
 

所蔵一覧

No. 資料コード 書名 巻次 副書名 著者名 出版者 分類 場所 シリーズ 備考

1 920121688 最新こどもおもしろ学習館
主婦と生活
社

 031 児童
生物、自然、科学、人体、歴史、文学・芸術、社会
などが満載。94年刊「こどもおもしろ学習館」に補筆、
最新情報を加筆。

2 920102720 おもしろ！なっとく！なぜなぜ大事典 １ 学研  031 / /1 児童 人と体１０１
第1巻では、「かみの毛は一日にどれくらいのびるの?」
ほか、人と体に関する101の疑問を収録。

3 920031515 かこさとしあそびの大星雲 ７
くしゃみやおへそのあそび 体と病気
のなやみ問題

かこ／さとし∥絵と文
農山漁村
文化協会

 031 /ｶ /7 書庫

4 920036043 くらしの中のみぢかなぎもん図鑑 ４ からだ ＫＡＺ企画∥構成・編集 国土社  031 /ｸ /4 書庫
 身近な問題を例えに出しながら、からだの巧妙なしく
みを、写真やイラストなどで楽しく解説します。

5 920356987 たんけんライト ２ からだたんけん 石井　玲子∥訳 岳陽舎  035 /ﾀ /2 児童
はじめての発見
/たんけんライトシ
リーズ

6 921023206 なぜ？どうして？科学のお話 ２年生 大山／光晴∥総合監修
学研教育
出版

 404 /ﾅ /2 児童
科学の不思議に答える話を、からだ、生き物、食べ
物・身近な物、地球と宇宙といったテーマごとに収録。

7 921023214 なぜ？どうして？科学のお話 ３年生 大山／光晴∥総合監修
学研教育
出版

 404 /ﾅ /3 児童
科学の不思議に答える話を、からだ、生き物、食べ
物・身近な物、地球と宇宙といったテーマごとに収録。

8 920216777 なぜ？どうして？科学のお話 ４年生 大山／光晴∥総合監修
学研教育
出版

 404 /ﾅ /4 児童
科学の不思議に答える話を、からだ、生き物、食べ
物・身近な物、地球と宇宙といったテーマごとに収録。

9 920216785 なぜ？どうして？科学のお話 ５年生 大山／光晴∥総合監修
学研教育
出版

 404 /ﾅ /5 児童
科学の不思議に答える話を、からだ、生き物、食べ
物・身近な物、地球と宇宙といったテーマごとに収録。

10 920192804 ふしぎ！かんたん！科学マジック ６ からだのマジック 学研  407 /ﾌ /6 児童
小学校の理科で学習する、科学の原理を利用してで
きる、ふしぎでびっくりの科学マジックを紹介する。6で
は、からだのマジックが満載。

11 920045978 科学だいすき！なぜなぜ大発見 ６ 学研  408 /ｶ /6 書庫
どうしてねむくなる
の？ 人の体のふし
ぎ

第6巻はなぜ目や耳はふたつあるの? 血はなぜ赤い
の? など、人の体のふしぎについての大発見。「小学な
ぜなぜふしぎサイエンス 1〜21」のリニューアル版。

12 920304540 長沼毅の世界は理科でできている 人体 長沼　毅∥監修 ほるぷ出版  408 /ﾅ / 児童
人体編では、人類の歴史、視覚のしくみから、からだ
をつくる設計図のDNAまで、人体のふしぎをまるごと紹
介。

13 920102910 どうしてわかるきょうりゅうのすがた 工藤／晃司∥ぶん・え
大日本図
書

 457 /ｸ / 児童 かがくだいすき
生きている恐竜はいないのに、どうしてリアルに復元で
きるのか。骨、歯の化石で骨格、筋肉、皮膚の色、質
感はどうしてわかるのか。

14 921026787 生物学 生命ってすごい！ ダン・グリーン∥文
玉川大学
出版部

 460 /ｸﾞ / 児童
科学キャラクター図
鑑

動物、植物、見慣れない生き物の体の中や、それを
動かす小さな細胞、タンパク質、DNAなどをキャラク
ター化して紹介する。

15 920217072 ホネホネすいぞくかん
西澤／真樹子∥監修・
解説

アリス館  481 /ﾎ / 児童
ホホジロザメ、トビウオ、タツノオトシゴ、イルカなど、いろ
いろな水中生物のホネを紹介して、そのふしぎやひみ
つを解き明かします。

所蔵館 : 菰野町図書館 ヒトの体のつくりと運動
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16 920195724 ホネホネどうぶつえん
西澤／真樹子∥監修・
解説

