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430　化　　　学 440　天文学．宇宙科学
450　地球科学．地学 460　生物科学．一般生物学
470　植　物　学 480　動　物　学
490　医学．薬学

　小学校では教科書が刷新され、学校図書館の活用がますます重要視されるようになった。学校図書館の活用に
欠くことのできないものの第一が資料である。特に、信頼できる図書資料の活用をより普及していく必要があ
る。残念なことだが、コンピュータのみで調べたり、体験のみの学習になってしまったりする例も後を絶たな
い。児童が自ら課題を解決する学習を計画したときに、複数のすぐれた図書資料に出会えるような環境を整えた
いものである。
　本書では例年のように、学校図書館の学習・情報センターとしての機能の充実、また、読書センターとしての
機能の拡充を図って、全国学校図書館協議会選定図書（2010年10月～2011年12月分）の中から基本図書の選出を
した。
　近年、小学校４類では優良な図書が数多く出版され、著者がその専門性を生かして著したものや手に取りやす
い科学読み物の出版が続いている。しかし、今回は、基本図書に値する図書が例年よりやや少なかった。
　４類は、すべての自然科学を対象としているので、幅広い企画が必要とされる。上記章タイトルの「日本十進
分類法」（ＮＤＣ）による区分を見てほしい。数学、物理学、化学、　天文学・宇宙科学、地球科学・地学、生物
化学・一般生物学、植物学、動物学、医学・薬学と、それぞれが、豊富な内容を持った分野である。
　小学校学習指導要領の理科の内容も、実に多様である。さまざまな分野で、さまざまな角度から良書が出版さ
れることを期待する。たとえば、高学年の児童が興味をもってじっくり読めるようなわかりやすく読みごたえの
ある科学読み物、理科や総合的な学習の時間はもちろんのこと、国語や社会、家庭科、クラブ活動や委員会活動
などでも活用できる図書、算数の図書などである。読者が子どもであるからこそ、充実した内容の図書、手を抜
かずに作っていることが感じられる図書の出版を追求してほしい。

1036 小学校たのしい理科の教室 大日本図書　5冊（各39ｐ）　2011.3　
25㎝　各冊2,500円
〔分〕407.〔程〕高・中学習指導要領（理科）で新たに追加された内容を、イラストや写真を活

用してわかりやすく解説。生活科で利用できる工作もある。

自然の観察　上薗明著　八木澤薫写真　ISBN978-4-477-02370-0　〔件〕植物．植物の観察．動物．動物の観察．理科
風で動くもの、ゴムで動くもの　増田和彦著　いとうみき絵　ISBN978-4-477-02371-7　〔件〕引力．力（ちから）．理科
体が動くしくみ　増田和彦著　工藤晃司絵　ISBN978-4-477-02372-4　〔件〕体．筋肉．骨．理科
雲と天気の変化 　椎野純一著　ISBN978-4-477-02373-1　〔件〕宇宙．雲．台風．天気．天気予報．理科
電気を起こす・ためる・利用する　後藤富治著　ISBN978-4-477-02374-8　〔件〕電気．理科

1037 藤井旭の天文年鑑：スターウォッチング完全ガイド　 
2011年版 藤井旭著

誠文堂新光社　119ｐ　2010.11　
19㎝　本体700円
〔分〕440.59 〔件〕天体-年鑑．天体観測
〔程〕高 ISBN978-4-416-21018-52012年の星空の見どころを月ごとに解説。2011年の観測結果や天体の

解説など、平易でイラストも見やすく、わかりやすい。

1038 水と地球の研究ノート
 武田晋一写真・文　ボコヤマクリタ構成・絵

偕成社　5冊（各31ｐ）　2011.3　
27㎝　各冊1,600円
〔分〕450.〔程〕高・中著者と一緒に本の中で身近な泉や水たまりを調べていくと、地球のこ

とがわかってくる。参考図書や教科書とのつながりも掲載。

１：町の中の泉　ISBN978-4-03-543910-3　〔件〕環境問題
２：とける岩の洞くつ　ISBN978-4-03-543920-2　〔件〕洞窟（くつ）．水
３：木が生える沼　ISBN978-4-03-543930-1　〔件〕木．沼．水
４：消えない水たまり　ISBN978-4-03-543940-0　〔件〕地下水．水．わき水
５：ごみ水路水族館　ISBN978-4-03-543950-9　〔件〕水路．ため池．水

1039 科学のアルバム・かがやくいのち　第２期 あかね書房　4冊（各63ｐ）　2011.3　
29㎝　各冊2,500円
〔分〕460.〔程〕高・中わかりやすい説明文、詳しい解説、大きな写真、生態がわかる写真と

