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1
日本の歴史3　江戸時代（ポプラ
ディア情報館）

ポプラ社 2009

事典。
貴重な写真資料や図版が
満載。歴史上の重要人物や
用語などについてのコラム
が充実。巻末には年表のほ
か、調べ学習に役立つ博物
館・資料館の案内も掲載。

江戸の町の仕事　江戸のリサイクル　年中行
事　芝居小屋　相撲　浄瑠璃　近松門左衛門
錦絵　浮世絵　歌川広重　写楽　喜多川歌麿
葛飾北斎　東海道五十三次　富岳三十六景
十返舎一九　東海道中膝栗毛　藩校　寺子
屋　蘭学　杉田玄白　前野良沢　翻訳　蘭学
事始　ターヘル・アナトミア　解体新書　伊能
忠敬　大日本沿海輿地全図　本居宣長　国
学　回向院

★★★☆
☆

2 伝統芸能（ポプラディア情報館） ポプラ社 2007
事典（江戸時代に限定され
ない）目次　資料（もっと調
べよう）　索引

歌舞伎　芝居小屋　近松門左衛門　　落語
文楽（浄瑠璃）

★☆

3 日本の祭り事典 汐文社 2008
事典（江戸時代に限定され
ない）　日本全国地域の祭
p40隅田川花火大会

江戸三大祭（三社祭）　隅田川花火　年中行
事

★☆

4
衣食住の歴史（ポプラディア情報
館）

ポプラ社 2006
事典（江戸時代に限定され
ない）　江戸136-174　年
表、索引、博物館情報、

江戸の遊び、職人、リサイクル ★★☆☆

5 伝統工芸（ポプラディア情報館）
ポプラ社

2006

事典（江戸時代に限定され
ない）　資料館・体験工房・
HPの紹介、索引あり　20江
戸　82-83東京都

江戸

6
日本の文学（ポプラディア情報
館） ポプラ社

2008
事典（江戸時代に限定され
ない）時代順　70-99江戸時
代　索引　資料編

芝居小屋　東海道中膝栗毛　十返舎一九
歌舞伎　浄瑠璃　近松門左衛門

★☆☆

7
 ごみとリサイクル（ポプラディア情
報館） ポプラ社

2006
事典（江戸時代に限定され
ない）　18江戸のリサイクル

江戸の町、隅田川

8 年中行事（ポプラディア情報館）
ポプラ社

2009

事典（江戸時代に限定され
ない）索引あり　正月　節分
節句（桃　端午　七夕　重
陽）　餅つき

江戸の年中行事（五節句）　祭り　遊び

9 郷土料理（ポプラディア情報館）
ポプラ社

2009

事典（江戸時代に限定され
ない）　索引あり　都道府県
別の郷土料理　郷土の寿司
p15

江戸前寿司 ★☆

10 日本の伝統文化・芸能事典 汐文社 2006

事典（江戸時代に限定され
ない）　（目次：年中行事　生
活・風俗　伝統芸能・芸術）
索引、参考文献・サイトリスト

歌舞伎　相撲　落語　浮世絵　江戸前寿司 ★☆

平成23年度「学校図書館との連携による学習支援プロジェクト」
国立国会図書館国際子ども図書館

荒川区立第三峡田小学校　　6年生・2学期　　社会科歴史「江戸の文化と新しい学問」

調べ学習用ブックリスト

＜学習用ブックリスト作成手順　ステップ（5）＞
　資料を使った授業を効果的に行うには、その授業や児童に合った資料を揃えることが重要です。
　授業者インタビューや授業案、選書用キーワード（記録②参照）をもとに図書館員が一次選書したリストを、授業者、学校司書、学校図
書館支援室の指導員、国際子ども図書館職員、プロジェクト主査とで資料現物を見ながら検討し、「江戸の文化と新しい学問」用ブックリ
ストを作りました。知識の本を中心とした「調べ学習用ブックリスト」と読み物を中心とした「発展学習用ブックリスト」の2種類があり
ます。これらのリストの資料は、当該単元の学習期間中は教室に別置し、朝読書等で児童が自由に読めるようにしました。
　なお、このブックリストは、荒川区立第三峡田小学校6年生の「江戸の文化と新しい学問」調べの授業で使うことを目的に作成したもの
です。当該授業以外で使用する場合は、使用される授業に合わせて、アレンジされることをお勧めします。

