
月 内　　　　容
４月 修学旅行事前学習・京都（歴史・観光・神社・仏閣） <6年生>

○ 修学旅行事前学習・広島（広島の原爆・広島市内観光・宮島） <6年生>
○ 太平洋戦争（東京大空襲・広島、長崎の原爆・沖縄戦） <6年生>

日本の国立公園  <5年生>
韓国のくらし  <5年生>

○ 米作り（日本人の米作りの歴史、米の育ち方、米の種類） <5年生>
昆虫の飼育  <2年生>
森林から考える環境問題  <5年生>
大豆の栽培方法とその加工  <5年生>
春をテーマにした絵本
子ども読書の日用読み聞かせ図書

５月 ○ 大山登山事前学習（大山の自然・動植物・歴史・一木一石運動
　・登山のマナー・大山の四季の写真）  <5年生>
船上山事前学習<4年生>
水鳥・水辺の生き物

○ 動物・昆虫の飼育に関する資料
昆虫の体のしくみ・各部の名称
植物のしくみ

○ 夏野菜の育て方  <2年生>
○ バッタの種類  <2年生>

大豆の枝豆の育て方 <2年生>
○ 衣服と健康（用途に合わせた着方・工夫）

年中行事における服装  <6年生>
植物の不思議　<2年生>
英語を使った遊び

○ 障害者・高齢者福祉
　（理解・ボランティア・バリアフリー・ユニバーサルデザイン）<4年生>
ゴミのゆくえ・種類別のゴミ処理の仕方
リサイクル・エコ活動について<4年生>
森林の減少と環境問題  <5年生>
自然環境破壊と野生動物への影響  <5年生>

○ 生物の共生（ヤドカリとイソギンチャク・サンゴとクマノミ・すみれとあり・
　イチジクとイチジクコバチ・アカシアとアリ・エビとサカナ・
　ダテハゼとテッポウエビ・イヌビワとコバチ・テントウムシとアブラムシ・
　ハキリアリとキノコ・クラゲ・アリとチョウ・コスモスと虫・
　ノイバラと虫・鳥と大型草食、肉食動物等） <4年生>
昆虫の擬態・保護色<3年生>

○ 韓国の名所・動植物・有名人  <5年生>
虫歯予防・歯の健康
動物の身を守る工夫<1年生>
動物の特徴<1年生>

○ たんぽぽに関する資料　<2年生>
○ 暖かい地方の暮らし・寒い地方の暮らし<5年生>

梅雨を楽しむ絵本
米作り<5年生>
世界の国々のくらし
スポーツのルール
料理の献立と作り方　<1年生>
差別をテーマにした詩・実話集

６月 ○ 虫歯予防に関する資料　<2年生>
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ことばあそび（なぞなぞ・しりとり・早口ことば・回文等）
人体の働き（呼吸・消化・吸収）

○ 広島の原爆　<6年生>
鳥取県の戦災  <6年生>

○ 昆虫の擬態・保護色　<3年生>
○ 生物の共生

動物の体の特徴（気候や環境との関係から） <5年生>
境港の漁獲量・漁獲高・獲れる魚の種類
水の生き物の飼いかた（アメンボ・タガメ・タイコウチ）

○ 障害者・高齢者福祉（バリアフリー・ユニバーサルデザイン） <4年生>
点字・手話  <5年生>
川の水質環境と生き物について
水質汚染の原因・予防法
テレビゲームの危険性について<1年生>
NIE（新聞づくり）
中海の汚染と水を浄化する生物について
地球温暖化・オゾン層破壊・海洋汚染

○ スポーツのルール・上達法に関する資料
米作りに関する資料  <5年生>
韓国のくらし  <5年生>
中国のくらし
身近な生き物の飼い方・育て方
防犯（誘拐・盗難・殺傷）について
自由研究のテーマ・工作のヒント・アイデア集