コメント。科学読み物としても調べる資料としても活用可能。

５（第２期－１）：イルカ：海でくらす哺乳類　南俊夫著　水口博也監修　ISBN978-4-251-06705-0
　　　　　　　　〔件〕イルカ．海洋生物．動物の生態．哺乳類
６（第２期－２）：ヤドカリ：しおだまりの生き物　草野慎二著　武田正倫監修　ISBN978-4-251-06706-7
　　　　　　　　〔件〕水生生物【動植物を含む】．動物の生態．ヤドカリ
７（第２期－３）：カエル：両生類と水辺の生き物　関慎太郎著　福山欣司監修　ISBN978-4-251-06707-4
　　　　　　　　〔件〕カエル．水生生物【動植物を含む】．動物の生態．両生類
８（第２期－４）：ゴーヤ：ツルレイシの成長　亀田龍吉著　白岩等監修　ISBN978-4-251-06708-1
　　　　　　　　〔件〕ゴーヤ．植物の成長

1040 自然科学読み物生き物のちえ 今泉忠明監修　伊藤年一文 学研教育出版　学研マーケティング（発売）　
5冊（各63ｐ）　2011.2　
23㎝　各冊1,600円
〔分〕460〔程〕中

５つのテーマのもとに、さまざまな生き物の「ちえ」について教科書
の説明文のような易しい文体で説明している。写真も迫力がある。

１：助けあう生き物の話　ISBN978-4-05-500806-8　〔件〕共生．生物．動物の生態
２：別の生き物を利用する話　ISBN978-4-05-500807-5　〔件〕共生．昆虫の生態．生物．動物の生態
３：寄生する生き物の話　ISBN978-4-05-500808-2　〔件〕寄生植物．共生．昆虫の生態．生物．動物の生態
４：ともに進化する動物と植物の話　ISBN978-4-05-500809-9　〔件〕共生．進化．生物
５：だましあう生き物の話　ISBN978-4-05-500810-5　〔件〕共生．昆虫の生態．生物．動物の生態

1041 生物多様性の大研究：なぜいろいろな生き物がいるの？
地球でともにくらす知恵をさぐろう！ 小泉武栄監修

ＰＨＰ研究所　63ｐ　2011.6　
29㎝　本体2,800円
〔分〕468 〔件〕生物多様性-図鑑〔程〕高
 ISBN978-4-569-78146-4自然環境と生き物の繋がり、生態系サービス、絶滅の危機、生物多様

性の保護など、一冊で生物多様性のあらましが理解できる。

1042 ヒトの親指はエライ！：ふしぎ・おもしろ・科学入門
 山本省三文　遠藤秀紀監修　喜多村武絵

講談社　142ｐ　2011.7　
22㎝　本体1,400円
〔分〕469.2 〔件〕人類の起源．指〔程〕
高・中
 ISBN978-4-06-217050-5

手の親指とほかの４本の指を合わせられるのは、ヒトだけ。ヒトの親
指はよく動く。人類の進化から親指の働きを説いた科学読み物。

1043 植物のふしぎ 小林正明監修 ポプラ社　207ｐ　2011.1　
29㎝（ポプラディア情報館）　本体6,800円
〔分〕470 〔件〕植物-図鑑〔程〕高
 ISBN978-4-591-12238-9

「植物とはどんな生物？」から始まり、草花・樹木・シダコケ藻類のく
らし、植物の調べ方まで、植物に関する詳しい情報が満載。

小450.～470

 1038～1043

４：ともに進化する動物と植物の話　ISBN978-4-05-500809-9　〔件〕共生．進化．生物
５：だましあう生き物の話　ISBN978-4-05-500810-5　〔件〕共生．昆虫の生態．生物．動物の生態

1041 生物多様性の大研究：なぜいろいろな生き物がいるの？
地球でともにくらす知恵をさぐろう！ 小泉武栄監修

ＰＨＰ研究所　63ｐ　2011.6　
29㎝　本体2,800円
〔分〕468 〔件〕生物多様性-図鑑〔程〕高
 ISBN978-4-569-78146-4自然環境と生き物の繋がり、生態系サービス、絶滅の危機、生物多様

性の保護など、一冊で生物多様性のあらましが理解できる。

1042 ヒトの親指はエライ！：ふしぎ・おもしろ・科学入門
 山本省三文　遠藤秀紀監修　喜多村武絵

講談社　142ｐ　2011.7　
22㎝　本体1,400円
〔分〕469.2 〔件〕人類の起源．指〔程〕
高・中
 ISBN978-4-06-217050-5

手の親指とほかの４本の指を合わせられるのは、ヒトだけ。ヒトの親
指はよく動く。人類の進化から親指の働きを説いた科学読み物。
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