アリス館  481 /ﾎ / 児童
シマウマやコビトカバ、ゾウやコウモリなどいろいろな動
物のホネを紹介して、動物のふしぎを解き明かします。

17 920211737 ホネホネたんけんたい
西澤／真樹子∥監修・
解説

アリス館  481 /ﾎ / 児童
ヘビやカメなどいろいろな動物のホネを紹介して、その
ふしぎやひみつを解き明かします。

18 920281268 食べて始まる食卓のホネ探検 ゲッチョ先生のホネコレクション 盛口　満∥文　絵
少年写真
新聞社

 481 /ﾓ / 児童
フライドチキンを食べたあとには、どんな骨が残るのか。
ブタやシカの骨は、どんな形をしているのか。骨を詳細
なイラストで紹介。

19 920049582 ケガ・病気・からだの本 １ ケガの巻
さ・え・ら書
房

 490 /ｹ /1 書庫
ケガの巻では、身近に起こりやすいケガを例に、自然
治癒力のしくみを学びます。

20 920049756 ケガ・病気・からだの本 ２ かぜの巻
さ・え・ら書
房

 490 /ｹ /2 書庫
風邪をひくと、始めはくしゃみや鼻水などの症状だった
のが、頭痛や熱などの症状に進むことがある。風邪の
原因や症状を中心に、からだのしくみについて紹介。

21 920049590 ケガ・病気・からだの本 ３ おなかの巻
さ・え・ら書
房

 490 /ｹ /3 書庫
おなかの巻では、おなかの痛みの原因と対処のしかた
を中心に、からだと消化器の仕組みを学びます。

22 920049764 ケガ・病気・からだの本 ４ 皮ふの巻
さ・え・ら書
房

 490 /ｹ /4 書庫
皮ふは体の一番外側にあって、体を守ったり、まわりの
環境をいち早く感じとったりする役目がある。

23 920049608 ケガ・病気・からだの本 ５ 歯の巻
さ・え・ら書
房

 490 /ｹ /5 書庫
歯の巻では、健康でじょうぶなからだと歯を持ち続ける
ために、歯についてのいろいろを学びます。

24 920149077 人のからだ 坂井／建雄∥監修 ポプラ社  491 / / 児童 ポプラディア情報館
骨のつくりや内臓器官のしくみとはたらき、男の子と女
の子の違い、人の一生の体の変化などを紹介。

25 920134525 からだの本
ジルベーヌ・ペロル∥原案・
制作

岳陽舎  491 / / 児童 はじめての発見
血液は栄養と酸素を体の隅々まで運び、脳はあらゆ
る神経系に命令を出す。体の成り立ちを知るための
体の本。透明のページをめくると絵が一変する。

26 920351467 健康のすすめ！カラダ研究所 １ うんことカラダ 石倉　ヒロユキ∥作 偕成社  491 /ｲ /1 児童
マンガとリアルなイラストで紹介するシリーズ。1は、食べ
ものが口に入ってから、うんこになるまでの道のりを中心
に、カラダのしくみを解説する。

27 920351475 健康のすすめ！カラダ研究所 ２ 栄養とカラダ 石倉　ヒロユキ∥作 偕成社  491 /ｲ /2 児童
マンガとリアルなイラストで紹介するシリーズ。2は、「炭
水化物」「たんぱく質」「ビタミン」等の栄養素のはたらき
や、それらがカラダに吸収されるしくみなどを解説する。

28 920202660 からだのしくみとはたらき グウィン・ビバース∥文 西村書店  491 /ｳ / 児童
「からだの中ってどうなっているの?」「病気になるってどう
いうこと?」など。1987年刊「みんなのからだ」の改題新
装版。

29 920371689 からだの細菌キャラクター図鑑 なかよくつき合って元気になる！ 岡田　晴恵∥監修
日本図書
センター

 491 /ｶ / 児童
健康と深いつながりのある身近な細菌をキャラクター
化。それぞれの特徴やはたらきなどを、キャラクターたち
が紹介する。細菌“超入門”図鑑。

30 920334927 からだの免疫キャラクター図鑑 病気をふせぐしくみがよくわかる！ 岡田　晴恵∥監修
日本図書
センター

 491 /ｶ / 児童
「免疫」というからだのはたらきをわかりやすく教える。免
疫細胞が活躍するために必要なからだの器官、物
質、腸内細菌なども収録。

31 920326162 からだのふしぎ ひみつはっけん！ にしもと　おさむ∥絵
世界文化
社

 491 /ｶ / 児童
ミクロの探検隊が人間のからだを旅する、驚きとふしぎ
発見の「人体図鑑」。イラストやマンガで楽しく解説。

32 921009288 からだ 和田  紀之∥指導
フレーベル
館

 491 /ｶ / 児童
キンダーブック
/しぜん
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33 920233251 からだのふしぎ 細谷／亮太∥監修
ＰＨＰ研究
所

 491 /ｶ / 児童 科学のおはなし
をとると、どうして白髪になるの? 一生に何回ぐらい呼
吸をするの? なぜ、しゃっくりが出るの? からだのしくみや
はたらきについて解説します。

34 920170875 からだをまもる免疫のふしぎ 日本免疫学会∥編集 羊土社  491 /ｶ / 児童
小学生から大人まで誰もが気軽に免疫学に接するこ
とができるように、免疫のしくみや、免疫が引き起こす
病気について、イラストを交えてわかりやすく説明する。

