日本図書センター 

（１） 災害はこうしておきる！ ―歴史と仕組み編― 

（２） 災害がおきたらこうなる！ ―予備と備え編― 

（３） 災害がおきたらこうしよう！ ―対処と行動編― 

じめんがふるえるだいちがゆれる  農山漁村文化協会 

地震の村で待っていた猫のチボとハル  ハート出版  

知ってそなえよう！地震と津波  素朴社 

自然災害の恐怖 地球温暖化  ゆまに書房  

      （１） 地震・火山 

      （２） 津波・洪水・干ばつ 

（３） 地すべり・山火事・砂嵐 

（４） ハリケーン・竜巻・雷 

被災者からまなぶ自然災害  あかね書房 

      （１） 自然災害にそなえて 

      （２） 自然災害発生！ 

（３） 自然災害のあとで 

世界の災害の今を知る火と土の災害  文溪堂 

      （１） 地震 

      （２） 火山 

（３） 土砂くずれ 

世界の災害の今を知る水と風の災害  文溪堂 

      （１） 津波 

      （２） 台風 

（３） 洪水 

（４） 干ばつ 

震度７ 新潟県中越地震を忘れない  ポプラ社 

地震の大研究 恐ろしい自然現象  ＰＨＰ 

モグラはかせの地震たんけん  ポプラ社 

TSUNAMI をこえて スマトラ沖地震とアチェの人びと  ポプラ社 

ぼくの街に地震がきた 大震災シュミレーションコミック  ポプラ社 

こども地震サバイバルマニュアル  ポプラ社 

地震と火山のたんけん隊 シリーズ・自然だいすき  大月書店 

じしんのえほん  ポプラ社 

地震の大常識  ポプラ社 

なるほどナットク“自然現象”３ 台風・雷・虹  学習研究社 

なるほどナットク“自然現象”４ 噴火・地震・津波  学習研究社 

日本を守る安全のエキスパート２ 自然災害をくいとめる  学習研究社 

 

 