○ 方言に関する資料　<5年生>
ことわざ・慣用句<6年生>
七夕行事の由来に関する資料

７月 沖縄の歴史・自然・特産物
発声法・歌い方
昆虫の体の図解とくらし
韓国絵本
赤ちゃんへの読み聞かせ用の本
肉牛・牛肉の生産と消費

○ 七夕の由来・絵本
くらしのマナー

８月 森山京著作
くらしの知恵

９月 ○ あまんきみこ著作
学校の周りの生き物
大震災・地震のメカニズム・防災対策

○ 手作りおもちゃの本　<2年生>
○ 歴史上の人物伝（マリ キュリー・レイチェル カーソン・ココ シャネル等） 

現代著名人人物伝（田丸美寿々・今井通子・安藤百福・ロナウジーニョ・
　里中満智子・水木しげる等） <6年生>
愛がテーマの絵本・読み物（家族・友達・自分・故郷・人類・自然・地球
　に対する愛）  <4年生>
子どもの人権・くらし・文化の歴史（明治から現代）
障害者・高齢者を理解する
点字・手話
働く犬（盲導犬・聴導犬・介助犬・警察犬・麻薬犬・災害救助犬等）
バリアフリー・ユニバーサルデザイン　<6年生>
江戸時代の東京（江戸）の文化  <6年生>
月をテーマのブックトーク
川のできるしくみ
職業調べ
被爆者の体験記・小説



原爆・戦争に関する絵本・紙芝居
くらしの知恵  <4年生>
秋の七草がでてくるお話
スケートボードの仕方
米川に関する資料
森や川からみる地球環境  <5年生>
リサイクル  <4年生>
世界の国々の学校・食べ物・遊び（韓国・中国・台湾・ロシア･
  ジャマイカ・アメリカ・メキシコ・イギリス等）

○ 韓国に関する資料　<3年生>
韓国と日本の昔話　<2年生>

○ 図鑑の使い方について
救急の日・防災関係の資料　<保健委員会>

○ くらしの知恵に関する資料　<4年生>
中海・川の環境について　<5年生>
台風に関する資料　<5年生>

○ 歴史上・現代著名人の伝記<5年生>
○ 宮沢賢治著作　<6年生>

秋の虫・川の生き物に関する資料　<2年生>
世界の昔話　<3年生>
冬野菜の種類・栽培方法
バリアフリーに関する資料　<4年生>

○ 働く犬に関する資料　<3年生>
親子で読書（家読）おすすめの本　<1～6年生>

10月 ビーバーの巣穴づくり  生き物の巣・住み家<2年生>
○ 動物のひみつ・動物クイズ<2年生>

点字・手話の本　<5年生>
○ バリアフリー　<4年生>

韓国の歴史・文化・教育・ことば　在日韓国人の差別問題
人権問題（子ども・女性・障害者・外国人・人種）
世界の国々のくらし <5年生>

○ 歴史上の人物について　<6年生>
○ 宮沢賢治著作　<6年生>

森山京著作  <1年生>
角野栄子著作　

○ あまんきみこ著作
新美南吉・椋鳩十・松谷みよ子・今西祐介・　
中国・四国地方の方言
100年前と比べる日本の社会とくらし　<6年生>

○ 歴史上の人物の伝記  <5年生>
○ のりもの（目的・工夫・特徴） <1年生>

食べられる野草・料理法
○ 日本と世界の祭りに関する資料　<3年生>

栄養素　<3年生>
金子みすゞ詩集　<5年生>

○ 学校劇のシナリオ集
歳時記・俳句集
昔話絵本
公害に関する資料　<6年生>
水と健康（水の種類・活性水素水）
愛がテーマの絵本・読み物　<4年生>
収穫・実りの秋に関する絵本
惑星・月・恒星の本
さつまいも・かぼちゃの料理
料理の献立と作り方　<6年生>
野菜作りの農家（栽培から出荷） <３年生>



韓国の料理
味噌汁の作り方・味噌の種類と作り方  <５年生>
未確認生物・モンスターの本
地震と火山（発生のしくみ・被災のようす）

11月 ○ 食がテーマのブックトーク
手紙がテーマのブックトーク
方言でかかれた絵本
のりもの（目的・工夫・特徴） <1年生>
ウミガメの生態について　<4年生>
身近な生き物の飼い方
大豆の栽培方法とその加工<5年生>
マナーの本　<6年生>
手作りおもちゃの作り方・アイデア集　<2年生>
世界のあそび  <1年生>
森山京著作  <1年生>

○ 日本・世界・地域の祭りに関する資料　<3年生>
高齢者の運動・体操・頭の体操
障害者スポーツに関する資料　<4年生>
高齢者・体の不自由な人の便利グッズやユニバーサルデザイン  <3年生>
働く犬
発達障害児理解  LD（学習障害）・ADHD（注意欠陥多動性障害）