35 920161320 筋肉の大研究 体の中の不思議にせまろう 石井／直方∥監修
ＰＨＰ研究
所

 491 /ｷ / 児童
普段の生活や基本的なスポーツで使われる主な筋肉
をイラストを使って解説するほか、筋肉の分類やそれぞ
れの役割について学ぶ。

36 920250032 人体 永遠のふしぎ！ ダン・グリーン∥文
玉川大学
出版部

 491 /ｸﾞ / 児童
科学キャラクター図
鑑

遺伝子、酵素、胆のう、汗腺、脊髄など、人体に関す
るあらゆる事項をキャラクター化して紹介。折り込み
「血液循環の模式図」付き。

37 920234119 検定クイズ１００　人のからだ 理科 坂井／建雄∥監修 ポプラ社  491 /ｹ / 児童 ポケットポプラディア
髪の毛は1日に約70本抜ける? 涙はいつも出ている?
新学習指導要領で注目の、人体の知識が楽しくおぼ
えられる検定クイズ本。

38 920075025 小学生の「体のしくみ」大疑問１００ 目からうろこ 講談社∥編集 講談社  491 /ｼ / 書庫
夢を見る日と見ない日があるのはなぜ? くさいオナラとく
さくないオナラはどこが違うの? 不思議な体の秘密を明
らかにする。

39 920334935 人体キャラクター図鑑
からだの不思議がめちゃくちゃよく
わかる！

坂井　建雄∥監修
日本図書
センター

 491 /ｼﾞ / 児童
からだの中のさまざまな器官をキャラクター化。それぞれ
の役割やおもなはたらき、ケガをしたり、病気になったり
したときの症状などを紹介する。

40 920340585 どうなってるの？からだのなか めくって楽しい５７のしかけ ケイティ　デインズ∥文
ひさかたチャ
イルド

 491 /ﾃﾞ / 児童
体のなかの仕組みを、57のしかけとともに紹介。器官
のイラストをめくると、解説と新しいイラストがでてくるし
かけで、体内の働きが分かる。

41 920376282 はたらく細胞人体のふしぎ図鑑 からだのしくみを学べる！ 講談社∥編 講談社  491 /ﾊ / 児童
アニメ「はたらく細胞」の内容に沿って、細胞の働きと人
体のしくみについて、豊富なイラストとともにわかりやすく
解説する。勉強にすぐ役立つコラムも収録。

42 920361631 ヒトの体にすみつく生き物 寄生虫から細菌・ウイルスまで 辨野　義己∥監修
ＰＨＰ研究
所

 491 /ﾋ / 児童
楽しい調べ学習シ
リーズ

体内に生息している微生物がいかにヒトの体や生活
に、知らない間に寄与しているかを、写真やイラストとと
もにわかりやすく解説。

43 920316395 はたらく人体 きみの体は高性能マシーン！ ジュディ　ヒンドレイ∥作
絵本塾出
版

 491 /ﾋ / 児童
消化、血液、呼吸、おしゃべり、感覚、筋骨など、人
体のなかで重要なはたらきがどう行われているかを、イ
ラストで解説します。

44 920206455 脳と体のしくみ絵事典 夢をかなえるカギは脳にある 久恒／辰博∥著
ＰＨＰ研究
所

 491 /ﾋ / 児童
脳がどのような働きをするところで、自分たちの体にど
のような影響をあたえているのかについて解説した絵事
典。

45 920319605 脳の指令は新幹線よりも速い！ 絵と図でわかる「人体」のふしぎ サイモン　ロジャース∥著
主婦と生活
社

 491 /ﾋ / 児童
心臓、脳、骨と筋肉など、体の仕組みを、インフォグラ
フィックス(内容を絵文字や図でわかりやすくあらわした
もの)で紹介する。

46 920316395 はたらく人体 きみの体は高性能マシーン！ ジュディ　ヒンドレイ∥作
絵本塾出
版

 491 /ﾋ / 児童
消化、血液、呼吸、おしゃべり、感覚、筋骨など、人
体のなかで重要なはたらきがどう行われているかを、イ
ラストで解説します。

47 920238987 Ｗｈｙ？人体のなぜ ホ／スンボン∥文
学研教育
出版

 491 /ﾎ / 児童 まんが科学百科
骨は内臓を保護し、目は物を見て、耳は音を聞きま
す。鼻毛でさえもほこりを防ぐために必要。体の世界を
まんがで紹介します。

48 921024626 驚異の人体 不思議な「わたしたち」のしくみ デビッド・マコーレイ∥著 ほるぷ出版  491 /ﾏ / 児童
コルデコット賞を受賞した絵本作家が、人体の驚くべ
き「しくみ」をユーモアとセンスあふれるイラストでわかりや
すく説明します。

49 920372455 ミクロワールド人体大図鑑 〔２〕
電子顕微鏡で見る人体の不思
議
骨と筋肉 体を動かすしくみ

宮澤　七郎∥監修 小峰書店  491 /ﾐ /2 児童
 体をかたちづくる骨、骨と骨をつなぐ関節、骨や内臓
を動かす筋肉などを、電子顕微鏡で撮影した鮮明で
立体的な写真とともに解説する。
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50 920372471 ミクロワールド人体大図鑑 〔４〕