仕事セット                             ７４冊 

   ※平成 21 年度購入                      （所蔵セット数：１） 

職場体験学習にすぐに役立つ本  学習研究社 

（１）教育の職場 （２）福祉の職場 （３）医療の職場 （４）大店舗の職場 （５）小売りの職場 

（６）飲食の職場  （７）サービスの職場 （８）美容・健康の職場 （９）製造の職場 

（１０）工場の職場 （１１）運輸の職場 （１２）公共の職場 （１３）農林水産の職場 

（１４）マスコミの職場 （１５）動物の職場 （別巻）職場体験にチャレンジ 

好きな仕事発見完全ガイド 職業調べで使える  学習研究社 

（１）スポーツが好き！ （２）動物が好き！ （３）食べ物が好き！ （４）洋服やおしゃれが好き！ 

（５）テレビ・芸能界が好き！ （６）音楽や絵・書くことが好き！ （７）コンピュータが好き！ 

キャリア教育に役立つ たくさんの仕事たくさんの未来   小峰書店  

（１）仕事ってなんだろう？   （２）家族の仕事を調べよう  （３）まちの仕事を調べよう 

（４）あこがれの仕事を調べよう （５）自営業について仕事を調べよう 

（６）会社について仕事を調べよう （７）公務員について仕事を調べよう 

（８）きみの夢プランニング   （９）職場体験実践レポート   （１０）職業調べカタログ 

感動する仕事！泣ける仕事！ お仕事熱血ストーリー  学研教育出版 

 （１）チャンスはこの手でつかめ    （２）笑顔で幸せを届けたい 

（３）使命感を持って自然と向き合う  （４）ドキドキやワクワクを伝えたい 

（５）感じたとおりに表現する     （６）技を磨くこと、心を磨くこと 

（７）あなたの未来を輝かせたい    （８）“ありがとう”が私を元気にしてくれる 

仕事の図鑑 なりたい自分を見つける！  あかね書房 

 （１）人の心とからだを育てる仕事      （２）食べものとサービスに関わる仕事 

（３）自然と環境を調べて守る仕事      （４）スポーツを楽しみ広める仕事 

（５）日本の伝統文化をつなげる仕事     （６）乗りものやコンピュータを扱う仕事 

（７）エンターテイメントとマスコミの仕事  （８）生きものと一緒に働く仕事 

（９）くらしと安全を支える仕事      （１０）世界の人々に出会う仕事 

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 

生きものと働きたい！  学研教育出版 

 （１）動物園・水族館  （２）犬・ねこ・うさぎ （３）盲導犬・競走馬・サーカス 

（４）畜産・水産    （５）保護・研究 

まるごと犬百科 犬とくらす犬と生きる６ 犬とかかわる仕事がしたい  金の星社 

お仕事図鑑  フレーベル館 

（１）かがやけ！ナース （２）うまいぞ！料理人 （３）ワザあり！大工 （４）いきいき！保育士 

（５）キラリッ★美容師 （６）アツイぜ！消防官 （７）はばたけ！先生 （８）それいけ！新聞記者 

小学生の夢がふくらむいろんな仕事 こんなにあるよ、未来の職業   ＰＨＰ 

小学生のためのしごと大事典  竹書房 

なりたい職業ガイドブック   PHP 

 （１）「好き」からみつける   （２）「得意」からみつける  

２１世紀こども百科しごと館 あこがれの職業を大図解！！  小学館 

はじめて知るみんなの未来の仕事   学習研究社 

夢を育てるみんなの仕事  講談社 

仕事・職業 ポプラディア情報館  ポプラ社  



食べものセット                         ３９冊 

                               （所蔵セット数：３） 

「米」で総合学習みんなで調べて育てて食べよう！  金の星社 

（１） イネを育てる                                  

（２） 野菜なんでも情報                                

（３） 米を食べる                                   

（４） 都道府県別米データ集                                  

お米なんでも大百科  ポプラ社 

（１） お米の歴史を調べよう！                              

（２） お米ができるまで、届くまで                            

（３） お米ってどんな植物だろう！                            

（４） 学校でお米をつくろう！                              

（５） お米をおいしく食べよう！ 

「食」で総合学習みんなで調べて作って食べよう！  金の星社 

（１） パン・めん                                    

（２） バター・ヨーグルト                                

（３） みそ・しょうゆ                                  

（４） 豆腐・納豆                                    

（５） 漬け物 

日本の「食」とくらし  学研 

（１） 地域ごとに比較しよう                               

（２） 季節ごとに比較しよう                               

（３） 時代ごとに調査しよう                               

（４） 現代の食を考えよう                                

（５） 都道府県別 

「食」で地域探検  岩崎書店 

（１） 米・麦の郷土料理        （２） 豆・いもの郷土料理                                                                  

（３） 野菜の郷土料理         （４） 魚・貝の郷土料理                                                                   

（５） 肉の郷土料理          （６） 地域の保存食                                     

イネという作物  農文協 

ダイズの絵本  農文協 

イネの絵本  農文協 

ムギの絵本  農文協 

お米は生きている  講談社 

おもしろふしぎ食べもの加工  農文協 

お米のひみつ  さ・え・ら書房 

やさいを育てて食べよう！  学研 

      （１） にがうり            （２） キャベツ 

（３） だいこん            （４） たまねぎ 

（５） じゃがいも           （６） えだまめ 

（別） 米・とうもろこし・しいたけ 

                                                                                                                



     さいたまセット                                  ２４冊 
                                 

（所蔵セット数：２） 

 

人づくり風土記１１ 埼玉  農山漁村文化協会 

まわってめぐってみんなの荒川  動物社 

埼玉の童話  リブリオ出版 

聞き書 埼玉の食事（日本食生活全集）  農山漁村文化協会 

２１世紀に残したい埼玉ふるさと自慢１００選  埼玉新聞社 

埼玉の歴史（県史１１）  山川出版社 

埼玉の自然たんけん  日本標準 

語り書き・埼玉のむかしばなし 第２集  さきたま出版会 

埼玉県市町村概要 平成１２年  埼玉県 

埼玉人物事典  埼玉県 

ガイドブック彩の国さいたま２０００  埼玉県 

埼玉の自然をたずねて  築地書館 

 

