
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 コメント

1 921022497 日本の遺跡と遺産 ５ 城と城跡 新谷／桂∥著 岩崎書店  210 /ﾆ /5 児童
歴史の授業に出てくる日本各地の遺跡や
遺産を紹介し、遺跡・遺産から歴史を学ぶ
ことの意味を伝える。（一部京都あり）

2 920228574 河合敦先生と行く歴史がよくわかる京都の本 河合／敦∥監修・著 ＪＴＢパブリッシング  216 /ｶ / 児童

3 920287158 行ってみよう！京都・奈良図鑑 修学旅行や社会科見学に役立つ！
全国修学旅行研究協会∥監
修

ポプラ社  291 /ｲ / 児童 もっと知りたい！図鑑

4 920343290 イラストでわかる都道府県じてん
地理学習にぴったり！北海道から沖縄まで、イラスト
マップで楽しく学べる！

成美堂出版編集部∥編 成美堂出版  291 /ｲ / 児童

都道府県ごとに地形のわかる精緻な地図を
掲載し、都道府県の名前の由来、名所や
名産、ゆかりの人たち、お祭りや行事などを
イラスト入りで紹介する。（一部京都もあり）

5 920064730 絵でみるにほんちず ２ 中部・近畿編 ＷＩＬＬこども知育研究所∥著 金の星社  291 /ｳ /2 児童

見開き1県で、都道府県の木、花、鳥、特
産物、祭り、観光名所などを、絵とわかりや
すいことばであらわしている。（一部京都あ
り）（書庫）

6 920360047 まんが４７都道府県研究レポート ４ 近畿地方の巻 おおはし　よしひこ∥作 偕成社  291 /ｵ /4 児童
地理や歴史、産業などをまんがで紹介。名
所の写真や学習に役立つデータも掲載。
（一部京都もあり）

7 920263100 京都・奈良・大阪修学旅行まるわかりガイド ペンハウス∥著 メイツ出版  291 /ｷ / 児童

8 920206612 京都なるほどガイドブック 楽しく調べて体験する修学旅行 ＰＨＰ研究所∥編 ＰＨＰ研究所  291 /ｷ / 児童

9 920165917 修学旅行の本 京都 修学旅行研究会∥編 国土社  291 /ｼ / 児童

10 920299245 事前学習に役立つみんなの修学旅行 京都２ 平安京・物語の世界 小峰書店  291 /ｼﾞ / 児童

11 920282969 事前学習に役立つみんなの修学旅行 京都 山田　邦和∥監修 小峰書店  291 /ｼﾞ / 児童

12 920252111 新都道府県クイズ ４ 近畿 北／俊夫∥監修 国土社  291 /ｼ /4 児童
歴史・地形や気候風土を解説し、お国じま
ん・ゆかりの人物・国際交流都市などを紹
介する。（一部京都あり）

13 920036928 楽しい修学旅行ガイド 京都 グループ見学のプラン作りに役立つ 学研  291 /ﾀ / 書庫

14 920351798 都道府県別日本の地理データマップ ５ 近畿地方 久保　雅英∥監修 小峰書店  291 /ﾄ /5 児童
近畿地方の各都道府県の自然・行政区
分・交通・産業・文化を収録。（一部京都
あり）

15 920200649 日本の地理 ６ 都道府県大図解 (京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山) 井田／仁康∥監修 学研  291 /ﾆ /6 書庫

16 920297074 日本全国行ってみたいなあんな町こんな町 ４ 京都・奈良・滋賀・三重・愛知・岐阜・福井 東　菜奈∥著 岩崎書店  291 /ﾋ /4

17 920291440 よくわかる修学旅行ガイド京都 世界遺産・伝統文化からおみやげまで ＰＨＰ研究所∥編 ＰＨＰ研究所  291 /ﾖ / 児童 楽しい調べ学習シリーズ

18 920202132 和風建築の大研究 風土にあった生活 ＰＨＰ研究所∥編 ＰＨＰ研究所  521 / / 児童
さまざまな和風建築の特徴や建築様式昔
の人の知恵などを、豊富なカラーイラストで
紹介する。（一部京都あり）

19 920340916
これだけは知っておきたい教科書に出てくる日
本の城

西日本
編

これだけは知っておきたい教科書
に出てくる日本の城編集委員会
∥編著

汐文社  521 /ｺ / 児童
日本には、長い歴史を持った城がたくさんあ
る。教科書に出てくる“これだけは知っておき
たい”城。（一部京都あり）

所蔵館： 菰野町図書館 京都(修学旅行）
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20 920205432 修学旅行で行ってみたい日本の世界遺産 ２ 古都京都の文化財（京都市・宇治市・大津市） 岩崎書店  709 / /2 児童

21 920181559 総合学習に役立つみんなの世界遺産 ２ わたしたちの国－日本 岩崎書店  709 /ｿ /2 児童
白神山地や京都・奈良、原爆ドーム、屋久
島など日本の世界遺産を紹介する。

22 920326436 日本の世界遺産 イラスト図解と写真でよくわかる！ 山口　正∥監修 朝日新聞出版  709 /ﾆ / 児童
「名建築」「古都」「大自然」「信仰」などの
テーマ別に紹介。（一部京都もあり）

23 920252194 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 G 210 /ｼﾞ /3 児童

24 920252202 人物や文化遺産で読み解く日本の歴史 ４
織田信長・金閣・能楽 南北朝・室町・安土桃山時
代

千葉／昇∥監修・指導 あかね書房 G 210 /ｼﾞ /4 児童

25 921020426 歴史と文化の町たんけん ２ 京都をたずねる あすなろ書房 G 291 /ﾚ /2 児童

26 920349081 城！１０５ １巻 弥生時代のむらから、豊臣秀吉の天下統一まで 日本城郭協会∥監修 フレーベル館 G 521 /ｼ /1 児童

古代から近世まで、その城がもっとも輝いて
いた時代順に並べ、歴史上の出来事や重
要人物と関連させながら紹介。（一部京都
もあり）

27 920352077 城！１０６ ２巻 関ケ原の戦いから、江戸時代の終わりまで 日本城郭協会∥監修 フレーベル館 G 521 /ｼ /2 児童

古代から近世まで、その城がもっとも輝いて
いた時代順に並べ、歴史上の出来事や重
要人物と関連させながら紹介。（一部京都
もあり）

28 920271293 探Ｑ！日本のひみつ 世界いさん 青山　邦彦∥絵 帝国書院 G 709 /ﾀ / 児童
日本の7つの世界遺産をクイズ形式で紹介
する。（一部京都あり）

29 920282696 まるごと日本の世界遺産 世の中への扉　文化 増田　明代∥著 講談社 J 709 /ﾏ / 児童
日本にある世界遺産全17件を完全解説。
（一部京都あり）
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