電子顕微鏡で見る人体の不思
議
呼吸器と心臓 体に酸素と栄養を
運ぶしくみ

宮澤　七郎∥監修 小峰書店  491 /ﾐ /4 児童
 呼吸にかかわる鼻・のど・気管・肺、血液をおしだすポ
ンプの役割をしている心臓などを、電子顕微鏡で撮
影した鮮明で立体的な写真とともに解説する。

51 920372497 ミクロワールド人体大図鑑 〔６〕

電子顕微鏡で見る人体の不思
議
ホルモンと免疫 体をととのえて守る
しくみ

宮澤　七郎∥監修 小峰書店  491 /ﾐ /6 児童
ホルモンと、免疫について、電子顕微鏡で撮影した鮮
明で立体的な写真とともに解説する。

52 920096013 からだの大常識 山内／ススム∥文 ポプラ社  491 /ﾔ / 児童
これだけは知ってお
きたい

「どうして心臓はとまらないの?」「神経が太い人っている
の?」など、人体についての素朴なギモンに楽しく答えま
す。知ってるとトクするからだのふしぎを徹底攻略!

53 920038577 ヤマダおじさんのからだのはなし 山田／真∥著
誠文堂新
光社

 491 /ﾔ / 書庫
脈。自分の腕をさわって確かめてみる。心臓、血液、
歯、のど、胃、口からおしりのあなまで、ひとつひとつわ
かりやすく、お医者さんが教えてくれる。

54 920311925
６００以上の筋肉と２０６個の骨をもつ
体

血液、毛髪、細胞、細菌もたっぷ
り！

ポール　ロケット∥文
玉川大学
出版部

 491 /ﾛ / 児童 びっくりカウントダウン
皮膚など外側の器官と、内側の器官(=内臓)でつくら
れた<人体>。「食べものの消化時間は12〜72時間」
など、さまざまな“数”から人体の秘密に迫る。

55 920206661 病気・けががよくわかる事典 こんなときどうする？ 巷野／悟郎∥監修
ＰＨＰ研究
所

 492 /ﾋﾞ / 児童
病気の内容を知るとともに、体のしくみや各器官の役
割などもわかるように図を用いて解説する。

56 920192937 ５つの栄養素 ４
調べて学んでバランスよく食べる
ビタミン 体の調子を整える

童夢∥編 偕成社  498 /ｲ /4 児童
4巻は体の調子を整えるビタミンについて。どんな働き
をするのか、ビタミンがふくまれている食べものは何か、
楽しい実験や料理をしながら紹介。

57 920192945 ５つの栄養素 ５
調べて学んでバランスよく食べる
無機質 体をつくり、調子を整える

童夢∥編 偕成社  498 /ｲ /5 児童
5巻は体をつくり、調子を整える無機質について。どん
な働きをするのか、無機質がふくまれている食べものは
何か、楽しい実験や料理をしながら紹介。

58 920209624 からだがよろこぶ生活習慣 １
遊んで食べてぐっすりねむる
自分のからだを発見しよう！ 姿
勢・動作とからだのしくみ

羽崎／泰男∥監修 学研  498 /ｶ /1 児童
自分のからだの能力やしくみを勉強しながら、からだが
喜ぶ「よい姿勢やよい動作」とはどんなものかを探って
みよう。動作をイラストで紹介。

59 920209723 からだがよろこぶ生活習慣 ２
遊んで食べてぐっすりねむる
からだを使って遊ぼう！ 運動と元
気なからだ

羽崎／泰男∥監修 学研  498 /ｶ /2 児童
からだのしくみを知り、実際にからだを動かすにはどうす
ればいいのか考えてみよう。さまざまな能力を引き出
し、「からだ遊び」をイラストで紹介。

60 920209731 からだがよろこぶ生活習慣 ３
遊んで食べてぐっすりねむる
おいしく食べよう！ 食事と元気な
からだ

羽崎／泰男∥監修 学研  498 /ｶ /3 児童
毎日食べているものがからだの中でどうなっていくのか、
そして食事の大切さを勉強していこう。

61 920209750 からだがよろこぶ生活習慣 ４
遊んで食べてぐっすりねむる
気持ちよく起きよう！ すいみんと
元気なからだ

羽崎／泰男∥監修 学研  498 /ｶ /4 児童
睡眠とは何か、そのしくみを知り、どうすればぐっすり眠
れ、すっきり起きられるのかを考えてみよう。睡眠と元
気なからだの関係をイラストで紹介。

62 920209756 からだがよろこぶ生活習慣
遊んで食べてぐっすりねむる
楽しい毎日をつくろう！ 元気をつ
くる生活習慣

羽崎／泰男∥監修 学研  498 /ｶ /5 児童
テレビ、パソコン、携帯電話、コンビニといった、身のま
わりにある便利なものと、どうつきあっていけばいいのか
を考えてみよう。