○ 動物のひみつ・動物クイズ<2年生>
立松和平著作

○ 宮沢賢治著作　<6年生>
沖縄と戦争　ひめゆり学徒隊  <6年生>

○ のりもの（目的・特徴・工夫）<1年生>
将棋の本
世界のあそび
タイ・フィリピン・マレーシアの学校
韓国に関する資料　<5年生>
日清・日露戦と産業革命  <6年生>
明治・大正期の科学の発展  <6年生>
日本と世界の昔話

○ 俳句・歳時記の本　<6年生>
版画作品集

○ 地震・火山のメカニズムと災害　<6年生>
動物の図鑑　<2年生>
エイズに関する知識  <5年生>
森林破壊について（森林のめぐみ・砂漠化）  <5年生>
環境を守る工夫（企業・地域・個人）
妖怪の本・水木しげる著作
米子の歴史  <3年生>

○ クリスマスの絵本・読み物
人権に関する資料
友だちがテーマの絵本・読み物
星がテーマの本
スポーツのルール・上達法に関する資料

12月 ロボット工作  <4年生>
職業調べに関する資料　<4年生>
世界の料理（イタリア・フランス・日本等）
韓国に関する資料　<4～6年生>
世界の国々のくらし　<3年生>

○ 地震・火山に関する資料　<6年生>
クリスマスの絵本・読み物

○ 十二支に関する資料
認知症理解の本



歴史上・現代著名人の伝記　<5年生>
イラストレーター作品集・職業調べ
犬猫の飼い方
昔の遊びについて　<3年生>

１月 ○ 世界のじゃんけんについて　<1年生>
版画の作品集  <4年生>
地震・火山のメカニズムや被害　<6年生>

○ 衣食住の和と洋　<4年生>
日本と世界のおもちゃに関する資料　<4年生>
新美南吉絵本

○ 盲導犬（適正・訓練・育成過程）  <3年生>
○ 働く犬（介助犬・聴導犬・訪問活動犬）  <3年生>

ブリーダー・パピーウォーカー・盲導犬訓練士  <3年生>
○ ユニバーサルデザイン・バリアフリー
○ インスタント食品・加工食品の問題点　<5年生>

食生活と健康  <5年生>
エコライフの方法・工夫
妖怪の本
韓国に関する資料　<3年生>
米子の歴史・文化に関する資料

○ 暮らしの和と洋  <4年生>
編み物の本
立松和平著作
ブックトークの方法

○ 職業調べに関する資料　<4年生>
○ 世界の遊びに関する資料　<2年生>

短歌・百人一首・俳句の本　<5年生>
○ 広島・原爆・太平洋戦争に関する資料　<5年生>　

太平洋戦争中の人々のくらしや体験談
小学生ができるボランティア
ハンセン病に関する資料　<6年生>
佐治谷の昔話  <4年生>
日本の民話

○ 世界の国々のくらし（韓国・中国・サウジアラビア・アメリカ）<2～6年生>
鳥取県の産業・ガイドブック　<4年生>
日本の工業に関する資料　<5年生>

○ 節分・鬼に関する資料
トランプ遊びの本　<3年生>
ディベートに関する資料　<5年生>
妖怪・水木しげる著作

2月 公害（水俣病・イタイイタイ病・四日市ぜんそく）
乾電池・磁石・豆電球を使った工作・実験　<4年生>
性教育（赤ちゃんの誕生・男女の体の違い）
世界の国々のくらし
日本と世界の結びつき
世界の遊び・じゃんけん

○ 宮沢賢治著作　<6年生>
○ 立松和平著作　<6年生>
○ 新美南吉著作　<4年生>

椋鳩十著作　
茨木のり子の詩

○ 俳句（季語・歳時記）・短歌　<5年生>
住まいの工夫（照明・換気・暖房）　<5年生>
韓国に関する資料　<3年生>
日本の昔話　<2年生>
ユニバーサルデザインに関する資料　<4年生>



障害者・高齢者福祉（理解・福祉に関するマークの歴史と意味・手話　
　の歴史　<6年生>
盲導犬・聴導犬・訪問活動犬　<6年生>
春に関する絵本・読み物　<1年生>
鳥取県の民話（伝説・昔話）

３月 小動物の飼い方
春に関する絵本

米子市立図書館


