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1 920359304 古事記 日本のはじまり 斉藤  洋∥文 講談社  913 /ｺ / 児童
イザナミノミコト
（伊邪那美
命）

イザナギとイザナミの国づくり、アマテラスとスサノオのう
けい、八俣の大蛇、オオナムジの根堅洲国脱出、キ
ギシのひたづかい…。日本を代表する児童文学者・
斉藤洋が、「古事記」を楽しい語り口で描く。

2 920346608 日本の神話古事記えほん １ 国生みのはなし イザナキとイザナミ 三浦　佑之∥監修 小学館  E /ﾆ /1 児童
イザナミノミコト
（伊邪那美
命）

高天の原に、イザナキという男神と、イザナミという女
神が生まれ…。日本の島や本州がつくられる様子
と、2人の神さま、イザナキとイザナミのおはなしを描
く。語りつがれてきた日本の神話「古事記」絵本。解
説も収録。

3 920376522 ざんねんな偉人伝 それでも愛すべき人々 真山　知幸∥著 学研プラス  280 /ﾏ / 児童 江戸川乱歩

ワガママで評判が悪かったり、得意なこと以外は何も
できなかったり…。偉人と呼ばれる人たちもまた、私
たちと同じように欠点があった。65人の偉人たちの「ざ
んねん」な部分にスポットライトをあてて紹介する。

4 920287042 本をもっと楽しむ本 ３

読みたい本を見つける図鑑
作家 夏目漱石●石川啄木●芥
川龍之介●宮澤賢治●太宰治●
星新一●アンデルセン●ファー
ブルほか

塩谷　京子∥監修
学研教育出
版

 902 /ﾎ /3 児童 江戸川乱歩

森鷗外、夏目漱石、樋口一葉、江戸川乱歩、アン
デルセン、ファーブル…。波乱万丈の人生を送った作
家たちの素顔やエピソード、代表作などをイラスト満
載で紹介する。

5 920148731 日本の偉人ものがたり２２話 夢と希望を与える ＰＨＰ研究所∥編 ＰＨＰ研究所  281 / / 児童 沢村栄治

歴史に名を残す日本の偉人を、功績や人柄がわか
るエピソードとともにまとめた子供向けの伝記。野口
英世や福沢諭吉、坂本竜馬、与謝野晶子、宮澤
賢治など22人を紹介する。読み聞かせや歴史の学
習に最適。

6 920234358
これは真実か！？日本歴史の謎１００
物語

４
冒険心は日本をこえた！ 壮大な物
語

滝瀬／元∥著 岩崎書店  210 /ｺ /4 児童
大黒屋光太
夫

歴史にかくされた不思議な世界に案内する。4では、
源義経、山田長政、支倉常長など、命の危険を冒
しながら海をこえた、またはこえたといわれる人物の壮
大な物語を紹介。

7 920365111 星の旅人 伊能忠敬と伝説の怪魚 小前　亮∥著 小峰書店 J 289 /ｲ / ティーンズ
大黒屋光太
夫

行方知れずの父を探すため、少年は伊能隊と共に
旅をする…。伊能忠敬の足跡を、少年の視点で描
く歴史読み物。伊能忠敬の生い立ちや、時代背
景、当時の風俗、測量技術の進化など、解説ペー
ジも充実。

8 920379534 もうひとりの偉人伝 真山　知幸∥著 幻冬舎  280 /ﾏ / 児童 服部半蔵

偉人たちはみな、人生を逆転させる“きせきの出会
い”に恵まれていた。織田信長の教育係・平手政
秀、坂本龍馬をヒーローに育てた姉・乙女など、教
科書で語られない「もうひとりの偉人」と呼ぶべき人た
ちを紹介する。

9 920243102 １０代の本棚 こんな本に出会いたい あさの  あつこ∥編著 岩波書店 J 019 /ｱ / ティーンズ はやみねかおる

10代という多感な時期に、どんな出来事にこころを
揺さぶられながら、大人の階段をのぼってきたのか。
あさのあつこ、荒木源、佐藤多佳子、はやみねかお
るといった個性豊かな大人たちが綴る、「10代の私」
と「本」の物語。