63 920207990 みんなが元気になるはじめての食育 ５ じょうぶなからだをつくる 服部／幸應∥監修・著 岩崎書店  498 /ﾊ /5 児童
5巻では、体はどうやってつくられるのか、じょうぶな骨づ
くりにはカルシウムが大切なことや良質たんぱく質が健
康な体をつくることを説明する。

64 920185675 おっぱいのはなし 土屋／麻由美∥文 ポプラ社  E /ｱ / 児童
からだとこころのえほ
ん

お母さんから子どもたちへいのちをつなぐ「おっぱい」のひ
みつや大切さがわかる絵本。

65 920185337 からだのなかでドゥンドゥンドゥン 木坂／涼∥ぶん
福音館書
店

 E /ｱ / 児童
幼児絵本ふしぎな
たねシリーズ

ひとも、いぬも、ひなたぼっこしているとかげも、飛んでい
るとりも、みんなみんな、からだの中に不思議な命の音
を持っている…。命の不思議と大切さを謳う絵本。
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66 921021804 おめでとう たいせつなあなたへ いとう／えみこ∥文 ポプラ社  E /ｲ / 児童
からだとこころのえほ
ん

1歳の誕生日を迎えるまでの赤ちゃんの写真と、大切
な我が子に対する親の思いを綴った写真絵本。

67 920180676 男の子 北沢／杏子∥著 岩崎書店  E /ｲ / 児童
こころからだいのちの
えほん

68 920180684 女の子 北沢／杏子∥著 岩崎書店  E /ｲ / 児童
こころからだいのちの
えほん

69 920180700 あかちゃんはどこからきたの 北沢／杏子∥著 岩崎書店  E /ｲ / 児童
こころからだいのちの
えほん

70 920180718 おとうさん 北沢／杏子∥著 岩崎書店  E /ｲ / 児童
こころからだいのちの
えほん

71 920278983 あしってエラい！ 中川　ひろたか∥文 保育社  E /ｵ / 児童
すごいぞ！ぼくらの
からだシリーズ

運動会のかけっこでいちばんになった。この「あし」のお
かげ-。自分のからだを支える大切な「あし」を博士たち
がわかりやすく紹介します。

72 920264199 ぐんぐんせがのびるひみつ 大久保　友博∥絵
少年写真
新聞社

 E /ｵ / 児童 からだはすごいよ！
子どもは日々成長して、生まれてから1m以上も背が
伸びます。子どものうちに体を大きくするには、何が重
要か。背が伸びるこ秘密を伝える絵本。

73 920337201 わたしののうとあなたのこころ かこ　さとし∥〔作〕 童心社  E /ｶ / 児童
かこさとし・からだの
本

74 920337193 むしばミュータンスのぼうけん かこ　さとし∥〔作〕 童心社  E /ｶ / 児童
かこさとし・からだの
本

75 920337185 ほねはおれます　くだけます かこ　さとし∥〔作〕 童心社  E /ｶ / 児童
かこさとし・からだの
本

76 920337441 はしれますか　とべますか かこ　さとし∥〔作〕 童心社  E /ｶ / 児童
かこさとし・からだの
本

77 920337177 てとてとゆびと かこ　さとし∥〔作〕 童心社  E /ｶ / 児童
かこさとし・からだの
本

78 920337433 すってはいてよいくうき かこ　さとし∥〔作〕 童心社  E /ｶ / 児童
かこさとし・からだの
本

79 920337169 あなたのおへそ かこ　さとし∥〔作〕 童心社  E /ｶ / 児童
かこさとし・からだの
本

80 920337425 あがりめ　さがりめ　だいじなめ かこ　さとし∥〔作〕 童心社  E /ｶ / 児童
かこさとし・からだの
本

81 920337151 あか　しろ　あおいち かこ　さとし∥〔作〕 童心社  E /ｶ / 児童
かこさとし・からだの
本

82 920333333 たべもののたび かこ　さとし∥〔作〕 童心社  E /ｶ / 児童
かこさとし・からだの
本
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83 920349503 ながいながい骨の旅 松田　素子∥文 講談社  E /ｶ / 児童
骨をもたなかった生きものが進化し、骨をもつようになっ
た歴史や、骨の重要な役割などを紹介します。

