
資料2　教科・単元対応資料一覧

リスト
番号

リスト名 対象 単元（内容等）

1-Ａ 総合百科事典ポプラディア 中学年～ 図書館利用ノート「百科事典で調べよう」

1-Ｂ 動物図鑑 低学年～ 図書館利用ノート「図鑑を使ってみよう」

2 アジア・太平洋戦争 高学年～
中学１年国語「大人になれなかった弟たちに」
（戦争中のくらし、読み物など）

3 戦争と平和 高学年～
4年国語「世界一美しいぼくの村」（アフガニスタンなど紛争問題、ホ
ロコーストなど）

4 ヒロシマ・ナガサキ 高学年～ ６年国語「ヒロシマのうた」（原爆）

5 縄文・弥生・古墳時代 高学年～ 社会・歴史

6 飛鳥・奈良・平安時代 高学年～ 社会・歴史・修学旅行

7 鎌倉・室町時代 高学年～ 社会・歴史

8 戦国・安土桃山時代 高学年～ 社会・歴史

9 江戸時代 高学年～ 社会・歴史

10 幕末・明治時代 高学年～ 社会・歴史

11 大正・昭和・平成時代 高学年～ 社会・歴史

12 伝記 高学年～ ６年国語「手塚治虫」

13 福祉 中学年～
3年国語「盲導犬の訓練」、福祉体験（点字・手話・老人福祉・バリア
フリーなど）

14 人権 低学年～ 人権学習（いじめ、おもいやりなど）

15 修学旅行（京都・奈良） 高学年～ 修学旅行（名所、ガイドブックなど）

16 修学旅行（東京） 高学年～ 修学旅行（名所、ガイドブックなど）

17 世界の国々 中学年～ （各国の様子、基本情報など）

18 外国語絵本（英語） 低学年～ （英語やその他の言語で書かれた絵本など）

19 外国語絵本（ポルトガル語） 低学年～ （ポルトガル語で書かれた絵本など）

20 外国語絵本（スペイン語） 低学年～ （スペイン語で書かれた絵本など）

21 早ね・早起き・朝ごはん 低学年～ 食育

22 錯視 中学年～
中学１年国語「ちょっと立ち止まって」
（だまし絵、トリックアートなど）

23 世界のくらし 中学年～ 3年国語「人をつつむ家」（世界の衣食住など）

24 くらしの中の和と洋 中学年～ 4年国語「くらしの中の和と洋」

25 伝承あそび 低学年～ 生活科（昔の遊びなど）

26 日本の伝統 中学年～ ５年国語「和の文化を受けつぐ」（伝統文化など）

27 昔のくらし 中学年～ ３年社会「古い道具と昔のくらし」

28 日本の祭り・世界の祭り 中学年～

29 自然あそび 低学年～ 生活科（自然の遊び、工作など）

30 工作 低学年～ ２年生活科「おもちゃ教室をひらこう」

※リストは一例です。リストの資料を中心に３０冊程度を貸出します。申込み状況により、内容・冊数等は変更に
なることがあります。また、対象は目安です。



リスト
番号

リスト名 対象 単元（内容等）

31 生きもののひみつ 中学年～
４年国語「ヤドカリとイソギンチャク」（生きものの生態、共生、擬態な
ど）

32 動物のひみつ 低学年～ ２年国語「ビーバーの大工事」（動物の生態など）

33 植物のふしぎ 低学年～ ２年国語「たんぽぽ」（植物の生態など）

34 昆虫のひみつ 中学年～ 3年国語「自然のかくし絵」（昆虫の生態、擬態など）

35 天気 中学年～ ５年理科「天気の変化」など

36 人のからだ 中学年～ ６年理科「体のつくりとはたらき」

37 森林 高学年～ ５年国語「森林のおくりもの」（森林環境、林業など）

38 環境 中学年～ 環境学習（ゴミ・リサイクル・地球環境など）

39 エネルギー 高学年～
６年国語「未来に生かす自然のエネルギー」（エネルギー問題、地
球温暖化など）

40 日本の水産業 高学年～ ５年社会「水産業のさかんな地域」（漁業、うなぎなど）

41 水資源 中学年～ （水環境、川、浄水場など）

42 のりもの 低学年～ １年国語「いろいろなふね」（はたらくのりものなど）

43 日本の工業 高学年～
５年社会「私たちの生活と工業生産」（自動車工業、トヨタ自動車な
ど）

44 茶 中学年～ （西尾のお茶、世界のお茶、茶道など）

45 日本の農業 高学年～ ５年社会「私たちの生活と食料生産」（農業、食料自給率など）

46 米 高学年～ ５年社会「米作りのさかんな地域」（米の栽培、種類、料理など）

47 豆 中学年～ （大豆などの栽培、加工品など）

48 塩 中学年～

49 夏野菜 低学年～ 生活科（種類、栽培など）

50 冬野菜 低学年～ 生活科（種類、栽培など）

51 ことわざ 中学年～ ４年国語「ことわざブックをつくろう」

52 名言 高学年～ （偉人の言葉、論語など）

53 俳句・歳時記 高学年～ ５年国語「五・七・五で表そう」（俳句の作り方、季節の言葉など）

54 日本の神話 低学年～ ２年国語「言い伝えられているお話を読もう」

55 日本の民話 低学年～ １年国語「むかしばなしをたのしもう」、２年国語「かさこじぞう」

56 世界の民話 低学年～ ３年国語「ハリネズミと金貨」

57 地域の民話 低学年～ （西尾・一色・吉良・幡豆の民話、愛知の民話）

58 新美南吉 中学年～ ３年国語「てぶくろを買いに」、４年国語「ごんぎつね」

59 宮沢賢治 中学年～ ５年国語「注文の多い料理店」

60 椋鳩十 中学年～ ５年国語「大造じいさんとがん」



リスト
番号

リスト名 対象 単元（内容等）

61 立松和平 中学年～ ６年国語「海のいのち」

62 角野栄子 低学年～ １年国語「サラダでげんき」

63 小林豊 中学年～ ４年国語「世界一美しいぼくの村」

64 あまんきみこ 低学年～ ２年国語「名前を見てちょうだい」

65 森山京 低学年～ １年国語「おとうとねずみチロ」

66 １年生の本だな １年

67 ２年生の本だな ２年

68 ３年生の本だな ３年

69 ４年生の本だな ４年

70 ５年生の本だな ５年

71 ６年生の本だな ６年

72 この本を読んでみよう＜低学年向け＞ 低学年～ 図書館利用ノート「この本を読んでみよう」掲載本

73 この本を読んでみよう＜中学年向け＞ 中学年～ 図書館利用ノート「この本を読んでみよう」掲載本

74 この本を読んでみよう＜高学年向け＞ 高学年～ 図書館利用ノート「この本を読んでみよう」掲載本

75 危機管理 低学年～ （身の守り方など）

76 防災 中学年～ （地震や災害のしくみ、備えなど）

77 いのち 低学年～ （命の誕生、赤ちゃんなど）

78 職業 高学年～ （いろいろな仕事、なるには）

79 まちたんけん 中学年～ （公共施設・警察署・消防署）