所蔵館： 菰野町図書館 地域の発展に尽くした人々（三重の偉人） 所蔵一覧
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10 920365830 藤堂高虎
加来　耕三∥企画　構成
監修

ポプラ社  289 /ﾄ / 児童 藤堂高虎

秀吉や家康など7度主君を替え、己の実力だけで
伊勢津藩32万石の大名に成り上がった戦国大名・
藤堂高虎の人生をマンガでわかりやすく描く。解説、
豆知識、年表等も収録。

11 920314374 歴史を味方にしよう 童門　冬二∥著 ＰＨＰ研究所 J 210 /ﾄﾞ / ティーンズ 藤堂高虎

歴史を学ぶということは、日々の生き方を学ぶという
こと。自分がどう生きていくか、そのための手がかりや
足がかりを学ぶことができます。歴史作家が、イモヅ
ル式勉強法から、一生役立つ歴史との関わり方まで
を紹介します。

12 920326147 本多忠勝
加来　耕三∥企画　構成
監修

ポプラ社  289 /ﾎ / 児童 本多忠勝

名槍・蜻蛉切で敵を突く! 57回戦場で戦いながら、
ただの一度も手傷を負わなかった闘将、本多忠勝。
徳川四天王の一人として名を馳せた忠勝の人生を
マンガでわかりやすく描く。解説、豆知識、年表等も
収録。

13 920185683 コミックアイヌの歴史 １
イ　シカリ神うねる河 松浦武四郎
「近世蝦夷人物誌」に拠る

横山／孝雄∥著 汐文社  211 /ﾖ /1 児童 松浦武四郎

江戸時代、蝦夷地の利権を握る松前藩と請負業
者がアイヌ民族の生活を圧迫するなか、民族的な
誇りを守り通そうとしたアイヌの人々の姿を描く。
1858年に執筆された松浦武四郎の「近世蝦夷人
物誌」をもとにしたもの。

14 920188463 コミックアイヌの歴史 ２
イ　シカリ神うねる河 松浦武四郎
「近世蝦夷人物誌」に拠る

横山／孝雄∥著 汐文社  211 /ﾖ /2 児童 松浦武四郎

松前藩と請負業者から圧迫を受けるアイヌ民族の
人々。民族的な誇りを守り通そうと、団結するが
…。1858年に執筆された松浦武四郎の「近世蝦夷
人物誌」をもとにしたもの。

15 920160645 心を育てる偉人のお話 ２
ヘレン・ケラー、宮沢賢治、ダ・ヴィン
チ他

西本／鶏介∥編・著 ポプラ社  280 /ﾆ /2 児童 松浦武四郎

16 920369485
地域の発展につくした日本の近代化遺
産図鑑

１ 北海道・東北 すずき　しのぶ∥著 岩崎書店  602 /ﾁ /1 児童 松浦武四郎

幕末から第二次世界大戦期までの間に建設され、
日本の近代化に貢献した産業・交通・土木などに
係る「近代化遺産」をイラストや写真とともに紹介。1
は、北海道・東北に残る日本の近代化遺産を収
録。

17 920186046 わかる、伝わる、古典のこころ ２
光村の国語
短歌・俳句・近代詩・漢詩を楽しむ
１８のアイデア

工藤／直子∥監修
光村教育図
書

 810 /ﾜ /2 児童 松尾芭蕉

昔から受けつがれてきた短歌・俳句・近代詩・漢詩
を、楽しみながらより深く知ろう。百人一首、クイズ、
合唱、スケッチなど、つくったり、演じたり、遊んだりす
る18のアイデアを紹介する。

18 920240306 こどものためのすごい！名言 世界がひろがる５５のことば 齋藤／孝∥著 ＰＨＰ研究所  159 /ｻ / 児童 松尾芭蕉

おのれの欲せざるところを、人に施すことなかれ。孔
子からイチローまで、古今東西の偉人の名言を厳選
し、そのことばに関する歴史や背景を紹介。心が強く
なる、こどものための名言集。