84 920029220 かこさとしのからだとこころのえほん １ かこ／さとし∥文
農山漁村
文化協会

 E /ｶ /1 書庫

85 920029238 かこさとしのからだとこころのえほん ２ びょうきじまんやまいくらべ かこ／さとし∥文
農山漁村
文化協会

 E /ｶ /2 書庫

86 920029246 かこさとしのからだとこころのえほん ３ なきむしやさんだいしゅうごう かこ／さとし∥文
農山漁村
文化協会

 E /ｶ /3 書庫

87 920029253 かこさとしのからだとこころのえほん ４ すきなひときらいなわたし かこ／さとし∥文
農山漁村
文化協会

 E /ｶ /4 書庫

88 920029261 かこさとしのからだとこころのえほん ５ おとうさんのおっぱいなぜあるの かこ／さとし∥文
農山漁村
文化協会

 E /ｶ /5 書庫

89 920029279 かこさとしのからだとこころのえほん ６ いたいのいやだかゆいのごめん かこ／さとし∥文
農山漁村
文化協会

 E /ｶ /6 書庫

90 920029287 かこさとしのからだとこころのえほん ７ てのたんけんあしのぼうけん かこ／さとし∥文
農山漁村
文化協会

 E /ｶ /7 書庫

91 920264215 ドキドキかんじるしんぞう 木村　倫子∥絵
少年写真
新聞社

 E /ｷ / 児童 からだはすごいよ！
心臓はなぜ動き、体の中でどういう働きをするのか。普
段気がつかない心臓の大切さを伝える絵本。

92 920153988 きみのからだのきたないもの学
キモチわる〜
い編

シルビア・ブランゼイ∥文 講談社  E /ｷ / 児童
脳みそ、目玉、水虫、血、はらわた、くしゃみ、しゃっくり
…。「キモ〜い」ものこそ、おもしろい! 子どもが夢中に
なる「きたないもの」から体のしくみを学ぶ。

93 921011805 からだ　あいうえお 中川  ひろたか∥文 保育社  E /ｻ / 児童
子どもの病気や健康法について、あいうえお順にわか
りやすいイラストで示した絵本。見返しに人体のイラス
ト、ジャケット裏に「あいうえおひょう」あり。

94 920271798 ぼくの手わたしの手 中川　ひろたか∥作 保育社  E /ｻ / 児童
すごいぞ！ぼくらの
からだシリーズ

手は、いろいろなことができます。手は、いろいろなこと
を表現します。いろいろなはたらきをする手をモノクロの
写真でつづった絵本。

95 920191780 かぐかぐ カムカムズ∥文
ＰＨＰ研究
所

 E /ｻ / 児童
ＰＨＰにこにこえほん
/からだこころげんき

「かぐ」という行為は、ふだんあまり意識せずに生活して
いますが、生きるのに大切な力です。かぐことを見直す
自然科学絵本。

96 920278074 ほね・ホネ・がいこつ！ 中川　ひろたか∥文 保育社  E /ｽ / 児童
すごいぞ！ぼくらの
からだシリーズ

 頭の骨や胸のあばら骨は、大事な器官を守っている。
骨がなかったら立っていられない。運動が出来るのも骨
のおかげ…。骨のいろいろなはたらきを紹介する絵本。

97
920008026
921002333

やさしいからだのえほん １ からだのなかはどうなってるの？ せべ／まさゆき∥絵 学研
 E /ｾ /1
 E /ｾ /1

書庫

思いっきり走ったり、なわとびしたり、ボールを投げたり
けったり、もりもり食べたり。からだって、一体どんなしく
みになっているのかな。さあ、そのひみつを見てみましょ
う。

98 921002325 やさしいからだのえほん ２ うんちはどうしてでるの？ せべ／まさゆき∥絵 学研  E /ｾ /2 書庫
口から食べる。トイレへ行ってうんちする。そこを結ぶ道
は、まるで迷路のよう。おなかの中の迷路のような管
は、元気でいるためにはみんな大切なものばかり。
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99 921002317 やさしいからだのえほん ３ ほねはどうしてかたいの？ せべ／まさゆき∥絵 学研  E /ｾ /3 書庫
あなたのかわいい顔の下にもがいこつがひとつ。大切な
脳をつつんでいます。骨があるから、人も動物もいろん
なことができるんです。では骨のおはなしをしましょう。

100 921002291 やさしいからだのえほん ４ むしばはどうしてできるの？ せべ／まさゆき∥絵 学研  E /ｾ /4 書庫
むしば菌はあなたと同じように甘いものが大好き。歯の
大切なはたらきや、むしばのできる原因、予防などにつ
いて学びます。

101 921002309 やさしいからだのえほん ５ ちはどうしてながれてるの？ せべ／まさゆき∥絵 学研  E /ｾ /5 書庫
からだがとてもあたたかいでしょう。それはなぜだか知っ
ていますか。みんな血が流れているからです。からだに
必要な血の役わりとはたらきについて学びます。

102 920346467 カミカミもぐもぐげんきなは からだはすごいよ！ 高宮　麻紀∥絵
少年写真
新聞社

 E /ﾀ / 児童
どうして子どもの歯と大人の歯があるの? 歯の妖精が、
歯が生えかわるしくみと、健康な歯でいつまでもおいしく
食べることの大切さを伝える絵本。

103 920293891 はなみずじゅるじゅるせきごほごほ 細谷　亮太∥文 童心社  E /ﾂ / 児童
からだだからすご
い！

かぜをひくと、鼻水じゅるじゅる、せきはごほごほで大変!
それは体のちからマンが、かぜのウイルスを追いだそうと
頑張ってる証拠!