第三峡田小学校 記録 ③-1
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11 21世紀こども百科食べもの館 小学館 2007
事典（江戸時代に限定され
ない）　30-31寿司　200-203
年中行事

江戸前寿司　年中行事 ☆☆

12
日本の歴史人物（ポプラディア情
報館）

ポプラ社 2006 人物事典

近松門左衛門　歌川広重　東洲斎写楽　喜
多川歌麿　葛飾北斎　十返舎一九　杉田玄
白　前野良沢　伊能忠敬　本居宣長　吉田松
陰

★☆☆

13
知っててほしい江戸幕府の世に
活躍した人びと : 江戸時代

あかね書房 2000 人物事典風
杉田玄白　前野良沢　伊能忠敬　十返舎一
九　歌川広重　東洲斎写楽　　葛飾北斎

★★☆

14
日本を変えた53人 : 人物日本の
歴史. 5

学習研究社 2002 人物事典風
近松門左衛門　本居宣長　杉田玄白　伊能
忠敬　歌川広重

★★☆

15
もっと知りたい!人物伝記事典.
1(芸術・宗教)

フレーベル
館

2003

人物事典　人によって取り
上げ方法が違う。生涯、関
連本をカラーで紹介。広重
12-16　北斎88　近松91

歌川広重　葛飾北斎　近松門左衛門
★★★☆
☆☆

16
もっと知りたい!人物伝記事典.
4(学問・科学技術・産業)

フレーベル
館

2003

人物事典　人によって取り
上げ方法が違う。生涯、関
連本をカラーで紹介。本居
16-19　杉田20-23　伊能
24-27

本居宣長　杉田玄白　伊能忠敬 ☆

17
時代のヒーローたちのホントの話
: 100人のおもしろ歴史人物伝

ポトス出版 2004
人物伝　見開きモノクロ、エ
ピソード

伊能忠敬　東洲斎写楽　葛飾北斎 ★☆

18
教科書に出てくる歴史ビジュアル
実物大図鑑

ポプラ社 2010

教科書に出てくる数々の歴
史史料を、実物大で紹介。
P142江戸図,152越後屋,156
芝居場,164解体新書,166浮
世絵,168伊能忠敬

歌舞伎　江戸の商売　芝居小屋　解体新書
浮世絵　大日本沿海輿地全図

面白い。教科書に出てい
る部分が実物大で示され
ている。

★☆☆

19
楽しく調べる東京の歴史 : 東京
の歴史・人物・文化遺産

日本標準 2007

東京の教員が作成した本
（東京都小学校社会科研究
会編著）時代順　p49-江戸
88回向院観臓記念碑の写
真　91吉田松陰記念碑

江戸の商売、年中行事、隅田川、芝居小屋、
歌舞伎、相撲、錦絵、十返舎一九、葛飾北
斎、歌川広重、前野良沢、杉田玄白、回向
院、解体新書、ターヘル・アナトミア、翻訳、
蘭学事始、伊能忠敬、吉田松陰

★

20
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）

学研教育出
版

2010

江戸の町では人々はどのよ
うにくらしていたのだろう。元
禄文化とはどのようなもの
だったのだろう。など

江戸のリサイクル　江戸の商売　近松門左衛
門

21
歴史の流れがわかる時代別新・
日本の歴史. 8（江戸時代. 後期）

学研教育出
版

2010

蘭学や国学などの新しい学
問にはどんなものがあって、
どんな影響があったのだろ
う。

寺子屋　藩校　国学　本居宣長　蘭学　杉田
玄白　解体新書　伊能忠敬　大日本沿海輿
地全図　寺社へのお参り　浮世絵　歌川広重
東洲斎写楽　喜多川歌麿　年中行事

★★☆

22
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 : 江戸時代）

あかね書房 2010
索引　見開きカラー図版が
多い　40千住小塚原刑場
（荒川区）

町人のくらし　江戸のリサイクル　江戸の商売
歌舞伎　浄瑠璃　近松門左衛門　錦絵　浮世
絵　歌川広重　東洲斎写楽　喜多川歌麿　葛
飾北斎　宿場町　東海道五十三次　富嶽三
十六景　寺子屋　藩校　蘭学　杉田玄白　前
野良沢　ターヘル・アナトミア　解体新書　伊
能忠敬　大日本沿海輿地全図　本居宣長
国学