19 920282167 検証！歴史ミステリー ３
平将門の恐ろしい呪いって？ 怖
い！不思議！歴史伝説

河合　敦∥監修
学研教育出
版

 204 /ｹ /3 児童 松尾芭蕉

歴史上のさまざまな謎を、マンガとストーリーで楽しく
解き明かす。図版や写真も豊富に収載。3は、「み
やびな平安京は魔物のすむ都だった!?」「平将門の
恐ろしい呪いって?」「徳川埋蔵金伝説って何?」など
を収録。
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20 920234374
これは真実か！？日本歴史の謎１００
物語

６
解き明かされる日はくるか？ 歴史上
の謎

伊藤／雅人∥〔ほか〕 岩崎書店  210 /ｺ /6 児童 松尾芭蕉

歴史にかくされた不思議な世界に案内する。6では、
日本人のルーツ、本能寺の変、奥の細道の旅、天
皇家の血筋など、いまだもって解き明かされることの
ない歴史上の謎に迫る。

21 920125721 調べ学習にやくだつ日本史の大疑問 ６
大名行列の費用はどのくらい？ 江
戸時代

佐藤／和彦∥監修 ポプラ社  210 /ｼ /6 書庫 松尾芭蕉

徳川幕府のもとでの260年の平和。それはどのような
体制のどのような生活だったのか。大名行列の費
用、江戸の町の武家地・町人地のようす、町奉行の
仕事、江戸の町人の食べ物など、多くの切り口で見
る江戸時代。

22 920083664 歴史人物なぜなぜ事典 １５

ぎょうせい学参まんが
松尾芭蕉  近松門左衛門  歌川広
重

栗岩  英雄∥監修 ぎょうせい  210 /ﾚ /15 児童 松尾芭蕉

23 921001533 夢をかなえた世界の人々 偉人たちの〈あの日あの時〉 岡  信子∥著 日本教文社  280 /ｵ / 児童 松尾芭蕉

様々な分野で偉業を成し遂げた人々も、始めはみ
んな普通の少年少女だった。子どもたちに伝えたい
夢を実現させた偉人たちの物語。スティーブンソン、
パブロ・ピカソ、棟方志功、ショパン…夢を見つけた
瞬間のエピソード19話。

24 920160652 心を育てる偉人のお話 ３ 坂本竜馬、徳川家康、キリスト他 西本／鶏介∥編・著 ポプラ社  280 /ﾆ /3 児童 松尾芭蕉

松尾芭蕉がたどった「奥の細道」の旅路の様子を、
漫画と写真でわかりやすく紹介。2では、飯坂から松
島、尾花沢、立石寺を経て最上川に至るまでを収
録。芭蕉の旅と俳句を味わおう!

25 921027686 日本の歴史おもしろ英雄伝 卑弥呼から新井白石まで 楠木／誠一郎∥著 毎日新聞社  281 /ｸ / 児童 松尾芭蕉
聖徳太子の正体は? 紫式部の好物は何だった? 織
田信長は本能寺で死んでいない? 英雄50人の知ら
れざる、おもしろエピソードを紹介。歴史クイズ付き。

26 920362266 齋藤孝の覚えておきたい日本人 齋藤　孝∥著 金の星社  281 /ｻ / 児童 松尾芭蕉

日本や世界に大きな影響をあたえた「覚えておきた
い日本人」を、その人の人生の「ターニングポイント」
になった出来事をクローズアップした4コママンガととも
に紹介。コラム「日本人のノーベル賞受賞者たち」な
ども収録。

27 920363520 東大教授がおしえるやばい日本史 歴史ってすごいばかりじゃたのしくない 本郷　和人∥監修
ダイヤモンド
社

 281 /ﾄ / 児童 松尾芭蕉

264年続く江戸幕府を開いた徳川家康は、戦でビ
ビってうんこをもらした-。歴史上の有名人の長所を
学ぶと同時に、彼らの欠点、やばい部分を知ること
で、歴史を身近に感じられる本。

