
パック名 ページ 冊数 貸出期間

日光A 1 20 ２週間

日光B 2 20 ２週間

白川郷・高山 3 20 ２週間

富士山 4 20 ２週間

鎌倉 5 40 ４週間

仕事 7 40 ４週間

仕事（ティーンズ） 9 40 ４週間

世界の国々 11 40 ４週間

世界の国々～国別セット～ 13 40 ４週間

戦争と平和 15 40 ４週間

日本の世界遺産 17 40 ４週間

日本の産業 19 40 ４週間

福祉A 21 40 ４週間

福祉B 23 40 ４週間

昔のくらし 25 40 ４週間

環境A（ごみ） 27 20 ４週間

環境B 28 20 ４週間

記号・マーク 29 20 ４週間

NEW 警察・消防 30 20 ４週間

NEW 米づくり 31 20 ４週間

自動車 32 20 ４週間

すがたをかえる食べもの 33 20 ４週間

じどう車くらべ 34 20 ４週間

どうぶつのあかちゃん 35 20 ４週間

水 36 20 ４週間

学習パック名 一覧表



①利用申込書(学習パック）

　　　平成 年 月 日（　　）

児童担当　　　　宛

１　貸出希望パック

２　搬送について　　（○をしてください）

　　　　図書館での搬送を希望する　　　　　　　　学校等で搬送する

３　貸出希望期間　　（４週間以内　　＊修学旅行は２週間以内）

　授業等で実際に使用する期間を記入してください。

　図書館で搬送する場合は、その前後で貸出・返却の搬送について、調整します。

　　　　　　　月　　　　　　日　　（　　　）　～　　　　月　　　　　　日　　（　　　）　

４　連絡担当者　　（学校図書館専門員の方など、勤務日の関係で不在が多い場合は

　　　　　　　　　　　担当指導教諭の氏名も併記してください。）

　　　学校名：

　　　使用する学年：

　　　使用する教科：

　　　担当者：

　　　連絡先：

５　その他通信欄　　（ご要望等ありましたら、お書きください）

　　担当：

鎌倉市学習パック貸出を申し込みます。

（申込は１パック1枚です。ご希望セットごとに、申し込みをしてください。）

かまくら読書活動支援センター

　　　　　（深沢図書館内） 　　送信者（学校名）：　

　　　　電話：０４６７－４８－００２２ 　　電話：０４６７－

　　　　ＦＡＸ：０４６７－４３－５６７６ 　　FAX：０４６７－



※学習パック「日光」は１セット２０冊パック　貸出期間２週間

書　　　　　　　　名 著　　　　　者 出版社 出版年
貸出時

✔
返却時

✔

1 るるぶ日光那須鬼怒川塩原　’１８ (ＪＴＢパブリッシング／編） ＪＴＢパブリッシング 2017

2 るるぶ日光那須鬼怒川塩原　’１８ (ＪＴＢパブリッシング／編） ＪＴＢパブリッシング 2017

3 現地の人に聞く！日光修学旅行ガイド 日光市観光協会∥監修 ポプラ社 2017

4 日光　鬼怒川　（タビハナ） (ＪＴＢパブリッシング／編） ＪＴＢパブリッシング 2010

5 日光　鬼怒川　（タビハナ） (ＪＴＢパブリッシング／編） ＪＴＢパブリッシング 2010

6
修学旅行で行ってみたい日本の世界遺産　１
知床／白神山地／日光の社寺／平泉／鎌倉

本田純ほか／著 岩崎書店 2007

7 修学旅行の本　日光　新版 修学旅行研究会／編 国土社 2007

8 修学旅行の本　日光　新版 修学旅行研究会／編 国土社 2007

9 修学旅行の本　日光　新版 修学旅行研究会／編 国土社 2007

10
日光・戦場ヶ原・奥鬼怒
（ブルーガイドてくてく歩き）

ブルーガイド編集部／編 実業之日本社 2010

11
日光・戦場ヶ原・奥鬼怒
（ブルーガイドてくてく歩き）

ブルーガイド編集部／編 実業之日本社 2010

12 奥日光フィールド図鑑 奥日光自然史研究会／編 下野新聞社 2009

13 日光・那須　’１８　（マップルマガジン） (昭文社／編） 昭文社 2017

14 日光・那須　’１８　（マップルマガジン） (昭文社／編） 昭文社 2017

15 Ｔａｂｉｍｏ日光・那須 (昭文社／編） 昭文社 2010

16 Ｔａｂｉｍｏ日光・那須 (昭文社／編） 昭文社 2010

17 Ｔａｂｉｍｏ日光・那須 (昭文社／編） 昭文社 2010

18
たっぷり日光歴史ウォーキング
世界遺産！徳川三代の聖地を歩く

池上真由美ほか／著・写真 水曜社 2006

19 日光　（地図で旅する日本の世界遺産） 中田真二／執筆・写真 東京地図出版 2008

20
みんなが知りたい！「世界遺産」がわかる本
日本編

カルチャーランド／著 メイツ出版 2008

鎌倉市学習パック　書名リスト　「修学旅行＊日光Ａ」　　　　

　かまくら読書活動支援センター
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※学習パック「日光」は１セット２０冊パック　貸出期間２週間

書　　　　　　　　名 著　　　　　者 出版社 出版年
貸出時

✔
返却時

✔

1 るるぶ日光那須鬼怒川塩原　’１８ (ＪＴＢパブリッシング／編） ＪＴＢパブリッシング 2017

2 るるぶ日光那須鬼怒川塩原　’１８ (ＪＴＢパブリッシング／編） ＪＴＢパブリッシング 2017

3 現地の人に聞く！日光修学旅行ガイド 日光市観光協会∥監修 ポプラ社 2017

4 日光　鬼怒川　（タビハナ） (ＪＴＢパブリッシング／編） ＪＴＢパブリッシング 2010

5 日光　鬼怒川　（タビハナ） (ＪＴＢパブリッシング／編） ＪＴＢパブリッシング 2010

6
修学旅行で行ってみたい日本の世界遺産　１
知床／白神山地／日光の社寺／平泉／鎌倉

本田純ほか／著 岩崎書店 2007

7
修学旅行で行ってみたい日本の世界遺産　１
知床／白神山地／日光の社寺／平泉／鎌倉

本田純ほか／著 岩崎書店 2007

8 修学旅行の本　日光　新版 修学旅行研究会／編 国土社 2007

9 修学旅行の本　日光　新版 修学旅行研究会／編 国土社 2007

10
日光・戦場ヶ原・奥鬼怒
（ブルーガイドてくてく歩き）

ブルーガイド編集部／編 実業之日本社 2010

11
日光・戦場ヶ原・奥鬼怒
（ブルーガイドてくてく歩き）

ブルーガイド編集部／編 実業之日本社 2010

12
日光・戦場ヶ原・奥鬼怒
（ブルーガイドてくてく歩き）

ブルーガイド編集部／編 実業之日本社 2010

13 日光・那須　’１８　（マップルマガジン） (昭文社／編） 昭文社 2017

14 日光・那須　’１８　（マップルマガジン） (昭文社／編） 昭文社 2017

15 Ｔａｂｉｍｏ日光・那須 (昭文社／編） 昭文社 2010

16 Ｔａｂｉｍｏ日光・那須 (昭文社／編） 昭文社 2010

17
たっぷり日光歴史ウォーキング
世界遺産！徳川三代の聖地を歩く

池上真由美ほか／著・写真 水曜社 2006

18 世界の三猿　見ざる、聞かざる、言わざる 中牧弘允／著 東方出版 1997

19
みんなが知りたい！「世界遺産」がわかる本
日本編

カルチャーランド／著 メイツ出版 2008

20
みんなが知りたい！「世界遺産」がわかる本
日本編

カルチャーランド／著 メイツ出版 2008

鎌倉市学習パック　書名リスト　「修学旅行＊日光Ｂ」　　　　

　かまくら読書活動支援センター
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書　　　　　　　　名 著　　　　　者 出版社 出版年
貸出時

✔
返却時

✔

1 飛騨高山・白川郷 [ことりっぷ] ２版 昭文社 2012

2 飛騨高山・白川郷 [ことりっぷ] ２版 昭文社 2012

3 飛騨高山・白川郷・上高地 [楽楽　中部　５] ＪＴＢパブリッシング 2014

4 飛騨高山・白川郷・上高地 [楽楽　中部　５] ＪＴＢパブリッシング 2014

5
飛騨高山 ’１７ [まっぷるマガジン]
白川郷・下呂温泉

昭文社 2016

6
飛騨高山 ’１７ [まっぷるマガジン]
白川郷・下呂温泉

昭文社 2016

7
るるぶ岐阜 ’１６ [るるぶ情報版]
飛騨高山　白川郷

ＪＴＢパブリッシング 2015

8
るるぶ岐阜 ’１６ [るるぶ情報版]
飛騨高山　白川郷

ＪＴＢパブリッシング 2015

9
るるぶ富山立山黒部五箇山白川郷
 ’１６～’１７

ＪＴＢパブリッシング 2016

10
るるぶ富山立山黒部五箇山白川郷
 ’１６～’１７

ＪＴＢパブリッシング 2016

11
世界に誇る日本の世界遺産 ２
日光　小笠原諸島　白川郷・五箇山

西村幸夫／監修 ポプラ社 2014

12
世界に誇る日本の世界遺産 ２
日光　小笠原諸島　白川郷・五箇山

西村幸夫／監修 ポプラ社 2014

13
世界に誇る日本の世界遺産 ２
日光　小笠原諸島　白川郷・五箇山

西村幸夫／監修 ポプラ社 2014

14
修学旅行で行ってみたい日本の世界遺産 ４
中部～中国地方の世界遺産 新版

岩崎書店 2014

15
修学旅行で行ってみたい日本の世界遺産 ４
中部～中国地方の世界遺産 新版

岩崎書店 2014

16
飛騨高山観光パンフレット
飛騨高山ゆかりの歴史的人物「歴史まち歩き」ガイドブック／
秋・春の高山祭り／ぶり街道／東山遊歩道（城下町高山の歴史）など

高山市

17 白川郷パンフレット
アクセスイラストマップ２枚・白川郷合掌造り集落（冊子）１冊

白川町

18 高山祭 [山本茂実の絵本] 山本茂実／文 草土文化 1987

19
しらかわのみんか
合掌造りのできるまで

島田アツヒト／文と絵 小峰書店 2002

20 白川郷合掌造Ｑ＆Ａ 宮澤智士／著 智書房 2005

鎌倉市学習パック　書名リスト　「白川郷・高山」　　　　

　かまくら読書活動支援センター
※学習パック「白川郷・高山」は１セット２０冊　貸出期間　２週間
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書　　　　　　　　名 著　　　　　者 出版社 出版年
貸出時

✔
返却時

✔

1
富士山のふしぎ１００
日本一の山世界遺産・富士山のなぜ

尾形真隆／ほか写真 偕成社 2014

2
富士山のふしぎ１００
日本一の山世界遺産・富士山のなぜ

尾形真隆／ほか写真 偕成社 2014

3
富士山のふしぎ１００
日本一の山世界遺産・富士山のなぜ

尾形真隆／ほか写真 偕成社 2014

4 まるごと観察富士山 鎌田浩毅／編著 誠文堂新光 2013

5 まるごと観察富士山 鎌田浩毅／編著 誠文堂新光 2013

6 まるごと観察富士山 鎌田浩毅／編著 誠文堂新光 2013

7
るるぶ富士山富士五湖御殿場富士宮 ’１６
[るるぶ情報版] (中部　１３)

ＪＴＢパブリッシング 2015

8
るるぶ富士山富士五湖御殿場富士宮 ’１６
[るるぶ情報版] (中部　１３)

ＪＴＢパブリッシング 2015

9
河口湖・山中湖　富士山 ’１６ [まっぷるマガ
ジン]

昭文社 2015

10
るるぶ河口湖山中湖富士山麓御殿場 ’１６
[るるぶ情報版]