★☆

23
見る・読む・わかる日本の歴史
3；近世

朝日新聞社 1992
年表あり　60街道宿場町
90芝居小屋　98伊能図　92
手習塾　95蘭学

蘭学　杉田玄白　前野良沢　ターヘル・アナト
ミア　解体新書　伊能忠敬　大日本沿海輿地
全図

調べ学習用ブックリスト
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24 調べて学ぶ日本の衣食住. 衣 大日本図書 1997
時代別(現代から古代へ）
年表あり　p24-33　p26仕事
着、浮世絵、p32呉服店

江戸の町人のくらし

25 調べて学ぶ日本の衣食住. 食 大日本図書 1997
時代別(現代から古代へ）
年表あり　41江戸の外食料
理　44-45町民の食生活

江戸前寿司 ★☆☆

26 調べて学ぶ日本の衣食住. 住 大日本図書 1997
時代別(現代から古代へ）
年表あり　32-41江戸

江戸の町人のくらし

27
調べる学習日本の歴史. 3 江戸
幕府の政治と文化

国土社 2008
監修　図版多用、ルビあり。
人物コラム　索引　人物クイ
ズ（23近松　54吉田）

江戸の町の仕事　江戸のリサイクル　年中行
事　芝居小屋　相撲　浄瑠璃　近松門左衛門
錦絵　浮世絵　歌川広重　東洲斎写楽　喜多
川歌麿　葛飾北斎　　十返舎一九　東海道中
膝栗毛　藩校　寺子屋　蘭学　杉田玄白　前
野良沢　翻訳　蘭学事始　ターヘル・アナトミ
ア　解体新書　伊能忠敬　大日本沿海輿地
全図　本居宣長　国学　吉田松陰

★★☆

28
人物なぞとき日本の歴史. 5  江
戸時代中期・後期

小峰書店 2008

見開き　人物を中心にした
Q&A　年表・人物・コラム・索
引　クローズアップ（10交通・
都市。商業　20学校　40旅）

江戸の町の仕事　浄瑠璃　近松門左衛門
浮世絵　歌川広重　東洲斎写楽　喜多川歌
麿　葛飾北斎　東海道五十三次　富岳三十
六景　十返舎一九　東海道中膝栗毛　藩校
寺子屋　蘭学　杉田玄白　前野良沢　翻訳
蘭学事始　ターヘル・アナトミア　解体新書
伊能忠敬　大日本沿海輿地全図　本居宣長
国学　回向院　吉田松陰

★★☆☆

29
ひとり調べができる時代別日本の
歴史 ; 7 江戸時代(前期)

学習研究社 1997
見開き　疑問文で問いかけ
る。

芝居小屋　東海道中膝栗毛　十返舎一九
歌舞伎　浄瑠璃　近松門左衛門

★☆

30
ひとり調べができる時代別日本の
歴史 ; 8　江戸時代(後期)

学習研究社 1997
見開き　疑問文で問いかけ
る。人物　年表　博物館情
報あり

浮世絵　国学　落語　年中行事 ★☆

31
歴史おもしろ新聞. 第8巻 吉宗、
享保の改革を行う : くずれゆく幕
府(江戸時代中期～後期)

ポプラ社 1990
年表　索引あり　漫画やイラ
スト入り新聞形式

杉田玄白　前野良沢　翻訳　蘭学事始　ター
ヘル・アナトミア　解体新書　本居宣長　国学
伊能忠敬　大日本沿海輿地全図　東海道中
膝栗毛　十返舎一九　寺子屋　芝居小屋　歌
舞伎

★☆☆

32
こども歴史新聞. 中巻 室町(戦国)
時代-江戸時代

世界文化社 1999
漫画やイラスト入りの見開き
新聞形式。年表、索引

伊能忠敬　東海道五十三次　相撲　寺子親
食べ物　長屋　浮世絵　江戸のゴミ

☆

33
一目でわかる江戸時代 : 地図・グ
ラフ・図解でみる

小学館 2004

ちょっと難しめ（できる子向
け）　見開きカラー図版　地
図・グラフ・図解のよる解説
目次・参考引用文献リスト
（人びとのくらし　自然環境と
人口　生産と流通　レジャー
と文化　幕藩体制と対外関
係）