＊＊各２冊ずつ＊＊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

学習のヒントセット                          ４８冊 

                             （所蔵セット数：４） 

テーマ発見！総合学習体験ブック  ほるぷ出版 

（１） 動植物のすみかビオトープを作ろう 

（２） ホームページでふるさと新聞をつくろう 

（３） 田んぼに行こう里山探検をしよう 

（４） 食べ物を育てて楽しく料理しよう 

（５） 交流から始める世界と友達になろう 

（６） みんなでできる福祉のための体験 

総合的な学習のテーマがみつかるアイデア新聞  金の星社 
（１） 学校のまわり・地域を探検 

（２） 地球・自然・環境をまもる活動 

（３） 世界の国ぐにを身近で発見 

（４） 健康・福祉・ボランティアを体験 

（５） 情報・通信ネットワークを活用 

みんなの調べ学習 全国の調べ学習実践例  ポプラ社 
（１） まちを調べる           （２） ゴミを調べる                  

（３） 川と水を調べる          （４） 野山を調べる                  

（５） たべものを調べる         （６） 工場を調べる                  

（７） 歴史を調べる           （８） いろいろな調べ学習 

学ぶ力をそだてる新図書館シリーズ  ポプラ社 

（１） 図書館をつかおう                              

（２） 調べるって、どんなこと？                           

（３） いろいろなことを調べてみよう                        

（４） 調べたことをまとめよう                           

（５） コンピュータで調べよう                           

（６） 読書を楽しもう 

みんなの総合学習１００のテーマ  大日本図書 
（１） 深めよう国際理解 

（２） やってみよう情報学習 

（３） とりくもう環境保護 

（４） 参加しよう福祉活動 

（５） 学ぼう調べ方まとめ方 

体験と交流でつくる「総合」  ポプラ社 
（１） お年よりとふれあおう       （２） 住みやすいまちにしよう                           

（３） ぼくらの自然を守ろう       （４） まちの伝統に親しもう                         

（５） 世界の人と友達になろう      （６） 学校のまつりをつくろう                                               

    総合学習に役立つみんなの体験学習実践集  岩崎書店 
        （１） できるよ体験学習         （２） それゆけ体験学習            

（３） やったぜ体験学習         （４） 全校で体験学習            

（５） 校外施設で体験学習        （６） 体験学習なるほどブック 

    体験学習アイデアブック  ポプラ社 
（１） 体験学習をはじめよう〈情報を集める・まとめる〉                 

（２） 体験学習をはじめよう〈インタビューする・アンケートをまとめる〉         

（３） 環境を学ぶ体験学習                              

（４） 福祉を知る体験学習                              

（５） 地域ではじめる体験学習                            

（６） 体験学習のための超便利ツール＆カット集                 

 

 



調べ方セット                        ３９冊 

                              （所蔵セット数：２） 

きょうはなんの日？  ポプラ社 
（１） １月・２月 

（２） ３月・４月 

（３） ５月・６月 

（４） ７月・８月 

（５） ９月・１０月 

（６） １１月・１２月 

学習に役立つものしり事典３６５日  小峰書店 

（１） 阪神大震災など 

（２） 長野オリンピック開幕など 

（３） 芭蕉「奥の細道」へ旅立つなど 

（４） チャップリン生まれるなど 

（５） 野茂、大リーグデビューなど 

（６） ペリー、浦賀に来航など 

（７） アポロ１１号、月面着陸など 

（８） 「モナ・リザ」盗まれるなど 

（９） マグワイア、ソーサ、ホームラン新記録など 

（１０） ペキン原人の化石発見など 

（１１） 土井さん、日本人初の宇宙遊泳など 

（１２） ライト兄弟、初飛行に成功など 

調べ学習ガイドブック  ポプラ社 

   ※３冊 

２１世紀こども百科  小学館 

   ※３冊 

都道府県別日本なんでも情報館  ポプラ社 

   ※３冊 

現代用語の基礎知識学習版 ２００５ 

   ※３冊 

わたしは町の探検記者  学研 

（１） 町の伝統や文化を知ろう 

（２） 川・水を調べて自然を守ろう 

（３） リサイクルを工夫し環境に生かそう 

（４） お年寄りや町の人とふれあおう 

（５） 健康なくらしといのちを見つめよう 

（６） 日本と世界の食べ物を比べよう 

（７） いろいろな国と交流しよう 

（８） 町から情報を発信しよう                            

新・どの本で調べるか  リブリオ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「調べ学習文庫」のごあんない ２０１０年版 

平成２６年１月改訂版発行 

 

 

埼玉県立熊谷図書館 図書館協力担当 

ＴＥＬ 048-523-6291（代） 

ＦＡＸ 048-525-2667 

埼玉県立図書館ウェブサイトアドレス 

http://www.lib.pref.saitama.jp/ 