ＪＴＢパブリッシング 2015

11 富士山 ’１６ [まっぷるマガジン]
富士五湖・富士宮

昭文社 2015

12 富士山 ’１６ [まっぷるマガジン]
富士五湖・富士宮

昭文社 2015

13 富士山の大図鑑 富士学会／監修 ＰＨＰ研究所 2013

14 富士山の大図鑑 富士学会／監修 ＰＨＰ研究所 2013

15 富士山大事典 １８８のなぞとふしぎ 富士学会／監修 くもん出版 2014

16 富士山大事典 １８８のなぞとふしぎ 富士学会／監修 くもん出版 2014

17 富士山大事典 １８９のなぞとふしぎ 富士学会／監修 くもん出版 2014

18
旅行で行ってみたい日本の世界遺産 ４
中部～中国地方の世界遺産 新版

岩崎書店 2014

19
世界に誇る日本の世界遺産 ３
富士山　紀伊山地

西村幸夫／監修 ポプラ社 2014

20 決定版！富士山まるごと大百科 佐野充／監修 学研教育出版 2014

鎌倉市学習パック　書名リスト　「富士山」　　　　

　かまくら読書活動支援センター
※学習パック「富士山」は１セット２０冊パック　貸出期間２週間
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※１セット４０冊です。貸出期間４週間　

書　　　　　　　　名 著　　　　　者 出版社 出版年
貸出時

✔
返却時

✔

1
江ノ電ー懐かしの電車名鑑
湘南の風景の中を走った全車両の記録

湘南倶楽部／編 ＪＴＢ 2003

2
江ノ電ー懐かしの電車名鑑
湘南の風景の中を走った全車両の記録

湘南倶楽部／編 ＪＴＢ 2003

3 鎌倉・横浜がわかる事典 深光富士男／著 PHP研究所 2009

4 鎌倉・横浜がわかる事典 深光富士男／著 PHP研究所 2009

5 鎌倉・横浜がわかる事典 深光富士男／著 PHP研究所 2009

6 鎌倉・横浜がわかる事典 深光富士男／著 PHP研究所 2009

7 鎌倉・横浜がわかる事典 深光富士男／著 PHP研究所 2009

8
人物や文化遺産で読み解く日本の歴史　３
源頼朝・平等院・源氏物語　平安・鎌倉時代

千葉昇／監修・指導 あかね書房 2010

9
日本の歴史パノラマ絵地図　３
鎌倉～室町時代

田代脩／監修 学習研究社 2005

10
歴史の流れがわかる時代別新・日本の歴史
４　鎌倉時代

木村茂光／監修 学研教育出版 2010

11
歴史の流れがわかる時代別新・日本の歴史
４　鎌倉時代

木村茂光／監修 学研教育出版 2010

12
歴史の流れがわかる時代別新・日本の歴史
４　鎌倉時代

木村茂光／監修 学研教育出版 2010

13
歴史の流れがわかる時代別新・日本の歴史
４　鎌倉時代

木村茂光／監修 学研教育出版 2010

14
歴史の流れがわかる時代別新・日本の歴史
４　鎌倉時代

木村茂光／監修 学研教育出版 2010

15 鎌倉仏像めぐり 本田不二雄／企画原案
学研パブ
リッシング

2010

16 鎌倉仏像めぐり 本田不二雄／企画原案
学研パブ
リッシング

2010

17 鎌倉仏像めぐり 本田不二雄／企画原案
学研パブ
リッシング

2010

18 繪本　義経ものがたり 村上豊／画 講談社 2006

19 鎌倉・江ノ電　（散歩の達人テーマ版mook） 都恋堂／編集・制作 交通新聞社 2010

20 鎌倉・江ノ電　（散歩の達人テーマ版mook） 都恋堂／編集・制作 交通新聞社 2010

鎌倉市学習パック　書名リスト　「鎌倉」　　　　

　かまくら読書活動支援センター
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書　　　　　　　　名 著　　　　　者 出版社 出版年
貸出時

✔
返却時

✔

21 修学旅行の本　箱根・鎌倉　新版 修学旅行研究会／編 国土社 2007

22 修学旅行の本　箱根・鎌倉　新版 修学旅行研究会／編 国土社 2007

23 修学旅行の本　箱根・鎌倉　新版 修学旅行研究会／編 国土社 2007

24 修学旅行の本　箱根・鎌倉　新版 修学旅行研究会／編 国土社 2007

25
人物なぞとき日本の歴史　３
鎌倉・室町時代

高野尚好／監修 小峰書店 2008

26
人物なぞとき日本の歴史　３
鎌倉・室町時代

高野尚好／監修 小峰書店 2008

27 源平の戦いと鎌倉幕府 古川清行／著 小峰書店 1998

28 鎌倉　気ままに電車とバスの旅　第７版 ブルーガイド編集部／編 実業之日本社 2010

29
たっぷり鎌倉歴史ウォーキング
義経・頼朝伝説を訪ねて　改訂新版

清水克悦／著 水曜社 2007

30
たっぷり鎌倉歴史ウォーキング
義経・頼朝伝説を訪ねて　改訂新版

清水克悦／著 水曜社 2007

31 鎌倉江ノ電ベストガイド　２０１１年版 成美堂出版編集部／編 成美堂出版 2010

32 タイムスリップ横須賀線 吉川文夫ほか／著 大正出版 2004

33 海・森・人　鎌倉　（日本の自然探険の旅） 松岡達英／作 大日本図書 1997

34 海・森・人　鎌倉　（日本の自然探険の旅） 松岡達英／作 大日本図書 1997

35 早わかり鎌倉・室町時代　 河合敦／著 日本実業出版社 2005

36
徹底大研究　日本の歴史人物シリーズ　３
源頼朝

河野美智子／文 ポプラ社 2003

37 源義経の大常識 河野美智子／文 ポプラ社 2004

38 四季折々に楽しむ鎌倉花の散歩道 オフィス・クリオ／著 メイツ出版 2010

39 江ノ電さんぽ Points　de　ｔｒｉcoｔ／編 リベラル社 2009

40 モンゴルが攻めてきた　鎌倉幕府最大の危機 小西聖一／著 理論社 2006
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※１セット４０冊です。貸出期間４週間　

書　　　　　　　　名 著　　　　　者 出版社 出版年
貸出時

✔
返却時

✔

1
はじめて知るみんなの未来の仕事
２１世紀にふさわしい仕事が２１８種類！

小泉隆義／企画・編集 学習研究社 2008

2
感動する仕事！泣ける仕事！　１
鉄道員・プロバスケット選手・棋士・ほか

日本児童文芸家協会
／編集・執筆

学研教育出版 2010

3
感動する仕事！泣ける仕事！　２
看護師・パテシィエ・郵便配達員ほか

日本児童文芸家協会
／編集・執筆

学研教育出版 2010

4
感動する仕事！泣ける仕事！　３
無農薬天日干し米農家・漁師・養豚農家ほか

日本児童文芸家協会
／編集・執筆

学研教育出版 2010

5
感動する仕事！泣ける仕事！　４
報道カメラマン・プロ野球球団通訳ほか

日本児童文芸家協会
／編集・執筆

学研教育出版 2010

6
感動する仕事！泣ける仕事！　５
声優・ピアニスト・作曲家・スーツアクターほか

日本児童文芸家協会
／編集・執筆

学研教育出版 2010

7
感動する仕事！泣ける仕事！　６
靴磨き職人・落語家・時計師・ほか

日本児童文芸家協会
／編集・執筆

学研教育出版 2010

8
感動する仕事！泣ける仕事！　７
宇宙飛行士・ロボット開発者・保育士ほか

日本児童文芸家協会
／編集・執筆

学研教育出版 2010

9
感動する仕事！泣ける仕事！　８
盲導犬歩行指導員・山岳警備隊・医師ほか

日本児童文芸家協会
／編集・執筆

学研教育出版 2010

10 新１３歳のハローワーク 村上龍／著 幻冬舎 2010

11
職場体験完全ガイド　１
医師・看護師・救急救命士

（ポプラ社／編） ポプラ社 2009

12
職場体験完全ガイド　２
警察官・消防官・弁護士

（ポプラ社／編） ポプラ社 2009

13
職場体験完全ガイド　３
大学教授・小学校の先生・幼稚園の先生

（ポプラ社／編） ポプラ社 2009

14
職場体験完全ガイド　４
獣医師・動物園の飼育係・花屋さん

（ポプラ社／編） ポプラ社 2009

15
職場体験完全ガイド　５
パン屋さん・パティシエ・レストランのシェフ

（ポプラ社／編） ポプラ社 2009

16
職場体験完全ガイド　６
野球選手・サッカー選手ほか

（ポプラ社／編） ポプラ社 2009

17
職場体験完全ガイド　７
電車の運転士・パイロット・宇宙飛行士

（ポプラ社／編） ポプラ社 2009

18
職場体験完全ガイド　８
大工・人形職人・カーデザイナー

（ポプラ社／編） ポプラ社 2009

19
職場体験完全ガイド　９
小説家・漫画家・ピアニスト

（ポプラ社／編） ポプラ社 2009

20
職場体験完全ガイド　１０
美容師・モデル・ファッションデザイナー

（ポプラ社／編） ポプラ社 2009

鎌倉市学習パック　書名リスト　「仕事」　　　　　

　かまくら読書活動支援センター
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書　　　　　　　　名 著　　　　　者 出版社 出版年
貸出時

✔
返却時

✔

21
職場体験完全ガイド　１１
国会議員・裁判官・外交官・海上保安官

（ポプラ社／編） ポプラ社 2010

22
職場体験完全ガイド　１２
陶芸家・染めもの職人・切子職人

（ポプラ社／編） ポプラ社 2010

23
職場体験完全ガイド　１３
携帯電話企画者・ゲームクリエイターほか

（ポプラ社／編） ポプラ社 2010

24
職場体験完全ガイド　１４
保育士・介護福祉士・理学療法士ほか

（ポプラ社／編） ポプラ社 2010

25
職場体験完全ガイド　１５
樹木医・自然保護官・風力発電エンジニア

（ポプラ社／編） ポプラ社 2010

26
職場体験完全ガイド　１６
花卉農家・漁師・牧場作業員・八百屋さん

（ポプラ社／編） ポプラ社 2010

27
職場体験完全ガイド　１７
新聞記者・テレビディレクターほか

（ポプラ社／編） ポプラ社 2010

28
職場体験完全ガイド　１８
銀行員・証券会社社員・保険会社社員

（ポプラ社／編） ポプラ社 2010

29
職場体験完全ガイド　１９
キャビンアテンダント・ホテルスタッフほか

（ポプラ社／編） ポプラ社 2010

30
職場体験完全ガイド　２０
お笑い芸人・俳優・歌手

（ポプラ社／編） ポプラ社 2010

31
お仕事ナビ １
食べ物を作る仕事

お仕事ナビ編集室／〔編〕 理論社 2014

32
お仕事ナビ ２
ゲームを作る仕事

お仕事ナビ編集室／〔編〕 理論社 2014

33
お仕事ナビ ３
 子どもに関わる仕事

お仕事ナビ編集室／〔編〕 理論社 2014

34
お仕事ナビ ４
 医療に関わる仕事

お仕事ナビ編集室／〔編〕 理論社 2015

35
お仕事ナビ ５
スポーツをする仕事

お仕事ナビ編集室／〔編〕 理論社 2015

36
お仕事ナビ ６
動物に関わる仕事

お仕事ナビ編集室／〔編〕 理論社 2015

37
お仕事ナビ ７
海と大地で働く仕事

お仕事ナビ編集室／〔編〕 理論社 2015

38
お仕事ナビ ８
人を守る仕事

お仕事ナビ編集室／〔編〕 理論社 2015

39
お仕事ナビ ９
飛行機に関わる仕事

お仕事ナビ編集室／〔編〕 理論社 2016

40
お仕事ナビ １０
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
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※１セット４０冊です。貸出期間４週間　