江戸の町の仕事　年中行事　江戸のゴミ（リサ
イクル）　江戸の商売　寺社へのお参り　伊能
忠敬　寺子屋　藩校　隅田川　吉田松陰

おもしろいグラフが示され
ている。

★

34
農民・町民とその文化 : 江戸時
代 2 （人物・遺産でさぐる日本の
歴史 : 調べ学習に役立つ ; 10 ）

小峰書店 1998

ちょっと難しめ（できる子向
け）　モノクロ縦書き　索引
年表あり（第1章　町の人び
ととくらし　第2章　民衆の文
化と発展）

江戸の町の仕事　浄瑠璃　歌舞伎　浮世絵
芝居小屋　歌川広重　十返舎一九　東海道
中膝栗毛　宿場町　国学　蘭学　本居宣長
翻訳　解体新書　藩校　寺子屋

昔ながらの調べ学習本。

35
大江戸ファンタジー～ユミとケンタ
の江戸への冒険

パロディー
社

2002
『先生と司書が選んだ調べ

るための本』
＊

より
江戸の年中行事　寺子屋 ☆

36
葛飾北斎 : 絵本画集（おはなし
名画シリーズ ; 19）

博雅堂出版 2006
『先生と司書が選んだ調べ

るための本』
＊

より
葛飾北斎　富嶽三十六景 ☆

調べ学習用ブックリスト
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37
町人の研究 : 江戸時代の町人の
くらしと文化 調べ学習日本の歴
史 ; 14