104 920191798 にぎにぎ カムカムズ∥文
ＰＨＰ研究
所

 E /ﾂ / 児童
ＰＨＰにこにこえほん
/からだこころげんき

手をにぎるってすごいんだ。いろんなことができちゃうよ。
ニギルくんといっしょに見てみよう!

105 920180650 あなたがうまれるまで 北沢／杏子∥著 岩崎書店  E /ﾂ / 児童
こころからだいのちの
えほん

106 920245065 からだたんけん ジョアンナ・コール∥文 岩波書店  E /ﾃﾞ / 書庫
フリズル先生のマ
ジック・スクールバス

バスごと体の中に吸いこまれたフリズル学級は、消化
吸収や血液循環などのしくみを見学する。はらはらど
きどきの冒険を楽しみながら、科学知識が身につく。

107 920270246 コビトが案内する楽しい人体図鑑 ダン　グリーン∥文
エクスナレッ
ジ

 E /ﾃﾞ / 児童
不気味で、すてきで、ちょっとだけ臭い「人体工場」を
案内する、体内の仕組みがひとめでわかる図鑑。ポス
ターつき。

108 920293909 まいにちからだはあたらしい！ 細谷　亮太∥文 童心社  E /ﾅ / 児童
からだだからすご
い！

髪の毛やつめがのびて、皮膚もかわる。食べる、運動
する、寝る。みんなゆうくんがあたらしくなる力になる
…。体が毎日あたらしくなっていることを伝える絵本。

109 920152956 よーするに医学えほん
からだアイらん
ど〈おなか編〉

きむら／ゆういち∥作 講談社  E /ﾅ / 児童
ヒトの身体をひとつの島にたとえて、口から食道、胃、
十二指腸、小腸、大腸、肛門までの消化吸収の仕
組みを、運河として表現したしかけ絵本。

110 920355443 からだをうごかすえほん のぶみ∥さく 幻冬舎  E /ﾉ / 児童
忍者の「にじゅうまる」に言われたとおりに体を動かして
遊ぶ絵本。慣れてきたらスピードアップして、何度もくり
返し楽しめる。

111 920271806 たべものたべたら 中川　ひろたか∥文 保育社  E /ﾌ / 児童
すごいぞ！ぼくらの
からだシリーズ

昨日食べたとうもろこしが、今日のうんこに出てきた。ど
うしてかな? 食べ物を消化・排泄するしくみを紹介する
絵本。

112 920356581 からだのなかをのぞいてみたら？
魔法のレンズで３つの世界をのぞ
いてみよう

アイナ　ベスタルド∥さく
青幻舎イン
ターナショナ
ル

 E /ﾍﾞ / 児童
 不思議なレンズで覗いてみよう! 付属の3色のレンズを
かざして、からだの中を探検するしかけ絵本。ポスター
つき。「魔法のレンズ」シリーズ第3弾。

113 920027117 ひとのからだ 毛利／子来∥著 岩崎書店  E /ﾎ / 書庫 知識の絵本

114 920194685 かむかむ カムカムズ∥文
ＰＨＰ研究
所

 E /ﾐ / 児童
ＰＨＰにこにこえほん
/からだこころげんき

そもそも「嚙む」とはどんなことなのだろう? 嚙む力が弱く
なっている現代人が、嚙む力を見直す自然科学絵
本。

115 920284478 こころとしんぞう 中川　ひろたか∥文 保育社  E /ﾑ / 児童
すごいぞ！ぼくらの
からだシリーズ

緊張すると心臓がドキドキ。思いっきり走ったら、やっぱ
りドキドキ。好きな子に会っただけでもドキドキしちゃう。
心臓の働きや、その動き「鼓動」について紹介します。
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116 920039104 からだっていいな 山本／直英∥さく 童心社  E /ﾔ / 書庫
絵本・ちいさななか
またち

体があるからいろいろな事が出来るし、感じる事ができ
ます。そんな体に焦点をあて、その大切さをわかりやす
く描いた絵本。

117 920181062 原色ワイド図鑑 〔１７〕
Ｐｉｃｔｕｒｅ　ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ
顕微鏡の世界

学研 G 031 /ｹﾞ /17 児童

118 920180981 原色ワイド図鑑 〔９〕
Ｐｉｃｔｕｒｅ　ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ
人体

学研 G 031 /ｹﾞ /9 児童

119 920091188
自然の中の人間シリーズ　微生物と人
間編

３
農山漁村
文化協会

G 465 /ｼ /3 書庫
からだのなかの微生
物

第3巻では、人間が生まれた時から体内に同居する
腸内細菌の役割や食中毒のしくみ、身体がもつ病気
を防ぐしくみを通して健康を考える。

120 920339793 動物の骨 ロブ　コルソン∥文 辰巳出版 G 481 /ｺ / 児童 骨の博物館
魚類から両生類、鳥類、類人猿まで、さまざまな動物
の骨格の絵を、くらしや特徴とともに見開きで掲載。