書　　　　　　　　名 著　　　　　者 出版社 出版年
貸出時

✔
返却時

✔

1 愛するサッカーを仕事にする本 フロムワン／編 アスペクト 2008

2
建築の仕事につきたい！
（教えて、先輩！私の職業シリーズ　１）

広瀬みずき／著 中経出版 2011

3
海上保安庁の仕事につきたい！
（教えて、先輩！私の職業シリーズ　２）

私の職業シリーズ取材班／著 中経出版 2011

4
インテリアコーディネーターの仕事につきた
い！（教えて、先輩！私の職業シリーズ　３）

久住博子／著 中経出版 2011

5
看護師の仕事につきたい！
（教えて、先輩！私の職業シリーズ　４）

坂本すが／著 中経出版 2011

6
病院で働く人たち
しごとの現場としくみがわかる！

浅野恵子／著 ぺりかん社 2009

7
駅で働く人たち
しごとの現場としくみがわかる！

浅野恵子／著 ぺりかん社 2010

8
学校で働く人たち
しごとの現場としくみがわかる！

松井大助／著 ぺりかん社 2010

9
放送局で働く人たち
しごとの現場としくみがわかる！

山中伊知郎／著 ぺりかん社 2010

10
介護施設で働く人たち
しごとの現場としくみがわかる！

松田尚之／著 ぺりかん社 2011

11
消防署・警察署で働く人たち
しごとの現場としくみがわかる！

山下久猛／著 ぺりかん社 2011

12
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　しごとの現場としくみがわか
る！

浅野恵子／著 ぺりかん社 2011

13
美術館・博物館で働く人たち
しごとの現場としくみがわかる！

鈴木一彦／著 ぺりかん社 2011

14
ホテルで働く人たち
しごとの現場としくみがわかる！

中村正人／著 ぺりかん社 2011

15
保育園・幼稚園で働く人たち
しごとの現場としくみがわかる！

木村明子／著 ぺりかん社 2012

16
レストランで働く人たち
しごとの現場としくみがわかる！

戸田恭子／著 ぺりかん社 2012

17
探検！ものづくりと仕事人
ジーンズ・スニーカー

山下久猛／著 ぺりかん社 2012

18 医師という生き方　（発見！しごと偉人伝） 茨木保／著 ぺりかん社 2010

19 教育者という生き方　（発見！しごと偉人伝） 三井綾子／著 ぺりかん社 2012

20 技術者という生き方　（発見！しごと偉人伝） 上山明博／著 ぺりかん社 2012

鎌倉市学習パック　書名リスト　「仕事＊ティーンズ　」　　　

　かまくら読書活動支援センター
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書　　　　　　　　名 著　　　　　者 出版社 出版年
貸出時

✔
返却時

✔

21
売るしごと　営業・販売・接客
（会社のしごと　１）

松井大助／著 ぺりかん社 2011

22
つくるしごと　研究・開発・生産・保守
（会社のしごと　２）

松井大助／著 ぺりかん社 2012

23
考えるしごと　企画・マーケティング
（会社のしごと　３）

松井大助／著 ぺりかん社 2012

24
警察官になるには
（なるにはｂｏｏｋｓ）

宍倉正弘／著 ぺりかん社 2009

25
国際公務員になるには
（なるにはｂｏｏｋｓ）

横山和子／著 ぺりかん社 2009

26
裁判官になるには
（なるにはｂｏｏｋｓ）

三木賢治／著 ぺりかん社 2009

27
トリマーになるには
（なるにはｂｏｏｋｓ）

井上こみち／著 ぺりかん社 2009

28
ライターになるには
（なるにはｂｏｏｋｓ）

大前仁・木村由香里／著 ぺりかん社 2009

29
映像技術者になるには
（なるにはｂｏｏｋｓ）

木村由香里／著 ぺりかん社 2010

30
コンピュータ技術者になるには
（なるにはｂｏｏｋｓ）

宍戸周夫／著 ぺりかん社 2010

31
小学校教師になるには
（なるにはｂｏｏｋｓ）

森川輝紀／編著 ぺりかん社 2010

32
消防官になるには
（なるにはｂｏｏｋｓ）

菅原順臣／著 ぺりかん社 2010

33
特別支援学校教師になるには
（なるにはｂｏｏｋｓ）

松矢勝宏ほか／編著 ぺりかん社 2010

34
パティシエになるには
（なるにはｂｏｏｋｓ）

辻製菓専門学校／編著 ぺりかん社 2010

35
社会福祉士・精神保健福祉士になるには
（なるにはｂｏｏｋｓ）

田中英樹・菱沼幹男／著 ぺりかん社 2011

36
農業者になるには
（なるにはｂｏｏｋｓ）

佐藤亮子／編著 ぺりかん社 2011

37
弁護士になるには
（なるにはｂｏｏｋｓ）

田中宏・山中伊知郎／著 ぺりかん社 2011

38
環境技術で働く
（なるにはｂｏｏｋｓ補巻）

藤井久子／著 ぺりかん社 2012

39
中学校・高校教師になるには
（なるにはｂｏｏｋｓ）

森川輝紀／編著 ぺりかん社 2012

40
ネイリストになるには
（なるにはｂｏｏｋｓ）

津留有希／著 ぺりかん社 2012
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※１セット４０冊です。貸出期間４週間　

書　　　　　　　　名 著　　　　　者 出版社 出版年
貸出時

✔
返却時

✔

1 世界がみえる地図の絵本 ブライアン・デルフ／作 あすなろ書房 2003

2
国際関係がよくわかる宗教の本　１
ヨーロッパとキリスト教

池上彰／著 岩崎書店 2006

3
国際関係がよくわかる宗教の本　２
アメリカのキリスト教・ユダヤ教

池上彰／著 岩崎書店 2006

4
国際関係がよくわかる宗教の本　３
中東とイスラム教

池上彰／著 岩崎書店 2006

5
国際関係がよくわかる宗教の本　４
アジアと仏教

池上彰／著 岩崎書店 2006

6
行ってみたいなあんな国こんな国　１
アジア　１　新版

東菜奈／作 岩崎書店 2010

7
行ってみたいなあんな国こんな国　２
アジア　２　新版

東菜奈／作 岩崎書店 2010

8
行ってみたいなあんな国こんな国　３
ヨーロッパ　１　新版

東菜奈／作 岩崎書店 2010

9
行ってみたいなあんな国こんな国　４
ヨーロッパ　２　新版

東菜奈／作 岩崎書店 2010

10
行ってみたいなあんな国こんな国　５
北米／オセアニア　新版

東菜奈／作 岩崎書店 2010

11
行ってみたいなあんな国こんな国　６
中南米　新版

東菜奈／作 岩崎書店 2010

12
行ってみたいなあんな国こんな国　７
アフリカ　新版

東菜奈／作 岩崎書店 2010

13
モノから知る日本と世界の結びつき　１
食べるモノから見る、日本と世界

保岡孝之／監修 学習研究社 2006

14
モノから知る日本と世界の結びつき　２
身につけるモノから見る、日本と世界

保岡孝之／監修 学習研究社 2006

15
モノから知る日本と世界の結びつき　３
暮らしのモノから見る、日本と世界

保岡孝之／監修 学習研究社 2006

16
モノから知る日本と世界の結びつき　４
学びのモノから見る、日本と世界

保岡孝之／監修 学習研究社 2006

17
モノから知る日本と世界の結びつき　５
遊びのモノから見る、日本と世界

保岡孝之／監修 学習研究社 2006

18
モノから知る日本と世界の結びつき　６
原料からモノがわかる、逆引き事典

保岡孝之／監修 学習研究社 2006

19
国別大図解世界の地理　１
アジアの国々　１　東・東南アジア

井田仁康／監修 学研教育出版 2010

20
国別大図解世界の地理　２
アジアの国々　２　南・西・中央アジア

井田仁康／監修 学研教育出版 2010

鎌倉市学習パック　書名リスト　「世界の国々」　　　　　

　かまくら読書活動支援センター
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書　　　　　　　　名 著　　　　　者 出版社 出版年
貸出時