ポプラ社 2001
『先生と司書が選んだ調べ

るための本』
＊

より
江戸の町の仕事　江戸の年中行事

きちんと作られている。情
報が多い。

★☆

38 絵本夢の江戸歌舞伎 岩波書店 2001
『先生と司書が選んだ調べ

るための本』
＊

より
歌舞伎、芝居小屋

・絵は美しいが、巻末の
解説は難しい。
・絵だけで十分な子どもも
いるので、あってもいい。

★☆

39
落語でわかる江戸のくらし. 1（江
戸の町人のくらし）

学研教育出
版

2010 江戸の町の仕事　寺子屋 ★★☆

40
落語でわかる江戸のくらし. 2（江
戸の社会のしくみ）

学研教育出
版

2010 江戸の町の仕事 ☆

41
落語でわかる江戸のくらし. 3（江
戸のリサイクルと科学技術）

学研教育出
版

2010
江戸の町の仕事　江戸のゴミ（リサイクル）
解体新書

★☆☆

42
落語でわかる江戸のくらし. 4（江
戸の職業）

学研教育出
版

2010 江戸の町の仕事　江戸の商売 ★☆☆

43
落語でわかる江戸のくらし. 5（江
戸の人々の楽しみ）

学研教育出
版

2010
歌舞伎　浄瑠璃　芝居小屋　落語　江戸の年
中行事（花火）　寺社へのお参り

★☆☆

44
江戸のしごとば1（売る・つくるほ
か）

汐文社 2010 江戸の町の仕事　江戸の商売 ★☆

45
江戸のしごとば2（とる・加工する
ほか）

汐文社 2011 江戸の町の仕事　江戸の商売

46
江戸のしごとば3（教える・楽しま
せるほか）

汐文社 2012 江戸の町の仕事　芝居小屋　寺子屋　相撲

47
江戸のくらしから学ぶ『もったいな
い』. 第1巻　　ゴミをへらす知恵

汐文社 2008
漫画と簡単な解説で絵が中
心　11物売り　19江戸野菜
26修理屋

江戸のゴミ（リサイクル）　江戸の町の仕事

48
江戸のくらしから学ぶ『もったいな
い』. 第2巻　快適にすごす工夫

汐文社 2009
漫画と簡単な解説で絵が中
心　6家の便利な道具　18お
楽しみ

江戸のゴミ（リサイクル）　相撲　年中行事　歌
舞伎　落語

49
江戸のくらしから学ぶ『もったいな
い』. 第3巻　ムダを出さない社会

汐文社 2009
漫画と簡単な解説で絵が中
心　27食べ物

江戸のゴミ（リサイクル）

50
切絵図・現代図で歩く江戸東京
散歩

人文社 2002
一般書　古地図　荒川区
（p.76、p.46）

小塚原　回向院

古地図は面白い。子ども
達は自分の住んでいる所
を探したりできる。調べな
いで、ずっと見てしまう子
もいるかもしれない。

51 江戸・東京歴史の散歩道6 街と暮らし社 2003 一般書　荒川区 小塚原　回向院

52
東京江戸たんけんガイド : 行って
みよう

PHP研究所 2003
p61延命寺（小塚原刑場
跡）、回向院

吉田松陰　回向院　寺社参り 面白い

53
絵で見るたのしい古典. 8 東海道
中膝栗毛

学習研究社 1990

国語・社会の学習向　写真
や浮世絵、囲み解説・イラス
ト解説（旅の持ち物）　p57
作品をもっとよく知るために

十返舎一九　東海道中膝栗毛　東海道五十
三次　歌川広重　寺社参り

・国語の文脈での本。
・古典本文だけでなく、古
典自体についても詳しく
書かれているので使え
る。東海道中膝栗毛は資
料が少ないので、この
キーワードを調べる子用
に一冊必要。

54 知って楽しい花火のえほん
あすなろ書
房

2008 p26-27江戸の花火 江戸の年中行事（花火）
・最近、花火の本が出版
されるようになってきた

★★★☆

55
衣食住にみる日本人の歴史 ;
4(江戸時代～明治時代)  江戸市
民の暮らしと文明開化

あすなろ書
房

2002

江戸時代(完成した巨大都
市「江戸」　小袖と髪飾り　江
戸市民の芝居見物　　表店
と裏店　花見弁当と祝い膳
街道と宿場町

芝居　江戸前寿司

落語を導入に、江戸文化を
紹介する。 参考文献あり 年
表あり 索引あり

参考文献、目次、索引あり

これは子供が飛びつきそ
う。コラムはきちんとしてい
るので調べにも使える

子どもは、現在の「しごと
ば」がとても好きなので、
この本も好きだと思う。

調べ学習用ブックリスト
4 / 8 ページ



No. 書名 出版者 出版年 補記（数字は記載頁） 本に含まれる主なキーワード 選書検討時のコメント
児童
**

56
ビジュアル 日本の歴史 (ニューワ
イドずかん百科)

学習研究社 2006
ｐ164-233江戸時代　　豊富
な写真資料、イラストで時
代、人物、生活がわかる

江戸時代
写真が多く、子どもが手
にとりやすい。

★

57
江戸の町 上 (日本人はどのように
建造物をつくってきたか 4)

草思社 2010
目次のみで索引なし。モノク
ロ見開き１テーマで絵がつき
詳細な解説。

江戸の年中行事

・目次・索引がないので探
すのが難しい。読む力が
ある子には見開きで１
テーマを書いているの
で、良いだろう。書き抜き
も出来る。
→必要なテーマの個所を
フセンで示すことにしたい

58
江戸の町 下 (日本人はどのように
建造物をつくってきたか 5)

草思社 2010
目次のみで索引なし。モノク
ロ見開き１テーマで絵がつき
詳細な解説。

町人の生活

・目次・索引がないので探
すのが難しい。読む力が
ある子には見開きで２
テーマを書いているの
で、良いだろう。書き抜き
も出来る。
→必要なテーマの個所を
フセンで示すことにしたい