28 920047925 人と物の旅百科 ２
イラストで見る人の旅物の旅心の旅
川と海を渡って

岩井／宏実∥編著
河出書房新
社

 384 /ｲ /2 書庫 松尾芭蕉

人が旅をし、物が運ばれるなかで、文化も伝えられ
ていった。大きな歴史の中でそうした動きをとらえる。
2巻では高瀬舟、北前船、廻船問屋、遣唐使、朱
印船など国内、海外の川や海の旅を取り上げる。

29 920283231 ちびまる子ちゃんの古典教室
源氏物語、徒然草などまんがで読む
古典文学！

貝田　桃子∥著 集英社  910 /ｶ / 児童 松尾芭蕉

ちびまる子ちゃんのまんがで、楽しみながら古典を学
ぼう! 「古事記」「源氏物語」「徒然草」など、一度は
読んでおきたい古典の代表的な作品を、わかりやす
く解説する。ジャケット裏に「日本の古典文学年表」
を掲載。
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30 920193745 旅の人芭蕉ものがたり 楠木／しげお∥作 銀の鈴社  911 /ｸ / 児童 松尾芭蕉

それまで“おかしみの文学”だった俳諧(俳句)から「お
かしみ」をぬきとり、純粋な詩にまで高めた松尾芭
蕉。いい俳句を作るためにしきりに旅をし、“俳聖”と
あがめられた松尾芭蕉の生涯をたどる。

31 920332939 俳句でみがこう言葉の力 １
俳句のきまりと歴史 季語入れて五
七五で俳句かな

小山　正見∥監修 学研プラス  911 /ﾊ /1 児童 松尾芭蕉

小中学生の作った俳句から古今東西の名句まで数
多くの俳句を紹介するとともに、俳句の作り方をやさ
しく解説する。1は、五・七・五のリズム、季語、松尾
芭蕉と「おくのほそ道」など、俳句のきまりや歴史を収
録。

32 920244100 松尾芭蕉 瑞樹／奈穂∥漫画 ポプラ社  911 /ﾏ / 児童 松尾芭蕉

「五月雨をあつめてはやし最上川」など、有名な句を
残した松尾芭蕉。日本を旅し、「奥の細道」を完成
させた江戸時代の文学者の人生をまんがで紹介。
解説「ためになる学習資料室」も掲載。

33 920334638 おくのほそ道 永遠の旅人・芭蕉の隠密ひみつ旅 那須田　淳∥著 岩崎書店  915 /ﾏ / 児童 松尾芭蕉

五七五の短い文字のなかに自分の感じたものを描き
出す「俳句」。江戸時代の俳諧師で、俳聖といわれ
る芭蕉の「おくのほそ道」の内容を、お家騒動などを
絡めた独自のストーリーを交えてやさしく伝える。古
典の入門書に最適。

34 920148996 まんがとカメラで歩く奥の細道 １ 春を歩く 伊東／章夫∥まんが 理論社  915 /ﾏ /1 児童 松尾芭蕉

松尾芭蕉がたどった「奥の細道」の旅路の様子を、
漫画と写真でわかりやすく紹介。1では、少年時代か
ら、旅立ち、安積山・信夫の里に至るまでを収録。
芭蕉の旅と俳句を味わおう!

35 920150950 まんがとカメラで歩く奥の細道 ２ 夏を歩く 伊東／章夫∥まんが 理論社  915 /ﾏ /2 児童 松尾芭蕉

松尾芭蕉がたどった「奥の細道」の旅路の様子を、
漫画と写真でわかりやすく紹介。2では、飯坂から松
島、尾花沢、立石寺を経て最上川に至るまでを収
録。芭蕉の旅と俳句を味わおう!

36 920152972 まんがとカメラで歩く奥の細道 ３ 秋を歩く 伊東／章夫∥まんが 理論社  915 /ﾏ /3 児童 松尾芭蕉

松尾芭蕉がたどった「奥の細道」の旅路の様子を、
漫画と写真でわかりやすく紹介。3では、象潟から酒
田、鶴岡、金沢、小松・那谷寺、山中温泉、敦賀
を経て大垣に至るまでを収録。芭蕉の旅と俳句を味
わおう!