✔
返却時

✔

21
国別大図解世界の地理　３
ヨーロッパの国々　１　西ヨーロッパ

井田仁康／監修 学研教育出版 2010

22
国別大図解世界の地理　４
ヨーロッパの国々　２　東ヨーロッパ

井田仁康／監修 学研教育出版 2010

23
国別大図解世界の地理　５
南北アメリカの国々

井田仁康／監修 学研教育出版 2010

24
国別大図解世界の地理　６
アフリカ・オセアニアの国々

井田仁康／監修 学研教育出版 2010

25
国別大図解世界の地理　７
テーマ別ビジュアル資料集　１

井田仁康／監修 学研教育出版 2010

26
国別大図解世界の地理　８
テーマ別ビジュアル資料集・総さくいん　２

井田仁康／監修 学研教育出版 2010

27
池上彰のニュースに登場する国ぐにのかげとひかり

１　東アジア・東南アジア・南アジア
稲葉茂勝／著 さ・え・ら書房 2008

28
池上彰のニュースに登場する国ぐにのかげとひかり

２　西アジア・アフリカ
稲葉茂勝／著 さ・え・ら書房 2009

29
池上彰のニュースに登場する国ぐにのかげとひかり

３　ヨーロッパ・ロシア
稲葉茂勝／著 さ・え・ら書房 2009

30
池上彰のニュースに登場する国ぐにのかげとひかり

４　南北アメリカ・南太平洋
稲葉茂勝／著 さ・え・ら書房 2009

31 世界のお金事典 平井美帆／文 汐文社 2006

32
コンビニ弁当１６万キロの旅
食べものが世界を変えている

コンビニ弁当探偵団／文
太郎次郎社
エディタス

2005

33 世界の国旗と国章大図鑑  ３訂版 苅安望／編著 平凡社 2008

34 フランスのごはん（絵本世界の食事） 銀城康子／文
農山漁村
文化協会

2006

35 韓国のごはん（絵本世界の食事） 銀城康子／文
農山漁村
文化協会

2007

36 中国のごはん（絵本世界の食事） 銀城康子／文
農山漁村
文化協会

2007

37 インドのごはん（絵本世界の食事） 銀城康子／文
農山漁村
文化協会

2007

38 ドイツのごはん（絵本世界の食事） 銀城康子／文
農山漁村
文化協会

2008

39 ブラジルのごはん（絵本世界の食事） 銀城康子／文
農山漁村
文化協会

2008

40 ロシアのごはん（絵本世界の食事） 銀城康子／文
農山漁村
文化協会

2009
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※１セット４０冊です。貸出期間４週間　

書　　　　　　　　名 著　　　　　者 出版社 出版年
貸出時

✔
返却時

✔

1
ロシア
　（地球の歩き方A31 2016～2017）

「地球の歩き方」編集室／著作編集 ダイヤモンド社 2016

2
アメリカ
　（地球の歩き方B01 2017～2018）

「地球の歩き方」編集室／著作編集 ダイヤモンド社 2017

3
イギリス
　（地球の歩き方A02 2017～2018）

「地球の歩き方」編集室／著作編集 ダイヤモンド社 2017

4
中国
　（地球の歩き方D01 2017～2018）

「地球の歩き方」編集室／著作編集 ダイヤモンド社 2017

5
フランス
　（地球の歩き方A06 2018～2019）

「地球の歩き方」編集室／著作編集 ダイヤモンド社 2017

6
イタリア
　（ナショナルジオグラフィック世界の国）

ロバート・アンダーソン／著 ほるぷ出版 2007

7
カナダ
　（ナショナルジオグラフィック世界の国）

ブライアン・ウィリアムズ／著 ほるぷ出版 2007

8
中国
　（ナショナルジオグラフィック世界の国）

ジェン・グリーン／著 ほるぷ出版 2007

9
メキシコ
　（ナショナルジオグラフィック世界の国）

ベス・グルーバー／著 ほるぷ出版 2007

10
イラク
　（ナショナルジオグラフィック世界の国）

チャーリー・サミュエルズ／著 ほるぷ出版 2008

11
インド
　（ナショナルジオグラフィック世界の国）

A．カマラ・ダラル／著 ほるぷ出版 2008

12
エジプト
　（ナショナルジオグラフィック世界の国）

セリーナ・ウッド／著 ほるぷ出版 2008

13
オーストラリア
　（ナショナルジオグラフィック世界の国）

ケイト・ターナー／著 ほるぷ出版 2008

14
韓国
　（ナショナルジオグラフィック世界の国）

トム・ジャクソン／著 ほるぷ出版 2008

15
ケニア
　（ナショナルジオグラフィック世界の国）

ブリジット・タングェイ／著 ほるぷ出版 2008

16
ドイツ
　（ナショナルジオグラフィック世界の国）

ヘンリー・ラッセル／著 ほるぷ出版 2008

17
ペルー
　（ナショナルジオグラフィック世界の国）

アニタ・クロイ／著 ほるぷ出版 2008

18
アフガニスタン
　（ナショナルジオグラフィック世界の国）

スーザン・ウィットフィールド／著 ほるぷ出版 2009

19
イギリス
　（ナショナルジオグラフィック世界の国）

レイチェル・ビーン／著 ほるぷ出版 2009

20
イスラエル
　（ナショナルジオグラフィック世界の国）

エマ・ヤング／著 ほるぷ出版 2009

鎌倉市学習パック　書名リスト　「世界の国々～国別セット～」　　

　かまくら読書活動支援センター

15 / 38 ページ



書　　　　　　　　名 著　　　　　者 出版社 出版年
貸出時

✔
返却時

✔

21
イラン
　（ナショナルジオグラフィック世界の国）

レオン・グレイ／著 ほるぷ出版 2009

22
キューバ
　（ナショナルジオグラフィック世界の国）

ジェン・グリーン／著 ほるぷ出版 2009

23
コロンビア
　（ナショナルジオグラフィック世界の国）

アニタ・クロイ／著 ほるぷ出版 2009

24
ナイジェリア
　（ナショナルジオグラフィック世界の国）

ブリジット・ジャイルズ／著 ほるぷ出版 2009

25
ベトナム
　（ナショナルジオグラフィック世界の国）

ジェン・グリーン／著 ほるぷ出版 2009

26
南アフリカ
　（ナショナルジオグラフィック世界の国）

ヴァージニア・メイス／著 ほるぷ出版 2009

27
ロシア
　（ナショナルジオグラフィック世界の国）

ヘンリー・ラッセル／著 ほるぷ出版 2009

28
アイルランド
　（ナショナルジオグラフィック世界の国）

アンナ・マックィン／著 ほるぷ出版 2010

29
ジャマイカ
　（ナショナルジオグラフィック世界の国）

ジェン・グリーン／著 ほるぷ出版 2010

30
スウェーデン
　（ナショナルジオグラフィック世界の国）

チャールズ・フィリップス／著 ほるぷ出版 2010

31
ニュージーランド
　（ナショナルジオグラフィック世界の国）

バーバラ・ジャクソン／著 ほるぷ出版 2010

32
ブラジル
　（ナショナルジオグラフィック世界の国）

ザイラ・デッカー／著 ほるぷ出版 2010

33
ポーランド
　（ナショナルジオグラフィック世界の国）

ザイラ・デッカー／著 ほるぷ出版 2010

34
ポルトガル
　（ナショナルジオグラフィック世界の国）

ザイラ・デッカー／著 ほるぷ出版 2010

35
ラオス
　（ナショナルジオグラフィック世界の国）

A．カマラ・ダラル／著 ほるぷ出版 2010

36
アメリカ
　（ナショナルジオグラフィック世界の国）

エルデン・クロイ／著 ほるぷ出版 2011

37
ギリシャ
　（ナショナルジオグラフィック世界の国）

ジェン・グリーン／著 ほるぷ出版 2011

38
グアテマラ
　（ナショナルジオグラフィック世界の国）

アニタ・クロイ／著 ほるぷ出版 2011

39
スペイン
　（ナショナルジオグラフィック世界の国）

アニタ・クロイ／著 ほるぷ出版 2011

40
トルコ
　（ナショナルジオグラフィック世界の国）

サラ・シールズ／著 ほるぷ出版 2011
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※１セット４０冊です。貸出期間４週間　

書　　　　　　　　名 著　　　　　者 出版社 出版年
貸出時

✔
返却時

✔

1 なぜ、おきたのか？　ホロコーストのはなし クライヴ・Ａ．ロートン／作 岩崎書店 2000

2
国際紛争の本　１
アジアの紛争　１

大芝亮／監修 岩崎書店 2004

3
国際紛争の本　２
アジアの紛争　２

大芝亮／監修 岩崎書店 2004

4
国際紛争の本　３
中東／北アフリカの紛争

大芝亮／監修 岩崎書店 2004

5
国際紛争の本　４
中部・南部アフリカの紛争

大芝亮／監修 岩崎書店 2004

6
国際紛争の本　５
ヨーロッパ／アメリカの紛争

大芝亮／監修 岩崎書店 2004

7 日本の遺跡と遺産　７　戦争遺跡 矢野慎一／著 岩崎書店 2009

8 はてな？なぜかしら？イスラム・中東問題 池上彰／監修 教育画劇 2004

9 はてな？なぜかしら？北朝鮮問題 池上彰／監修 教育画劇 2004

10 はてな？なぜかしら？国際紛争 池上彰／監修 教育画劇 2004

11
平和博物館・戦跡ガイド　１
広島平和記念資料館と戦跡めぐり

佐藤広基ほか／イラスト・文 汐文社 2004

12
平和博物館・戦跡ガイド　２
長崎原爆資料館と戦跡めぐり

佐藤広基ほか／イラスト・文 汐文社 2004

13
平和博物館・戦跡ガイド　３
沖縄県平和祈念資料館と戦跡めぐり

佐藤広基ほか／イラスト・文 汐文社 2004

14
シリーズ戦争遺跡　第１巻
学校・地域に残る戦争のつめあと

岩脇彰ほか／編 汐文社 2010

15
シリーズ戦争遺跡　第２巻
戦場になった島ー沖縄・本土戦

平井美津子／編 汐文社 2010

16
シリーズ戦争遺跡　第３巻
町が消えたー全国の空襲・原爆遺跡

辻隆広／編 汐文社 2010

17
シリーズ戦争遺跡　第４巻
幻の「大東亜共栄圏」

本庄豊／編 汐文社 2010

18
シリーズ戦争遺跡　第５巻
歩いてみよう身近な戦争遺跡

磯崎三郎／編 汐文社 2010

19
語り伝えるヒロシマ・ナガサキ　第１巻
あの日、家族が消えた！広島への原爆投下

安斎育郎／文・監修 新日本出版社 2004

20
語り伝えるヒロシマ・ナガサキ　第２巻
天主堂も友達も消えた！長崎への原爆投下

安斎育郎／文・監修 新日本出版社 2004

鎌倉市学習パック　書名リスト　「戦争と平和」　　　　　

　かまくら読書活動支援センター
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書　　　　　　　　名 著　　　　　者 出版社 出版年
貸出時

✔
返却時

✔

21
語り伝えるヒロシマ・ナガサキ　第３巻
原爆はなぜおとされたのか？

安斎育郎／文・監修 新日本出版社 2004

22 語り伝えるヒロシマ・ナガサキ　第４巻
あの日を忘れない　原爆体験を語り伝える　広島編

安斎育郎／文・監修 新日本出版社 2004

23 語り伝えるヒロシマ・ナガサキ　第５巻
平和をひろげよう　被爆体験を語り伝える　長崎編

安斎育郎／文・監修 新日本出版社 2004

24
語り伝える沖縄　第１巻
沖縄のいま、むかし

安斎育郎／文・監修 新日本出版社 2007

25
語り伝える沖縄　第２巻
沖縄戦はなぜおきた？

安斎育郎／文・監修 新日本出版社 2007

26
語り伝える沖縄　第３巻
島ぐるみの悲劇の戦争

安斎育郎／文・監修 新日本出版社 2007

27
語り伝える沖縄　第４巻
美ら島と米軍基地

安斎育郎／文・監修 新日本出版社 2007

28
語り伝える沖縄　第５巻
命（ぬち）どぅ宝のこころ

安斎育郎／文・監修 新日本出版社 2007

29
語り伝える空襲　第１巻
東京大空襲と北海道・東北の空襲

安斎育郎／文・監修 新日本出版社 2008

30
語り伝える空襲　第２巻
那覇空襲と関東の空襲

安斎育郎／文・監修 新日本出版社 2008

31
語り伝える空襲　第３巻
愛知空襲と東海・北陸甲信越の空襲

安斎育郎／文・監修 新日本出版社 2008

32
語り伝える空襲　第４巻
大阪大空襲と近畿・四国の空襲

安斎育郎／文・監修 新日本出版社 2008

33
語り伝える空襲　第５巻
広島・長崎の原爆と中国・九州の空襲

安斎育郎／文・監修 新日本出版社 2008

34
ガイドブック　ながさき
原爆遺跡と戦跡をめぐる　新版

長崎平和研究所／編 新日本出版社 2009

35 絵で読む　広島の原爆 那須正幹／文 福音館書店 1995

36
ノーベル賞１００年のあゆみ　５
ノーベル平和賞　平和のためにつくした人びと

戎崎俊一／監修 ポプラ社 2003

37 ２１世紀の平和を考えるシリーズ　２　難民 大貫美佐子／監修 ポプラ社 2003

38 ２１世紀の平和を考えるシリーズ　３　地雷 大貫美佐子／監修 ポプラ社 2003

39 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

40 戦争とくらしの事典 戦争とくらしの事典編纂室／編 ポプラ社 2008
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※１セット４０冊です。貸出期間４週間　

書　　　　　　　　名 著　　　　　者 出版社 出版年
貸出時

✔
返却時

✔

1 週刊日本の世界遺産１　小笠原諸島 （朝日新聞出版／編） 朝日新聞出版 2012

2 週刊日本の世界遺産２　屋久島 （朝日新聞出版／編） 朝日新聞出版 2012

3 週刊日本の世界遺産３　≪暫定≫富士山 （朝日新聞出版／編） 朝日新聞出版 2012

4 週刊日本の世界遺産４　古都京都１ （朝日新聞出版／編） 朝日新聞出版 2012

5 週刊日本の世界遺産５　平泉 （朝日新聞出版／編） 朝日新聞出版 2012

6 週刊日本の世界遺産６　知床 （朝日新聞出版／編） 朝日新聞出版 2012

7 週刊日本の世界遺産７　紀伊山地の霊場１ （朝日新聞出版／編） 朝日新聞出版 2012

8 週刊日本の世界遺産８　古都京都２ （朝日新聞出版／編） 朝日新聞出版 2012

9 週刊日本の世界遺産９　≪暫定≫鎌倉 （朝日新聞出版／編） 朝日新聞出版 2012

10 週刊日本の世界遺産９　≪暫定≫鎌倉 （朝日新聞出版／編） 朝日新聞出版 2012

11 週刊日本の世界遺産９　≪暫定≫鎌倉 （朝日新聞出版／編） 朝日新聞出版 2012

12 週刊日本の世界遺産９　≪暫定≫鎌倉 （朝日新聞出版／編） 朝日新聞出版 2012

13 週刊日本の世界遺産１０　法隆寺 （朝日新聞出版／編） 朝日新聞出版 2012

14
週刊日本の世界遺産１１　琉球王国のグス
ク

（朝日新聞出版／編） 朝日新聞出版 2012

15 週刊日本の世界遺産１２　紀伊山地の霊場２ （朝日新聞出版／編） 朝日新聞出版 2012

16 週刊日本の世界遺産１３　白神山地 （朝日新聞出版／編） 朝日新聞出版 2012

17 週刊日本の世界遺産１４　古都京都３ （朝日新聞出版／編） 朝日新聞出版 2012

18 週刊日本の世界遺産１５　古都奈良１ （朝日新聞出版／編） 朝日新聞出版 2012

19 週刊日本の世界遺産１６　姫路城 （朝日新聞出版／編） 朝日新聞出版 2012

20 週刊日本の世界遺産１７　厳島神社 （朝日新聞出版／編） 朝日新聞出版 2012

鎌倉市学習パック　書名リスト　「日本の世界遺産」　　　

　かまくら読書活動支援センター
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書　　　　　　　　名 著　　　　　者 出版社 出版年
貸出時