121 920233558 からだ
学研教育
出版

G 491 /ｶ / 児童
ふしぎ・びっくり！？
こども図鑑

からだの、誕生と成長、筋肉、骨のつくりとはたらき、病
気と健康についてなど、大きなカラーイラストと写真で
わかりやすく解説。96年刊「ひとのからだ」の新版。

122 920370665 からだのふしぎ メイとロロの学べるめいろ しみず　としふみ∥作
イースト・プ
レス

G 491 /ｼ / 児童
めいろやまちがいさがしを楽しみながら、人体について
学べる本。からだの中の機能や、循環、排せつ、免疫
などのしくみを説明した図鑑もついています。

123 920097680 人体を旅する からだの中をのぞいてみよう ニコラス・ハリス∥文 理論社 G 491 /ﾊ / 児童
驚異！しかけ科学
図鑑

人間の体内を探検しながらその様子を解説する図
鑑。口から入って血管の中や目の奥から見える世界を
見ていく。

124 920052651
ＳＴＥＰＨＥＮ　ＢＩＥＳＴＹ’Ｓ人体透視
図鑑

スティーブン・ビースティー∥
画

あすなろ書
房

G 491 /ﾋﾞ / 児童
今まで知らなかった体の働きが、つぶさにわかるスリルに
満ちた体の中の旅。詳しいカラーの輪切りイラストで体
の中を解説。

125 920251469 人体絵本 めくってわかるからだのしくみ
ジュリアーノ・フォルナーリ∥
作

ポプラ社 G 491 /ﾌ / 児童
からだの内部が立体的にわかるように構成。各部分の
名称を解剖学的に正確に表示。筋肉と骨と内蔵のか
かわりやそれぞれのはたらきを詳しく解説。

126 920376274 知っておきたい！人体のしくみ ジョン　ファーンドン∥文 東京書籍 G 491 /ﾌ / 児童
 人体のしくみを、その背後にある理科的知識も自然
に理解できるように、わかりやすいイラストとともに丁寧
に解説。迫力のパノラマページあり。

127 920348364
しくみがまるわかり！骨のビジュアル図
鑑

自分の骨のすべてを知ろう！ ベン  モーガン∥著 岩崎書店 G 491 /ﾓ / 児童
頭からつま先まで、骨のしくみや役割をわかりやすくビ
ジュアルで解説。動物との比較や簡単にできる実験コ
ラムあり。

128 920354479 世界一美しい人体の教科書 カラー新書 坂井　建雄∥著 筑摩書房 J 491 /ｻ / ティーンズ
100枚の超ミクロカラー写真で、主要な臓器の成り立
ちと働きをわかりやすく解説する。

129 920208014 からだはステキ １ 太るのがこわい 肥満は敵だ！ 小野／のん子∥著 リブリオ出版 J 495 /ｵ /1 ティーンズ
思春期は誰でも太るのだが、スリム願望が強く太るの
が恐くてたまらない。太ることに対する解決策を見つけ
るのか。

130 920208023 からだはステキ ２
異性のからだがこわい、自分のか
らだがこわい 性（セックス）を知ろう

小野／のん子∥著 リブリオ出版 J 495 /ｵ /2 ティーンズ
自分の体と異性の体の仕組みをしっかりと知り、絵に
かけるくらいまで理解しよう。そうすれば不安も少なくな
る。

131 920208048 からだはステキ ４
大人になるのがこわい 老いてくか
らだ、死ぬからだ

小野／のん子∥著 リブリオ出版 J 495 /ｵ /4 ティーンズ
誰にでも訪れる老いと病と死。それを細胞のレベルを
中心に見ていく。「老、病、死」という3つの変化を楽し
く探検する。

132 920051919 ヒトは宇宙で進化する 無重力とからだの不思議な関係 三井／いわね∥著 ポプラ社 J 498 /ﾐ / 書庫
２１世紀知的好奇
心探求読本

宇宙空間での無重力は、ヒトのからだにどのような影
響を及ぼすのか。NASAで研究する脳外科医が、宇
宙とからだの関係をやさしく解き明かす。
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133 920276953 ＺＯＯＭ大図鑑 世界に近づく、世界を見わたす マイク  ゴールドスミス∥文 化学同人 JG 033 /ｽﾞ / ティーンズ
人々が地球上で目にするものや歴史のひとコマを、迫
力のある写真とイラストでわかりやすく解説。（脳と神
経含む）

134 920101326 人のからだ 学研 R 491 / / 児童
ニューワイド学研の
図鑑

からだのつくり、骨、筋肉、皮ふ、消化器、呼吸器、循
環器、感覚器、脳、神経などのはたらきやしくみ、など
についてカラー図解でわかりやすく解説。

135 920302007 見つけるぞ、動物の体の秘密
動物かいぼう学者が挑む進化の
なぞ

遠藤　秀紀∥著 くもん出版 S6 481 /ｴ / 児童
くもんジュニアサイエ
ンス

ありとあらゆる動物死体を集めて研究。その日常の研
究の様子と、学問・文化に対する考え方をわかりやす
く紹介します。
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