37 920004801 少年少女古典文学館 ２６ おくのほそ道ほか 高橋／治∥著 講談社  918 / /26 児童 松尾芭蕉

ゆく春や鳥啼き魚の目は泪-全行程六百里、百五
十日にもおよぶ、苦しい旅の中から生まれた「おくの
ほそ道」は、私達に人生とは何か旅とは何かを永遠
に問いかけてくる…。日本の古典文学を、わかりやす
い解釈をつけて紹介する。

38 920210176 超訳日本の古典 １２ おくのほそ道・百人一首など 加藤／康子∥監修 学研  918 /ﾁ /12 児童 松尾芭蕉

江戸時代に書かれた紀行文「おくのほそ道」と、天
智天皇から順徳天皇までの時代の歌を集めた「百
人一首」のほか、川柳・狂歌も収録。日本の古典
文学をわかりやすい言葉で訳し、読みやすい長さに
まとめた超訳シリーズ。

39 920177409 おくのほそ道 松尾／芭蕉∥文 ほるぷ出版  E /ﾅ / 児童 松尾芭蕉

「夏草や兵どもが夢の跡」「閑さや岩にしみ入蟬の
声」「五月雨をあつめて早し最上川」など、松尾芭
蕉の代表作「おくのほそ道」から俳句を選りすぐり、芭
蕉の旅をたどりながら、俳句を楽しむ絵本。
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40 920334190 芭蕉さん 二十一の名句を鑑賞しよう 松尾　芭蕉∥俳句 講談社  E /ﾏ / 児童 松尾芭蕉

言葉のリズムを楽しんで、俳句を知ろう、日本を知ろ
う。俳人にして芭蕉研究の第一人者・長谷川櫂
が、小学3年生の国語教科書にのっているものを中
心に選びぬいた松尾芭蕉の全21句を、丸山誠司の
楽しい絵とともに紹介します。

41 920102845
歴史人物アルバム日本をつくった人たち
大集合

３ 江戸時代の６１人 ＰＨＰ研究所∥編 ＰＨＰ研究所 G 210 /ﾚ /3 児童 松尾芭蕉

日本の歴史に登場する、古代から現代までの重要
人物265人を取り上げ、たくさんの写真やイラストとと
もにわかりやすく解説したシリーズ。第3巻では徳川
家康、近松門左衛門、大岡忠相、坂本竜馬など
61人を取りあげる。

42 920246121 絵で見てわかるはじめての古典 １０巻 おくのほそ道・俳句・川柳 田中／貴子∥監修
学研教育出
版

G 910 /ｴ
/10

児童 松尾芭蕉

古典のおもしろさのエッセンスを選びだして、やさしく
解説。10巻は、おくのほそ道・俳句・川柳を取り上
げ、イラストをふんだんに使って紹介します。「声に出
して読んでみよう」「古典であそぼう」などのコーナーも
収録。

43 920372166 日本の古典大事典 加藤　康子∥監修 あかね書房 G 910 /ﾆ / 児童 松尾芭蕉

「古事記」「枕草子」「徒然草」「雨月物語」…。奈
良時代から江戸時代まで、主な古典文学を取り上
げ、キャラクター図とともに、作品の内容や特徴を解
説。また、原文の一部を絵を添えて掲載し、味わう
ための要点も説明する。

44 920230562 日本のもと 円 森永／卓郎∥監修 講談社  302 /ﾆ / 児童 三井高利

お金ってだれがいつごろ発明したの? お札はただの紙
きれなのにどうしていろんなものが買えるの? 将来お
札やコインがなくなるって本当? お金のなりたちや特
長、これからのことを紹介します。

45 920065398 学研まんが　日本の歴史 １１ ゆれる江戸幕府 江戸時代・後期 樋口／清之∥監修 学研  210 / /11 児童 本居宣長

46 920334612 日本の歴史 別巻 山本　博文∥監修
ＫＡＤＯＫＡ
ＷＡ

 210 /ﾆ /16 児童 本居宣長

「日本の歴史」全15巻のエッセンスを一冊にまとめ
る。各時代のモノや人物を比較する「比べる歴史図
鑑」や、「なんでも!歴史ランキング」、超重要人物を
解説した「人物絵巻」など、日本史の理解がさらに
深まる要素が満載。