✔
返却時

✔

21 週刊日本の世界遺産１８　原爆ドーム （朝日新聞出版／編） 朝日新聞出版 2012

22 週刊日本の世界遺産１９　日光 （朝日新聞出版／編） 朝日新聞出版 2012

23 週刊日本の世界遺産２０　石見銀山 （朝日新聞出版／編） 朝日新聞出版 2012

24 週刊日本の世界遺産２１　古都奈良２ （朝日新聞出版／編） 朝日新聞出版 2012

25 週刊日本の世界遺産２２　白川郷・五箇山 （朝日新聞出版／編） 朝日新聞出版 2012

26
週刊日本の世界遺産２３
世界遺産をめざす[東日本編]

（朝日新聞出版／編） 朝日新聞出版 2012

27
週刊日本の世界遺産２４
世界遺産をめざす[関西編]

（朝日新聞出版／編） 朝日新聞出版 2012

28
週刊日本の世界遺産２５
世界遺産をめざす[九州・山口編]

（朝日新聞出版／編） 朝日新聞出版 2012

29 日本の世界遺産（ＪＴＢのＭＯＯＫ） ノジュール事業部／編
ＪＴＢパブ
リッシング

2012

30 日本の世界遺産（ＪＴＢのＭＯＯＫ） ノジュール事業部／編
ＪＴＢパブ
リッシング

2012

31 世界遺産　小笠原（楽学ブックス） 榊原透雄／写真
JTBパブ
リッシング

2012

32 富士山（楽学ブックス） 小室博一／編
JTBパブ
リッシング

2012

33 沖縄の世界遺産（楽学ブックス） 高良倉吉／監修 
JTBパブ
リッシング

2013

34 日本の世界遺産－総集編－ 古田陽久・古田真美／著
シンクタンクせと
うち総合研究機

構
2012

35 日本の世界遺産完全ガイド（ぴあＭＯＯK） （ぴあ／編） ぴあ 2012

36 日本の世界遺産完全ガイド（ぴあＭＯＯK） （ぴあ／編） ぴあ 2012

37
みんなが知りたい！
日本の世界遺産がわかる本

カルチャーランド／著 メイツ出版 2011

38
みんなが知りたい！
日本の世界遺産がわかる本

カルチャーランド／著 メイツ出版 2011

39 世界遺産まるわかりブック　ビジュアル版 カルチャーランド／著 メイツ出版 2012

40 世界遺産まるわかりブック　ビジュアル版 カルチャーランド／著 メイツ出版 2012
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※１セット４０冊です。貸出期間４週間　

書　　　　　　　　名 著　　　　　者 出版社 出版年
貸出時

✔
返却時

✔

1 朝日ジュニア学習年鑑２０１７ （朝日新聞出版／編） 朝日新聞出版 2017

2 日本の林業　１　木を植える・森を育てる Ｍｏｒｉｍｏｒｉネットワーク／編 岩崎書店 2008

3 日本の林業　２　木を使う・木に親しむ Ｍｏｒｉｍｏｒｉネットワーク／編 岩崎書店 2008

4 日本の林業　３　森にくらす・森を守る Ｍｏｒｉｍｏｒｉネットワーク／編 岩崎書店 2008

5 日本の林業　４　森の環境・森の生きもの Ｍｏｒｉｍｏｒｉネットワーク／編 岩崎書店 2008

6 日本の農業　１　土をつくる 木村武／監修 岩崎書店 2010

7 日本の農業　２　米をそだてる 荒木均ほか／監修 岩崎書店 2010

8 日本の農業　３　野菜をそだてる 今田成雄／監修 岩崎書店 2010

9 日本の農業　４　果物をそだてる 長谷川美典／監修 岩崎書店 2010

10 日本の農業　５　牛や豚をそだてる 梶雄次／監修 岩崎書店 2010

11 日本の農業　６　地産地消と循環型農業 白石正彦／監修 岩崎書店 2010

12
図解　日本の産業　５
新技術とハイテク製品

保岡孝之／監修 学習研究社 2006

13
自給力でわかる日本の産業　第１巻
米・魚はどこからくるの？

木村真冬／監修 学習研究社 2009

14
自給力でわかる日本の産業　第２巻
小麦・野菜はどこからくるの？

木村真冬／監修 学習研究社 2009

15
自給力でわかる日本の産業　第３巻
肉・果実はどこからくるの？

木村真冬／監修 学習研究社 2009

16
自給力でわかる日本の産業　第４巻
電子機器はどこからくるの？

木村真冬／監修 学習研究社 2009

17
自給力でわかる日本の産業　第５巻
鉄・ゴムはどこからくるの？

木村真冬／監修 学習研究社 2009

18
自給力でわかる日本の産業　第６巻
資源・エネルギーはどこからくるの？

木村真冬／監修 学習研究社 2009

19
自給力でわかる日本の産業　第７巻
衣類はどこからくるの？

木村真冬／監修 学習研究社 2009

20
自給力でわかる日本の産業　第８巻
木材・セメントはどこからくるの？

木村真冬／監修 学習研究社 2009

鎌倉市学習パック　書名リスト　「日本の産業」　　　　　

　かまくら読書活動支援センター
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書　　　　　　　　名 著　　　　　者 出版社 出版年
貸出時

✔
返却時

✔

21
グラフで調べる日本の産業　１
国土と人口

谷川彰英／監修 小峰書店 2008

22
グラフで調べる日本の産業　２
気候と環境

谷川彰英／監修 小峰書店 2008

23
グラフで調べる日本の産業　３
米・野菜・くだもの

谷川彰英／監修 小峰書店 2008

24
グラフで調べる日本の産業　４
漁業・畜産業・食料の未来

谷川彰英／監修 小峰書店 2008

25
グラフで調べる日本の産業　５
工業

谷川彰英／監修 小峰書店 2008

26
グラフで調べる日本の産業　６
商業・サービス業・情報通信

谷川彰英／監修 小峰書店 2008

27
グラフで調べる日本の産業　７
貿易・運輸

谷川彰英／監修 小峰書店 2008

28
グラフで調べる日本の産業　８
世界のなかの日本

谷川彰英／監修 小峰書店 2008

29
こちら葛飾区亀有公園前派出所両さんの
産業と仕事大達人

豆田啓二／監修 集英社 2010

30 水産資源の研究開発 飯田貴次ほか／執筆 草土文化 2007

31
まるごとわかる「日本人」はじめて百科　４
産業・技術をうみだした人

湯本豪一／監修
日本図書
センター

2008

32 伝統工芸（ポプラディア情報館）
伝統的工芸品産業振興
協会／監修

ポプラ社 2006

33 日本の農業（ポプラディア情報館） 石谷孝佑／監修 ポプラ社 2007

34 日本の工業（ポプラディア情報館） 三澤一文／監修 ポプラ社 2008

35 日本の水産業（ポプラディア情報館） 小松正之／監修 ポプラ社 2008

36 日本の技術 こどもくらぶ／編さん ほるぷ出版 2009

37 日本のコンピュータ・ＩＴ こどもくらぶ／編さん ほるぷ出版 2010

38
調べてみようふるさとの産業・文化・自然　１
日本列島の農業と漁業

中川重年／監修
農山漁村
文化協会

2007

39
調べてみようふるさとの産業・文化・自然　３
地場産業と名産品　１

中川重年／監修
農山漁村
文化協会

2007

40
調べてみようふるさとの産業・文化・自然　４
地場産業と名産品　２

中川重年／監修
農山漁村
文化協会

2007
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※１セット４０冊です。貸出期間４週間　

書　　　　　　　　名 著　　　　　者 出版社 出版年
貸出時

✔
返却時

✔

1 ユニバーサルデザインがわかる事典　 どりむ社／編 ＰＨＰ研究所 2009

2
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？

成松一郎／文 あかね書房 2006

3
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

星野恭子／文 あかね書房 2006

4
ユニバーサルデザイン　３
まちのユニバーサルデザイン

中和正彦／文 あかね書房 2006

5
やってみよう！はじめての手話　１
手話をはじめよう

こどもくらぶ／編・著 岩崎書店 2001

6
やってみよう！はじめての手話　２
指文字をおぼえよう

こどもくらぶ／編・著 岩崎書店 2001

7
やってみよう！はじめての手話　３
手話であそぼう

こどもくらぶ／編・著 岩崎書店 2001

8
やってみよう！はじめての手話　４
はじめての手話ソング

こどもくらぶ／編・著 岩崎書店 2001

9
やってみよう！はじめての手話　５
手話で世界とともだち

こどもくらぶ／編・著 岩崎書店 2001

10
やってみよう！はじめての手話　６
写真・イラストで見る手話じてん

こどもくらぶ／編・著 岩崎書店 2001

11
未来をささえる福祉の現場　１
お年よりとともに

高橋利一／監修 岩崎書店 2007

12
未来をささえる福祉の現場　２
子どもたちとともに

高橋利一／監修 岩崎書店 2007

13
未来をささえる福祉の現場　３
障がいのある人たちとともに

高橋利一／監修 岩崎書店 2007

14
未来をささえる福祉の現場　４
スポーツをとおして

高橋利一／監修 岩崎書店 2007

15
みんなを幸せにする新しい福祉技術 ２
自分の足で行きたい所に行ける車いす

孫奈美／編著 汐文社 2015

16 福祉の世界地図 藤田千枝／編 大月書店 2004

17
はたらく犬　第１巻
盲導犬・聴導犬　安全をいつも確認する犬たち

日本補助犬協会／監修 学習研究社 2004

18
はたらく犬　第２巻
介助犬・セラピー犬　人によりそう犬たち

日本補助犬協会／監修 学習研究社 2004

19
障害を知ろう！みんなちがってみんないい
１LD・ＡＤＨＤの友だち

土橋圭子／文 金の星社 2005

20
障害を知ろう！みんなちがってみんないい
２自閉症の友だち

土橋圭子／文 金の星社 2005

鎌倉市学習パック　書名リスト　「福祉Ａ」　　　　　　　　　

　かまくら読書活動支援センター
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書　　　　　　　　名 著　　　　　者 出版社 出版年
貸出時

✔
返却時

✔

21
障害を知ろう！　みんなちがって、みんないい
３　ダウン症の友だち

土橋圭子／文 金の星社 2005

22
障害を知ろう！　みんなちがって、みんないい
４　目の不自由な友だち

灰崎武浩／文 金の星社 2005

23
障害を知ろう！　みんなちがって、みんないい
５　耳の不自由な友だち

灰崎武浩／文 金の星社 2005

24
障害を知ろう！　みんなちがって、みんないい
６　ことばの不自由な友だち

灰崎武浩／文 金の星社 2005

25
障害を知ろう！　みんなちがって、みんないい
７　からだの不自由な友だち

灰崎武浩／文 金の星社 2005

26 犬たちがくれた音　聴導犬誕生物語 高橋うらら／著 金の星社 2007

27 ブライユ
目の見えない人が読み書きできる“点字”を発明したフランス人

ビバリー・バーチ／著
乾侑美子／訳

偕成社 1992

28 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

古市真由美／訳
汐文社 2013

29 おぼえちゃ王　点字手づくり絵本 金子修／文 桜雲会 2005

30 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

31 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

32
歌でおぼえる手話ソングブック
ともだちになるために

新沢としひこ／著 鈴木出版 2000

33 歌でおぼえる手話ソングブック　２ 新沢としひこ／著 鈴木出版 2003

34
みんなで遊べる手話ゲームブック
だれかにあったらこんにちは

新沢としひこ／著 鈴木出版 2006

35
旅の夢かなえます
だれもがどこへでも行ける旅行をつくる

三日月ゆり子／著 大日本図書 2008

36 点字どうぶつえん 菊地清／絵 同友館 2000

37
６０の用語でわかる！福祉なるほど解説　上巻
児童福祉・障がい者福祉・高齢者福祉

高橋利一／監修・著 フレーベル館 2009

38 ６０の用語でわかる！福祉なるほど解説　下巻
生活と福祉・福祉の国際化・福祉にかかわる仕事

高橋利一／監修・著 フレーベル館 2010

39 盲導犬クイールの一生
秋元良平／写真
石黒謙吾／文

文藝春秋 2010

40
しらべよう！はたらく犬たち １
盲導犬・聴導犬・介助犬

日本盲導犬協会／監修
日本介助犬協会／監修
聴導犬普及協会／監修

ポプラ社 2010
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※１セット４０冊です。貸出期間４週間　