★★

59
市川染五郎の歌舞伎 　日本の伝
統芸能はおもしろい .1

岩崎書店 2002
市川染五郎が、歌舞伎の成
立から舞台裏まで紹介する

歌舞伎

江戸の歌舞伎に限定され
た本ではないが、歌舞伎
が現代にも続いているこ
とが分かり易い
→伝統芸能「歌舞伎のは
じまり」の項目をフセンを
付ける

☆

60
吉田簑太郎の文楽　日本の伝統
芸能はおもしろい .5

岩崎書店 2002
吉田簑太郎が文楽（江戸＝
浄瑠璃）の成り立ちから舞台
裏まで紹介する

浄瑠璃

61
日本のしきたり絵事典 : 行事や儀
式の「なぜ?」がわかる : 衣食住か
ら年中行事まで」

PHP研究所 2008 p32　50土用 江戸の年中行事

文字が大きく、図版が少
ないが、小学校中学年程
度の子どもの調べ学習に
向く。

62 江戸のくらしがわかる絵事典 PHP研究所 2003 町人の町の仕事

63 新都道府県クイズ. 2(関東) 国土社 2009
県別クイズ　伊能忠敬p51ク
イズ　54解説

伊能忠敬
伊能忠敬のエピソードが
おもしろい。

64
ふしぎがいっぱい!ニッポン文化.
2 南関東地方のふしぎ文化

旺文社 2009

地域別クイズ形式　カラー図
版　（五街道　日本橋　江戸
城　江戸の水道などクイズと
解説あり）

江戸前寿司

65
エコでござる : 江戸に学ぶ. 3の
巻 江戸のゆったりスローライフ

鈴木出版 2009
見開きで漫画と解説。江戸
と東京比較マップ、博物館
テーマパークの紹介

江戸のゴミ（リサイクル）　年中行事

66
木工品をつくる職人さん : 江戸指
物

ポプラ社 1998
江戸指物職人（荒川区　伝
統工芸）

江戸指物職人（荒川区　伝統工芸）　町人・
歌舞伎役者の家具

67
江戸しぐさから学ぼう 〈第1巻〉ま
ちかどの思いやり

汐文社 2007

肩引き　傘かしげ　いろいろ
なしぐさ　七三歩き　江戸の
なりたち　こぶし腰うかせ　ど
こまでが江戸のまち?　会釈
のまなざし　江戸の交通

江戸の町、江戸の交通

調べ学習用ブックリスト
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68
江戸しぐさから学ぼう 〈第2巻〉人
に対しての思いやり

汐文社 2008

時泥棒　指切りげんまん死
んだらごめん　うかつあやま
り　さしのべしぐさ　呑気しぐ
さ

町人の仕事

69
江戸しぐさから学ぼう 〈第3巻〉ま
ちかどの思いやり

汐文社 2008

ある家族の一日　お心肥や
し　三脱の教え　いろいろな
しぐさ　もったい大事　町人
の家のようす　いろいろな生
活道具　結界わきまえ　どん
なリサイクルがあったの?　こ
の世にいらぬ人間なし　江
戸のあそび

町人の家、生活用具、あそび、リサイクル

70
 みんなでめざそう循環型社会 :
マンガでわかる環境問題. 7

学習研究社 2009 学習漫画 江戸のゴミ（リサイクル）

・学習漫画は、調べには
使いにくい→必要なペー
ジだけコピーして、カード
資料を作る

**　★は、調べ学習時に当該資料を使用した児童の数。（なお、実際の授業では、本ブックリストの資料だけでなく、教科書や社会科資料集も使
用して調べ学習が行われた。）☆は、調べ学習時以外の時間も含め、当該資料を読んだ児童の数。一人につき、★または☆１つ。

*　鎌田和宏,中山美由紀編著『先生と司書が選んだ調べるための本　:　小学校社会科で活用できる学校図書館コレクション』　少年写真新聞
社，2008，159p

調べ学習用ブックリスト
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No. 書名 著者 出版者 出版年 補記
選書検討時のコメン