47 920066891 歴史おもしろ新聞 ８
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）

佐藤／和彦∥監修 ポプラ社  210 /ﾚ /8 書庫 本居宣長

48 920298387 まんが日本の文化史人物伝 多田　統一∥監修 くもん出版  281 /ﾏ / 児童 本居宣長

奈良時代の僧・鑑真から、女性参政権運動をリー
ドした平塚らいてうまで、日本の「学問」「宗教」「芸
術」「科学」を支えた人びと33組の活躍をまんがで描
く。日本の文化史略年表、人名さくいん、事項さくい
んも収録。

49 920273240 想いが届くあの人のことば ４
今伝えたいメール・ブログ ダルビッシュ
有　吉田沙保里　乙武洋匡他

押谷　由夫∥監修
学研教育出
版

 159 /ｵ /4 児童 吉田沙保里

思いを伝えるためにつづられたことばを、エピソードとと
もに紹介する。4は、メール・ブログを取り上げ、特に
思いが伝わってくる鑑賞ポイント、書いた人のプロ
フィール、学校の先生の視点からのアドバイスなどを
収録。
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50 920321825 元気がでる日本人１００人のことば ４ いつも全力で スポーツ 晴山　陽一∥監修 ポプラ社  159 /ｹﾞ /4 児童 吉田沙保里

現役で活躍中の人を中心に幅広いジャンルの人た
ちのことばを紹介する。4は、世界を舞台に闘うス
ポーツ選手のことばを取り上げ、その人の子どものこ
ろのエピソードなどとともに掲載。

51 920336559 世界に感動をあたえた日本人 上 スポーツ　国際理解・平和編 評論社  281 /ｾ /1 児童 吉田沙保里

日本国内に限らず、世界で活躍する日本人を紹
介。上では、松井秀喜、錦織圭、杉原千畝、黒柳
徹子など、スポーツの世界で名をとどろかせた日本
人、国際理解・平和につくした日本人の活躍や業
績を短編ものがたり形式で収録する。

52 920252673 オリンピックヒーローたちの物語 大野／益弘∥著 ポプラ社  780 /ｵ / 児童 吉田沙保里

半分ずつつなぎあわされたメダルにひめられた友情、
熱投がよんだ最初で最後の金メダル、ケガや不調を
のりこえつかんだ2種目2連覇の快挙…。オリンピック
の勝利の裏に隠されたアスリートの努力に迫る。

53 920316114
心にのこるオリンピック・パラリンピックの読
みもの

１ 夢に向かってチャレンジ！ 大野　益弘∥監修 学校図書  780 /ｺ /1 児童 吉田沙保里

オリンピック・パラリンピックの感動を伝えるシリーズ。1
では、「夢に向かってチャレンジ!」をテーマに、羽生結
弦「進化を続けるスーパースター」、土田和歌子「挑
戦を続ける車いすのアスリート」などのエピソードを紹
介。

54 920307691
１０分で読めるスポーツで夢をあたえた人
の伝記

サッカー、野球、水泳、陸上…スポー
ツで、人々を感動させた２０人

塩谷　京子∥監修
学研教育出
版

 780 /ｼﾞ / 児童 吉田沙保里

澤穂希、松井秀喜、モハメド・アリ、アベベ・ビキラな
ど、競技でよい成績を残すとともに、多くの感動を生
んだスポーツ選手やスポーツに関わった人たちの伝記
を収録。朝の10分間読書に最適な伝記短編集。

55 920349693 チームでつかんだ栄光のメダル 〔５〕
女子レスリング　吉田・伊調・登坂・
土性・川井

本郷　陽二∥編 汐文社  780 /ﾁ /5 児童 吉田沙保里

2016年8月にブラジルで開催されたリオデジャネイロオ
リンピックで、日本女子レスリングチームは金メダル4
個、銀メダル1個を獲得した。大活躍した日本女子
レスリング代表選手たちの、リオまでの道のりを追う。