書　　　　　　　　名 著　　　　　者 出版社 出版年
貸出時

✔
返却時

✔

1 ユニバーサルデザインがわかる事典 どりむ社／編
ＰＨＰ研究

所
2009

2
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？

成松一郎／文 あかね書房 2006

3
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

星野恭子／文 あかね書房 2006

4
ユニバーサルデザイン　３
みんなのくらしを便利に

中和正彦／文 あかね書房 2006

5
やってみよう！はじめての手話　１
手話をはじめよう

こどもくらぶ／編・著 岩崎書店 2001

6
やってみよう！はじめての手話　２
指文字をおぼえよう

こどもくらぶ／編・著 岩崎書店 2001

7
やってみよう！はじめての手話　３
手話であそぼう

こどもくらぶ／編・著 岩崎書店 2001

8
やってみよう！はじめての手話　５
手話で世界とともだち

こどもくらぶ／編・著 岩崎書店 2001

9 手話の絵事典 全国手話研修センター／監修
ＰＨＰ研究

所
2011

10
未来をささえる福祉の現場　１
お年よりとともに

高橋利一／監修 岩崎書店 2007

11
未来をささえる福祉の現場　２
子どもたちとともに

高橋利一／監修 岩崎書店 2007

12
未来をささえる福祉の現場　３
障がいのある人たちとともに

高橋利一／監修 岩崎書店 2007

13
未来をささえる福祉の現場　４
スポーツをとおして

高橋利一／監修 岩崎書店 2007

14
もっと知りたい！お年よりのこと １
年を取るってどういうこと？

服部万里子／監修 岩崎書店 2013

15
もっと知りたい！お年よりのこと ３
お年よりがくらしやすい社会へ

服部万里子／監修 岩崎書店 2013

16
もっと知りたい！お年よりのこと ４
やってみよう、ボランティア

服部万里子／監修 岩崎書店 2013

17
発達と障害を考える本 １
自閉症のおともだち

内山登紀夫／監修 ミネルヴァ書房 2006

18 発達と障害を考える本 ２
アスペルガー症候群「高機能自閉症」のおともだち

内山登紀夫／監修 ミネルヴァ書房 2006

19
発達と障害を考える本 ３
ＬＤ（学習障害）のおともだち

内山登紀夫／監修 ミネルヴァ書房 2006

20
発達と障害を考える本 ４
ＡＤＨＤ（注意欠陥多動性障害）のおともだち

内山登紀夫／監修 ミネルヴァ書房 2006

    鎌倉市学習パック　書名リスト　「福祉B」　　　　　　　　

　かまくら読書活動支援センター
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※１セット４０冊です。貸出期間４週間　

書　　　　　　　　名 著　　　　　者 出版社 出版年
貸出時

✔
返却時

✔

21
発達と障害を考える本 ５
ダウン症のおともだち

玉井邦夫／監修
ミネルヴァ

書房
2007

22
発達と障害を考える本 ６
知的障害のおともだち

原仁／監修
ミネルヴァ

書房
2007

23
発達と障害を考える本 ７
身体障害のおともだち

日原信彦／監修
ミネルヴァ

書房
2007

24
発達と障害を考える本 ８
言語障害のおともだち

牧野泰美／監修
ミネルヴァ

書房
2007

25
発達と障害を考える本 ９
聴覚障害のおともだち

倉内紀子／監修
ミネルヴァ

書房
2008

26
発達と障害を考える本 １０
視覚障害のおともだち

千田耕基／監修
ミネルヴァ

書房
2008

27
発達と障害を考える本 １１
てんかんのおともだち

原仁／監修
ミネルヴァ

書房
2008

28
しらべよう！りかいしよう！点字の世界 １
点字って、なに？

こどもくらぶ／編 岩崎書店 2010

29
しらべよう！りかいしよう！点字の世界 ２
たのしい点字

こどもくらぶ／編 岩崎書店 2010

30
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！

こどもくらぶ／編 岩崎書店 2010

31 子どものための点字事典 黒崎惠津子／著 汐文社 2009

32 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

33 ブライユ
目の見えない人が読み書きできる“点字”を発明したフランス人

ビバリー・バーチ／著
乾侑美子／訳

偕成社 1992

34
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
古市真由美／訳 汐文社 2013

35
しらべよう！はたらく犬たち １
盲導犬・聴導犬・介助犬

日本盲導犬協会／監修
日本介助犬協会／監修
聴導犬普及協会／監修

ポプラ社 2010

36
しらべよう！はたらく犬たち １
盲導犬・聴導犬・介助犬

日本盲導犬協会／監修
日本介助犬協会／監修
聴導犬普及協会／監修

ポプラ社 2010

37 訪問活動犬　　社会でかつやくするイヌたち こどもくらぶ／編・著 鈴木出版 2002

38
香山リカ監修・こころの教育４大テーマ　２
スーパーくるまいす

タナカヒロシ／作
荒賀賢二／絵

ベースボール・マガジン社 2013

39
６０の用語でわかる！福祉なるほど解説　上巻
児童福祉・障がい者福祉・高齢者福祉

高橋利一／監修・著 フレーベル館 2009

40
６０の用語でわかる！福祉なるほど解説　下巻
生活と福祉・福祉の国際化・福祉にかかわる仕事

高橋利一／監修・著 フレーベル館 2010
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※１セット４０冊です。貸出期間４週間　

書　　　　　　　　名 著　　　　　者 出版社 出版年
貸出時

✔
返却時

✔

1 昭和のくらしがわかる事典　 早川典子／監修 ＰＨＰ研究所 2010

2 昔のくらしの道具事典 小林克／監修 岩崎書店 2004

3 昔の子どものくらし事典 本間昇／監修 岩崎書店 2006

4 日本のくらしの知恵事典 神野善治／監修 岩崎書店 2008

5 おはなし東京の歴史 東京都歴史教育者協議会／編 岩崎書店 2008

6 えほん　横浜の歴史 本間昇／文 岩崎書店 2009

7 チンドンひとすじ７０年 菊乃家〆丸／語り 岩波書店 2002

8 くらべてみよう！昭和のくらし　１　家族　 新田太郎／監修 学習研究社 2009

9 くらべてみよう！昭和のくらし　２　学校・遊び　 新田太郎／監修 学習研究社 2009

10 くらべてみよう！昭和のくらし　３　生活 新田太郎／監修 学習研究社 2009

11 くらべてみよう！昭和のくらし　４　社会　 新田太郎／監修 学習研究社 2009

12 くらべてみよう！昭和のくらし　５　流行 新田太郎／監修 学習研究社 2009

13 絵で見る　おふろの歴史 菊地ひと美／文・絵 講談社 2009

14
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 小峰書店 2000

15
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 小峰書店 2000

16
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 小峰書店 2000

17
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 小峰書店 2000

18
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 小峰書店 2000

19
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 小峰書店 2000

20
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 小峰書店 2000

鎌倉市学習パック　書名リスト　「昔のくらし」     

　かまくら読書活動支援センター
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書　　　　　　　　名 著　　　　　者 出版社 出版年
貸出時

✔
返却時

✔

21
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 小峰書店 2000

22
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 小峰書店 2000

23
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 小峰書店 2000

24
日本人　いのちと健康の歴史 　1
病とたたかいがはじまる 古代

加藤文三ほか／編
農山漁村
文化協会

2008

25
日本人　いのちと健康の歴史　２
はじめての病院ができる　中世

加藤文三ほか／編
農山漁村
文化協会

2008

26
日本人　いのちと健康の歴史　３
西洋医学がやってきた　近世

加藤文三ほか／編
農山漁村
文化協会

2008

27
日本人　いのちと健康の歴史　４
戦争と人のいのち　明治・大正

加藤文三ほか／編
農山漁村
文化協会

2008

28
日本人　いのちと健康の歴史　５
食・環境、新たなたたかい　昭和から平成へ

加藤文三ほか／編
農山漁村
文化協会

2008

29 母さんの小さかったとき 越智登代子／文 福音館書店 1988

30 父さんの小さかったとき 塩野米松／文 福音館書店 1988

31 お手玉 大西伝一郎／文 文渓堂 1997

32 独楽 安藤正樹／文 文渓堂 2002

33 凧 茂出木雅章／文 文渓堂 2002

34 ビー玉 森戸祐幸／文 文渓堂 2003

35 けん玉 丸石照機ほか／文 文渓堂 2003

36 双六 吉田修ほか／文 文渓堂 2004

37 カルタ 宮本貴美子ほか／文 文渓堂 2006

38 風呂敷 森田知都子／文 文渓堂 2008

39 めんこ 鷹家碧／文 文渓堂 2008

40 戦争とくらしの事典 戦争とくらしの事典編纂室／編 ポプラ社 2008
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※学習パック「環境A（ごみ）」は１セット20冊です。

書　　　　　　　　名 著　　　　　者 出版社 出版年
貸出時

✔
返却時

✔

1
ごみはいかせる！へらせる！　１
ごみ処理場ってどんなところ？

寄本勝美／監修 岩崎書店 2008

2
ごみはいかせる！へらせる！　２
毎日のごみは資源になる

寄本勝美／監修 岩崎書店 2008

3
ごみはいかせる！へらせる！　３
粗大ごみ・機械は資源になる

寄本勝美／監修 岩崎書店 2008

4
みんなでめざそう循環型社会　１
環境破壊ってだれのせい？

高月紘／監修 学習研究社 2009

5
みんなでめざそう循環型社会　２
森が地球を守る

高月紘／監修 学習研究社 2009

6
みんなでめざそう循環型社会　３
安心できる食料を求めて

高月紘／監修 学習研究社 2009

7
みんなでめざそう循環型社会　４
限りある資源を大切に

高月紘／監修 学習研究社 2009

8
みんなでめざそう循環型社会　５
あふれるゴミをどうする

高月紘／監修 学習研究社 2009

9
みんなでめざそう循環型社会　６
ＣＯ２を減らすために

高月紘／監修 学習研究社 2009

10
みんなでめざそう循環型社会　７
江戸に学ぶ暮らし

高月紘／監修 学習研究社 2009

11
みんなでめざそう循環型社会　８
地球の未来にできること

高月紘／監修 学習研究社 2009

12
考えよう！地球環境身近なことからエコ活動
1 ストップ！地球温暖化

環境情報普及センター／監修 金の星社 2009

13
考えよう！地球環境身近なことからエコ活動
2 ごみ問題・森林破壊

環境情報普及センター／監修 金の星社 2009

14
考えよう！地球環境身近なことからエコ活動
3 大気・水を汚さないために

環境情報普及センター／監修 金の星社 2009

15
考えよう！地球環境身近なことからエコ活動
4 学校ではじめるエコ活動

環境情報普及センター／監修 金の星社 2009

16
考えよう！地球環境身近なことからエコ活動
5　家庭ではじめるエコ活動

環境情報普及センター／監修 金の星社 2009

17
まちの施設たんけん ７
ごみ処理場・リサイクルセンター

山本和夫／監修　 小峰書店 2004

18 仕事場がよくわかる！社会科見学 ７ 清掃工場 ポプラ社 2013

19
行ってみよう！社会科見学 ３
写真とイラストでよくわかる！ 清掃工場・リサイクル施設

国土社編集部／編 国土社 2011

20
池上彰のニュースに登場する世界の環境問題

４　ゴミ 稲葉茂勝／訳・文 さ・え・ら書房 2010

鎌倉市学習パック　書名リスト　「環境問題Ａ　（ごみ）」　　

　かまくら読書活動支援センター
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※学習パック「環境B」は１セット20冊です。