ト
児童
**

1 お江戸はやくちことば
杉山亮 文, 藤枝リュ
ウジ絵

河合楽器製作所・
出版事業部

1998
ILCL「子どものへや」資料
声に出してとなえると楽しい。

2 お江戸決まり文句
杉山亮 文, 藤枝リュ
ウジ絵

河合楽器製作所・
出版事業部

2000
ILCL「子どものへや」資料
時代劇などどこかで聞いた言
葉がたくさん。

3 お江戸なぞなぞあそび
杉山亮 文, 藤枝リュ
ウジ絵

河合楽器製作所・
出版事業部

2001 ILCL「子どものへや」資料

4
江戸のあかり : ナタネ油の旅と都市
の夜

塚本学文, 一ノ関圭
絵

岩波書店 1990

ILCL「子どものへや」資料
菜の花から絞った油が、町を
照らすまでを描く絵本。庶民
のくらし、歌舞伎の舞台など、
活き活きと伝わる。絵が美し
い

絵が丁寧。どこの図書
館でも持っている。汚く
なっても捨てないで。

☆

5
からくり玩具をつくろう : 江戸時代で
遊ぶ本

鎌田道隆,安田真紀
子編著

河出書房新社 2002
ILCL「子どものへや」資料
今でも売っている玩具もあり。
作り方も載っている。

・子どもは遊びが大好
き。どう手に取るか見た
い
・おもしろい。

6 お江戸の百太郎
那須正幹　文,長野
ヒデ子　画

岩崎書店 2004
ILCL「子どものへや」資料
シリーズあり。

☆

7 算法少女 遠藤寛子 筑摩書房 2006

ILCL「子どものへや」資料
和算書『算法少女』成立をめ
ぐる史実を児童向けにした歴
史小説の名作。和算が庶民
で広がっていたのもわかる。

8 しゃばけ 畠中恵 新潮社 2001

9 ぬしさまへ 畠中恵 新潮社 2003

10 ねこのばば 畠中恵 新潮社 2004

11 おまけのこ 畠中恵 新潮社 2005

12 ちんぷんかん 畠中恵 新潮社 2007

13 まんまこと 畠中恵 新潮社 2007

14 つくもがみ貸します 畠中恵 角川書店 2007

15 凛九郎①② 吉橋通夫 講談社 2006, 2007

16 なまくら 吉橋通夫 講談社 2005

17 異界から落ち来る者あり 上下 香月日輪 理論社 2006

18 封印の娘 香月日輪 理論社 2007

19 南総里見八犬伝 浜たかや 偕成社 2002 ☆

20 肥後の石工 今西祐行 岩波書店 2001

21 時の扉をくぐり 甲田天 BL出版 2008

22 京のかざぐるま 吉橋通夫 日本標準 2007

『調べるための本』*より

荒川区立第三峡田小学校　　　6年生・2学期　社会科歴史「江戸の文化と新しい学問」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発展学習用ブックリスト

平成23年度「学校図書館との連携による学習支援プロジェクト」
国立国会図書館国際子ども図書館

子どもが大好きな遊び
が載っている本

第三峡田小学校 記録 ③-2

発展用ブックリスト
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No. 書名 著者 出版者 出版年 補記
選書検討時のコメン

ト
児童
**

23 ばけものつかい 川端誠 クレヨンハウス 1994 ☆

24 はつてんじん 川端誠 クレヨンハウス 1996 ☆☆

25 まんじゅうこわい 川端誠 クレヨンハウス 1996

26 じゅげむ 川端誠 クレヨンハウス 1998 ☆☆☆

27 おにのめん 川端誠 クレヨンハウス 2001 ☆

28 めぐろのさんま 川端誠 クレヨンハウス 2001 ☆

29 たのきゅう 川端誠 クレヨンハウス 2003 ☆☆

30 いちがんこく 川端誠 クレヨンハウス 2004 ☆

31 そばせい 川端誠 クレヨンハウス 2005

32 たがや 川端誠 クレヨンハウス 2006

33 おおおかさばき 川端誠 クレヨンハウス 2007 ☆☆

34 ときそば 川端誠 クレヨンハウス 2008 ☆

35 ひとめあがり 川端誠 クレヨンハウス 2008 ☆

36 かえんだいこ 川端誠 クレヨンハウス 2010 ☆

37 林家木久蔵の子ども落語. その1 林家木久蔵 フレーベル館 1998
落語　お殿さま・おさむらい編
文献あり

38 林家木久蔵の子ども落語. その2 林家木久蔵 フレーベル館 1998
落語　かわいい動物・ゆうれ
い編　文献あり

39 林家木久蔵の子ども落語. その3 林家木久蔵 フレーベル館 1998
落語　わんぱく少年・どろぼう
編　文献あり

40 林家木久蔵の子ども落語. その4 林家木久蔵 フレーベル館 1998
落語　おもしろトンチ編　文献
あり

41 林家木久蔵の子ども落語. その5 林家木久蔵 フレーベル館 1999
落語　まぬけな人たち編　文
献あり

☆

42 林家木久蔵の子ども落語. その6 林家木久蔵 フレーベル館 1999
落語　おさわがせな人たち編
文献あり

☆

43  こども古典落語. 1 小島貞二 アリス館 1986 落語　あっぱれ!わんぱく編 ☆

44  こども古典落語. 2 小島貞二 アリス館 1988 落語　歴史とんち人物編

45  こども古典落語. 3 小島貞二 アリス館 1986 落語　 うらめしやオバケ編

46  こども古典落語. 4 小島貞二 アリス館 1986 落語　トンチンカン長屋編

47  こども古典落語. 5 小島貞二 アリス館 1986 落語　江戸っ子かわりもの編

48
てんぐの酒もり（きみにもなれる落語
の達人 ; 4）

桂文我 岩崎書店 2001 落語

**　☆は、調べ学習時以外の時間も含め、当該資料を読んだ児童の数。一人につき、☆１つ。

*　鎌田和宏,中山美由紀編著『先生と司書が選んだ調べるための本　：　小学校社会科で活用できる学校図書館コレクション』　少年写真新聞
社，2008，159p

落語絵本
授業導入時に読み聞
かせで紹介してもよい

発展用ブックリスト
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