56 920379088 泣き笑い！アスリート図鑑 青島　健太∥監修 池田書店  780 /ﾅ / 児童 吉田沙保里

マラソン中にヒッチハイクした? ママチャリで出たトライア
スロンで優勝? 国内外を問わず、夏季五輪など大
舞台で功績を残したアスリートたちの、“記憶”と“記
録”に残るすごい話を紹介する。

57 920337714 まんがＮＨＫアスリートの魂 進化する技と心
ＮＨＫ「アスリートの魂」番組ス
タッフ∥協力

学研プラス  780 /ﾏ / 児童 吉田沙保里

栄光に向かってひたむきに努力するトップアスリートの
“魂”に迫ったNHKの人気番組「アスリートの魂」をま
んが化。レスリング・吉田沙保里選手、ラグビー・五
郎丸歩選手、体操・白井健三選手を取り上げる。

58 911134799 ジュニア  日本の歴史 ５ 武家と町人 児玉／幸多∥編 小学館  210 /ｼﾞ / 書庫２
松尾芭蕉
本居宣長
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59 920224771 郷土の人物 ポプラディア情報館 菅野／則子∥監修 ポプラ社  281 /ｷ / 児童

御木本幸吉
西嶋八兵衛
加納直盛
沼波弄山
西村彦左衛
門
芝田吉之丞
前川定五郎

小中学生の調べ学習に必要な情報を満載した、
テーマ別の学習資料集。江戸時代から昭和時代に
かけて、日本全国の郷土の発展につくした人物を写
真や図版、年表などの資料でビジュアルに紹介。

60 920147048 日本の歴史人物 佐藤／和彦∥監修 ポプラ社  281 / / 児童
三井高利
松尾芭蕉
本居宣長

小中学生の調べ学習に必要な情報を満載した、グ
ラフや統計、写真などさまざまな資料を集めたテーマ
別の学習資料集。卑弥呼から手塚治虫まで、日本
の歴史の流れを変えた人物約500人を時代順に豊
富な写真や図版を用いて解説。

61 920315249 サムライ最強図鑑
平安時代～幕末に活躍した戦国武
将＆剣豪１１２人参上！！

永岡書店  281 /ｻ / 児童

九鬼嘉隆
藤堂高虎
服部半蔵
本多忠勝

平安〜明治に至るまでの有名なサムライたちを紹
介。過去の史料や文献からその能力や強さ、性格
などを分析。実際にはありえなかった空想バトルや最
強トーナメントで、どのサムライが本当に強いのかを
検証する。

62 920298387 まんが日本の文化史人物伝 多田　統一∥監修 くもん出版  281 /ﾏ / 児童
松尾芭蕉
本居宣長

奈良時代の僧・鑑真から、女性参政権運動をリー
ドした平塚らいてうまで、日本の「学問」「宗教」「芸
術」「科学」を支えた人びと33組の活躍をまんがで描
く。日本の文化史略年表、人名さくいん、事項さくい
んも収録。

63 920367646 名作ビジュアル図鑑 ２
本がもっと好きになる
作家・登場人物編

学研プラス  902 /ﾒ /2 児童
江戸川乱歩
松尾芭蕉

日本と世界の名作文学を、豊富なビジュアルで楽し
くガイド。2は、松尾芭蕉、森鷗外、セルバンテスなど
の文豪を取り上げ、その生涯やエピソードをカラーイラ
ストを交えて紹介。有名な作品の主人公年表や図
解コラム等も充実。

64 920252210
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

千葉／昇∥監修・指導 あかね書房
G 210 /ｼﾞ
/5

児童
三井高利.
松尾芭蕉

歴史上のさまざまな人物と出会い、文化遺産を体
験できるシリーズ。5は江戸時代を収録。幕藩体制
の実際だけでなく、町人の文化も取り上げ、さらに国
学や蘭学のおこり、その発展や影響についても解説
する。
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