書　　　　　　　　名 著　　　　　者 出版社 出版年
貸出時

✔
返却時

✔

1 みんなが知りたい！地球と環境がわかる本 北原義昭ほか／監修 メイツ出版 2010

2
池上彰のニュースに登場する世界の環境問題
１  気候変動

稲葉茂勝／訳・文 さ・え・ら書房 2010

3
池上彰のニュースに登場する世界の環境問題
２　 水

稲葉茂勝／訳・文 さ・え・ら書房 2010

4
池上彰のニュースに登場する世界の環境問題
３　食糧

稲葉茂勝／訳・文 さ・え・ら書房 2010

5
池上彰のニュースに登場する世界の環境問題
４　ゴミ

稲葉茂勝／訳・文 さ・え・ら書房 2010

6
池上彰のニュースに登場する世界の環境問題
５　健康・病気

稲葉茂勝／訳・文 さ・え・ら書房 2010

7
池上彰のニュースに登場する世界の環境問題
６  動物の多様性

稲葉茂勝／訳・文 さ・え・ら書房 2010

8
池上彰のニュースに登場する世界の環境問題
７  人口問題

稲葉茂勝／訳・文 さ・え・ら書房 2011

9
池上彰のニュースに登場する世界の環境問題
９  公害

稲葉茂勝／訳・文 さ・え・ら書房 2011

10
池上彰のニュースに登場する世界の環境問題
１０ エネルギー

稲葉茂勝／訳・文 さ・え・ら書房 2011

11 ぼくたち・わたしたちの地球温暖化問題 ローリー・ディヴィッド／著 小学館 2008

12 地球温暖化図鑑 布村明彦ほか／著 文渓堂 2010

13 絶滅危機生物の世界地図 Ｒｉｃｈａｒｄ　Ｍａｃｋａｙ／著 丸善 2005

14
世界と日本のエネルギー問題
エネルギーと環境問題

小池康郎／監修 文研出版 2012

15 ニュースに出てくる国際条約じてん ４　環境 池上彰／監修 彩流社 2014

16
考えよう！地球環境身近なことからエコ活動1
ストップ！地球温暖化

環境情報普及センター／監修 金の星社 2009

17
考えよう！地球環境身近なことからエコ活動2
ごみ問題・森林破壊

環境情報普及センター／監修 金の星社 2009

18
考えよう！地球環境身近なことからエコ活動3
大気・水を汚さないために

環境情報普及センター／監修 金の星社 2009

19
考えよう！地球環境身近なことからエコ活動4
学校ではじめるエコ活動

環境情報普及センター／監修 金の星社 2009

20
考えよう！地球環境身近なことからエコ活動5
家庭ではじめるエコ活動

環境情報普及センター／監修 金の星社 2009

鎌倉市学習パック　書名リスト　「環境問題Ｂ」　　　　

　かまくら読書活動支援センター
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書　　　　　　　　名 著　　　　　者 出版社 出版年
貸出時

✔
返却時

✔

1 マーク・記号まるごと図鑑 村越愛策／監修 ポプラ社 2015

2
よくわかる！記号の図鑑 １
交通、乗り物、案内、指示の記号

木村浩／監修 あかね書房 2015

3
よくわかる！記号の図鑑 ２
リサイクル、環境、製品、食品の記号

木村浩／監修 あかね書房 2015

4
よくわかる！記号の図鑑 ３
ユニバーサルデザイン、福祉、医療の記号

木村浩／監修 あかね書房 2015

5
よくわかる！記号の図鑑 ４
文字、単位、学習、文化の記号

木村浩／監修 あかね書房 2015

6
よくわかる！記号の図鑑 ５
グループ、スポーツ、遊びの記号

木村浩／監修 あかね書房 2015

7
ＮＥＷマーク・記号の大百科 １
ことばや文化、スポーツのマーク・記号

太田幸夫／監修 学研プラス 2016

8
ＮＥＷマーク・記号の大百科 ２
算数や理科、気象のマーク・記号

太田幸夫／監修 学研プラス 2016

9
ＮＥＷマーク・記号の大百科 ３
食品や衣類、家庭用品のマーク・記号

太田幸夫／監修 学研プラス 2016

10
ＮＥＷマーク・記号の大百科 ４
街や交通、地図のマーク・記号

太田幸夫／監修 学研プラス 2016

11
ＮＥＷマーク・記号の大百科 ５
国旗や都市、団体のマーク・記号

太田幸夫／監修 学研プラス 2016

12
ＮＥＷマーク・記号の大百科 ６
環境や福祉、防災のマーク・記号

太田幸夫／監修 学研プラス 2016

13 記号とマークの大常識 鎌田達也／文 ポプラ社 2006

14 記号とマーク・クイズ図鑑 村越愛策／監修 あかね書房 2014

15 記号とマーク・クイズ図鑑 村越愛策／監修 あかね書房 2014

16 記号とマーク・クイズ図鑑 村越愛策／監修 あかね書房 2014

17 マークと記号 [しらべ図鑑マナペディア]
グループ・コロンブス／構成
村越愛策／監修

講談社 2013

18 マークと記号 [しらべ図鑑マナペディア]
グループ・コロンブス／構成
村越愛策／監修

講談社 2013

19
記号のポケット図鑑　１
人・動物・植物・自然・食べ物

村越愛策／監修 あかね書房 2006

20
記号のポケット図鑑　２
乗り物・施設・用品・しるし・文字

村越愛策／監修 あかね書房 2006

鎌倉市学習パック　書名リスト　「記号・マーク」　　　　

　かまくら読書活動支援センター
※学習パック「マーク・記号」は１セット２０冊です。

31 / 38 ページ



書　　　　　　　　名 著　　　　　者 出版社 出版年
貸出時

✔
返却時

✔

1 よくわかる警察 倉科孝靖／監修 
ＰＨＰ研究

所
2016

2 よくわかる警察 倉科孝靖／監修 
ＰＨＰ研究

所
2016

3
新・はたらく犬とかかわる人たち　２
捜査・探査でかつやく！警察犬・災害救助犬・探
知犬

こどもくらぶ∥編
あすなろ書

房
2018

4
しらべよう！はたらく犬たち　２
災害救助犬・警察犬

日本救助犬協会∥監修 ポプラ社 2010

5 仕事場がよくわかる！社会科見学 ４消防署 ポプラ社 2013

6 仕事場がよくわかる！社会科見学 ４消防署 ポプラ社 2013

7 仕事場がよくわかる！社会科見学 ５警察署 増井光子／監修 ポプラ社 2008

8 仕事場がよくわかる！社会科見学 ５警察署 増井光子／監修 ポプラ社 2008

9 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

10 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

11
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

12 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

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 安全を守る仕事 １　消防 国土社編集部／編 国土社 2009

15 安全を守る仕事 １　消防 国土社編集部／編 国土社 2009

16 安全を守る仕事 ２ 警察 国土社編集部／編 国土社 2010

17 安全を守る仕事 ２ 警察 国土社編集部／編 国土社 2010

18
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

19
はたらくじどう車２　しょうぼう車・きゅうきゅう
車

小峰書店編集部／編 小峰書店 2016

20 はたらくじどう車 ３　パトカー・白バイ 小峰書店編集部／編 小峰書店 2016

鎌倉市学習パック　書名リスト　「警察・消防」　　　　

　かまくら読書活動支援センター
※学習パック「警察・消防」は１セット２０冊です。
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書　　　　　　　　名 著　　　　　者 出版社 出版年
貸出時

✔
返却時

✔

1 お米の大研究 丸山清明／監修 
ＰＨＰ研究

所
2015

2
米のプロに聞く！米づくりのひみつ
１ 米ができるまで

鎌田和宏／監修 学研プラス 2017

3
米のプロに聞く！米づくりのひみつ
２ 米が届くまで

鎌田和宏／監修 学研プラス 2017

4
米のプロに聞く！米づくりのひみつ
３ 米とくらし

鎌田和宏／監修 学研プラス 2017

5 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

6 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

7 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

8 よくわかる米の事典  １ 米を育てる
谷本雄治／指導
稲垣栄洋／監修

小峰書店 2016

9 よくわかる米の事典  ２ 米を食べる
谷本雄治／指導
稲垣栄洋／監修

小峰書店 2016

10 よくわかる米の事典  ３ 米づくりの歴史
谷本雄治／指導
稲垣栄洋／監修

小峰書店 2016

11
よくわかる米の事典
                      ４ 米の生産・流通・消費

谷本雄治／指導
稲垣栄洋／監修

小峰書店 2016

12 よくわかる米の事典 ５ お米博士になろう
谷本雄治／指導
稲垣栄洋／監修

小峰書店 2016

13 自然の材料と昔の道具 ２わらでつくる 深光富士男／著 さ・え・ら書房 2016

14 米（ポプラディア） 石谷孝佑／監修 ポプラ社 2006

15 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

16 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

17 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

18 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

19 もちの絵本
江川和徳／へん
竹内通雅／え

農山漁村文化協会 2004

20
道具からみる昔のくらしと子どもたち
３ のら仕事

須藤功／編  農山漁村文化協会 2016

鎌倉市学習パック　書名リスト　「米づくり」　　　　

　かまくら読書活動支援センター
※学習パック「米づくり」は１セット２０冊です。
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書　　　　　　　　名 著　　　　　者 出版社 出版年
貸出時

✔
返却時

✔

1 自動車まるごと図鑑 黒川文子／監修 ポプラ社 2015

2 自動車まるごと図鑑 黒川文子／監修 ポプラ社 2015

3 日本の自動車工業 １
生産・環境・福祉 日本の自動車の生産としくみ

鎌田実／監修 岩崎書店 2015

4
日本の自動車工業 ２
生産・環境・福祉 世界とつながる自動車

鎌田実／監修 岩崎書店 2015

5
日本の自動車工業 ３
生産・環境・福祉 命を守る安全技術

鎌田実／監修 岩崎書店 2015

6
日本の自動車工業 ４
生産・環境・福祉 環境にやさしい自動車づくり

鎌田実／監修 岩崎書店 2015

7 日本の自動車工業 ５
生産・環境・福祉 福祉車両とバリアフリー

鎌田実／監修 岩崎書店 2015

8 自動車　（ポプラディア情報館） 竹内裕一／監修 ポプラ社 2005

9 発見！探検！工場見学　６
ものづくりの心を育み産業学習に役立つ 乗り物の工場

中村智彦／監修 学習研究社 2009

10
自動車のしくみパーフェクト事典
－ダイナミック図解－

古川修／監修 ナツメ社 2013

11
身近なものの進化図鑑　２
乗り物

スタジオダンク／作 汐文社 2013

12
のりもののしくみ見学　１
自動車

クリス・オックスレイド／著 ほるぷ出版 2009

13
エコカーのしくみ見学　１
ハイブリッドカー

市川克彦／著 ほるぷ出版 2010

14
エコカーのしくみ見学　２
電気自動車

市川克彦／著 ほるぷ出版 2010

15
エコカーのしくみ見学　３
クリーンディーゼル

市川克彦／著 ほるぷ出版 2010

16
エコカーのしくみ見学　４
自動車のエコ

市川克彦／著 ほるぷ出版 2010

17 トヨタ自動車　（見学！日本の大企業） こどもくらぶ／編さん ほるぷ出版 2012

18 ブリヂストン　（見学！日本の大企業） こどもくらぶ／編さん ほるぷ出版 2013

19
最先端ビジュアル百科「モノ」の仕組み図鑑　２
自動車・バイク

スティーブ・パーカー／著 ゆまに書房 2010

20
最先端ビジュアル百科「モノ」の仕組み図鑑　８
緊急の乗り物

スティーブ・パーカー／著 ゆまに書房 2011

鎌倉市学習パック　書名リスト　「自動車」　　　　

　かまくら読書活動支援センター
※学習パック「自動車」は1セット２０冊です。
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書　　　　　　　　名 著　　　　　者 出版社 出版年
貸出時

✔
返却時

✔

1
はたらく車のしくみ・はたらき・できるまで １
しょうぼうしょの車

こどもくらぶ／編 岩崎書店 2013

2
はたらく車のしくみ・はたらき・できるまで ２
けいさつの車・きんきゅうの車

こどもくらぶ／編 岩崎書店 2013

3
はたらく車のしくみ・はたらき・できるまで ３
工事の車

こどもくらぶ／編 岩崎書店 2013

4
はたらく車のしくみ・はたらき・できるまで ４
くらしをささえる車

こどもくらぶ／編 岩崎書店 2013

5
はたらく車のしくみ・はたらき・できるまで ５
人やものをはこぶ車

こどもくらぶ／編 岩崎書店 2013

6
大きなずかんはたらくじどう車 １
バス・トラック・ダンプカー

元浦年康／写真・監修 学研教育出版 2013

7
大きなずかんはたらくじどう車 ２
ショベルカー・クレーン車

元浦年康／写真・監修 学研教育出版 2013

8
大きなずかんはたらくじどう車 ３
しょうぼう車・きゅうきゅう車

元浦年康／写真・監修 学研教育出版 2013

9
大きなずかんはたらくじどう車 ４
せいそう車・ミキサー車

元浦年康／写真・監修 学研教育出版 2013

10 はたらく車 [のりものくらべ　１] ネイチャー＆サイエンス／編著 偕成社 2015

11 くらしをまもる車 [のりものくらべ　２] ネイチャー＆サイエンス／編著 偕成社 2015

12
はたらくじどう車図鑑
 [チャイルドブックこども百科] いろいろ５０１台

いのうえ・こーいち／監修
チャイルド

本社
2008

13
はたらくじどう車スーパーずかん １
しょうぼう車

小賀野実／監修・写真 ポプラ社 2008

14
はたらくじどう車スーパーずかん ２
パトロールカー・きゅうきゅう車

小賀野実／監修・写真 ポプラ社 2008

15
はたらくじどう車スーパーずかん ３
ブルドーザー・パワーショベル

小賀野実／監修・写真 ポプラ社 2008

16
はたらくじどう車スーパーずかん ４
バス・トラック

小賀野実／監修・写真 ポプラ社 2008

17
はたらくじどう車スーパーずかん ５
せいそう車・いどうとしょかん車

小賀野実／監修・写真 ポプラ社 2008

18 すごいぞ！！重機大集合 １
ブルドーザー・ドリルジャンボ・パイルドライバーほか

〔ニシ工芸株式会社〕 汐文社 2014

19
すごいぞ！！重機大集合 ２
パワーショベル・解体機・ホイールローダーほか

〔ニシ工芸株式会社〕 汐文社 2014

20
すごいぞ！！重機大集合 ３
クレーン車・ダンプトラック・除雪車ほか

〔ニシ工芸株式会社〕 汐文社 2014

鎌倉市学習パック　書名リスト　「じどう車くらべ」　　　　

　かまくら読書活動支援センター
※学習パック「じどう車くらべ」は１セット２０冊です。
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書　　　　　　　　名 著　　　　　者 出版社 出版年
貸出時

✔
返却時

✔

1 大豆まるごと図鑑 すがたをかえる大豆 国分牧衛／監修 金の星社 2014

2
身近な食べもののひみつ １
すがたをかえる米・麦

 幕内秀夫／監修 神みよ子／監修 学習研究社 2006

3
身近な食べもののひみつ ２
すがたをかえる豆

 幕内秀夫／監修 神みよ子／監修 学習研究社 2006

4
身近な食べもののひみつ ３
すがたをかえる野菜・きのこ

 幕内秀夫／監修 神みよ子／監修 学習研究社 2006

5
身近な食べもののひみつ ４
すがたをかえる果実・種実

 幕内秀夫／監修 神みよ子／監修 学習研究社 2006

6
身近な食べもののひみつ ５
すがたをかえる魚・海そう

 幕内秀夫／監修 神みよ子／監修 学習研究社 2006

7
身近な食べもののひみつ ６
すがたをかえる肉

 松岡昭善／監修 神みよ子／監修 学習研究社 2006

8
身近な食べもののひみつ ７
すがたをかえる牛乳・たまご

 古川徳／監修 神みよ子／監修 学習研究社 2006

9
たのしい野菜づくり育てて食べよう １
米やトウモロコシ

林義人／文 小峰書店 2003

10
牛乳でつくる [たべもの教室]
小学生からおとなまで

家庭科教育研究者連盟 大月書店 1988

11 ポップコーンをつくろうよ
トミー・デ・パオラ／作
福本友美子／訳

光村教育図書 2004

12 おもしろふしぎ日本の伝統食材 ６ いわし
奥村彪生／作　中川学／絵
萩原一／写真

農山漁村文化協会 2008

13 そだててあそぼう 24　サトウキビの絵本
杉本明／へん
スズキコージ／え

農山漁村文化協会 2000

14 つくってあそぼう６　アイスクリームの絵本
宮地寛仁／へん
石井聖岳／え

農山漁村文化協会 2005

15
すがたをかえるたべものしゃしんえほん ３
かまぼこができるまで

宮崎祥子／構成・文 岩崎書店 2014

16
すがたをかえるたべものしゃしんえほん ５
パンができるまで

宮崎祥子／構成・文 岩崎書店 2014

17
食べものはかせになろう！ １
豆からつくる食べもの

石谷孝佑／監修 ポプラ社 2010

18
食べものはかせになろう！ ２
米・麦からつくる食べもの

石谷孝佑／監修 ポプラ社 2010

19
食べものはかせになろう！ ４
魚・海そうからつくる食べもの

石谷孝佑／監修 ポプラ社 2010

20
食べものはかせになろう！ ５
野菜・くだものからつくる食べもの

石谷孝佑／監修 ポプラ社 2010

鎌倉市学習パック　書名リスト　「すがたをかえる食べもの」　　　　

　かまくら読書活動支援センター
※学習パック「すがたをかえる食べもの」は１セット２０冊です。
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書　　　　　　　　名 著　　　　　者 出版社 出版年
貸出時

✔
返却時

✔

1
くらべてみよう！どうぶつの赤ちゃん　１
ライオン

増井光子／監修 ポプラ社 2008

2
くらべてみよう！どうぶつの赤ちゃん　２
シマウマ

増井光子／監修 ポプラ社 2008

3
くらべてみよう！どうぶつの赤ちゃん　３
ゾウ

増井光子／監修 ポプラ社 2008

4
くらべてみよう！どうぶつの赤ちゃん　４
チンパンジー

増井光子／監修 ポプラ社 2008

5
くらべてみよう！どうぶつの赤ちゃん　５
キツネ

増井光子／監修 ポプラ社 2008

6
くらべてみよう！どうぶつの赤ちゃん　６
リス

増井光子／監修 ポプラ社 2008

7
くらべてみよう！どうぶつの赤ちゃん　７
カンガルー

増井光子／監修 ポプラ社 2008

8
くらべてみよう！どうぶつの赤ちゃん　８
パンダ

増井光子／監修 ポプラ社 2008

9
くらべてみよう！どうぶつの赤ちゃん　９
アザラシ

増井光子／監修 ポプラ社 2008

10
くらべてみよう！どうぶつの赤ちゃん　１０
ペンギン

増井光子／監修 ポプラ社 2008

11 ラッコ [どうぶつの赤ちゃんとおかあさん] スージー・エスターハス／著 さ・え・ら書房 2014

12 トラ [どうぶつの赤ちゃんとおかあさん] スージー・エスターハス／著 さ・え・ら書房 2014

13 ゾウ [どうぶつの赤ちゃんとおかあさん スージー・エスターハス／著 さ・え・ら書房 2014

14 ライオン [どうぶつの赤ちゃんとおかあさん] スージー・エスターハス／著 さ・え・ら書房 2013

15 ヒグマ [どうぶつの赤ちゃんとおかあさん] スージー・エスターハス／著 さ・え・ら書房 2013

16 チーター [どうぶつの赤ちゃんとおかあさん] スージー・エスターハス／著 さ・え・ら書房 2013

17 ゴリラ [どうぶつの赤ちゃんとおかあさん] スージー・エスターハス／著 さ・え・ら書房 2013

18 オランウータン [どうぶつの赤ちゃんとおかあさん] スージー・エスターハス／著 さ・え・ら書房 2013

19 どうぶつのあかちゃん [しぜんにタッチ！] 今泉忠明／監修 ひさかたチャイルド 2014

20 ほんとのおおきさあかちゃん動物園 尾崎たまき／写真 学研教育出版 2014

鎌倉市学習パック　書名リスト　「どうぶつの赤ちゃん」　　　　

　かまくら読書活動支援センター
※学習パック「どうぶつのあかちゃん」は１セット２０冊です。
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※学習パック「水」は20冊１セットです。

書　　　　　　　　名 著　　　　　者 出版社 出版年
貸出時

✔
返却時

✔

1 川の大研究　－身近にある自然のめぐみ－ 上田孝俊／監修 ＰＨＰ研究所 2010

2
地球の水ＳＯＳ図鑑
－もう危ない！未来はどうなる－

田中賢治・浜口俊雄／著 ＰＨＰ研究所 2010

3
水の大研究
－人と地球の生命のみなもと－

橋本淳司／著 ＰＨＰ研究所 2005

4
水の総合学習　１
水といのち

七尾純／著 あかね書房 2003

5
水の総合学習　２
水の科学

七尾純／著 あかね書房 2003

6
水の総合学習　３
水と環境

七尾純／著 あかね書房 2003

7
水の総合学習　４
水とくらし

七尾純／著 あかね書房 2003

8
水　新装版　（科学のアルバム　天文・地学１１）

－めぐる水のひみつ－
塚本治弘／著 あかね書房 2005

9
「物づくり」に見る日本人の歴史　４
日本人は水をどのように利用してきたか

西ヶ谷恭弘／監修 あすなろ書房 2000

10 水と健康－水で生きてる体と心の巻－ 日本医師会ほか／監修
大塚ホール
ディングス

2014

11 わたしたちの水道　平成２６年度版 神奈川県企業庁／編 神奈川県 2014

12
行ってみよう！社会科見学　１
浄水場・下水処理場

国土社編集部／編 国土社 2011

13
池上彰のニュースに登場する世界の環境問題
２　水

稲葉茂勝／訳・文 さ・え・ら書房 2010

14 水と人びとのくらし　（世界と日本の水問題） 橋本淳司／著 文研出版 2010

15 水と環境問題　（世界と日本の水問題） 橋本淳司／著 文研出版 2010

16 水をめぐる争い　（世界と日本の水問題） 橋本淳司／著 文研出版 2010

17 水と人びとの健康　（世界と日本の水問題） 橋本淳司／著 文研出版 2011

18
水ってなんだろう　４
水は、どこから？

柴田隆行／監修 ポプラ社 2009

19
水ってなんだろう　５
水は、どこへ？

柴田隆行／監修 ポプラ社 2009

20
仕事場がよくわかる！社会科見学　６
浄水場・下水処理場

山口竜也／編 ポプラ社 2013

鎌倉市学習パック　書名リスト　「水」　　　　

　かまくら読書活動支援センター
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