
№ 書　　　　　　名 著　　　者 出版社 分類

1 にっぽん探検大図鑑 小学館 K291.036

2 最新★修学旅行の本　全５巻 国土社編集部 国土社 K291.09

3 にっぽん発見！マップ 小学館 K291

4 事前学習に役立つみんなの修学旅行（全７巻） 小峰書店 K291.093

5 世界が見える　地図の絵本 ブライアン・デルフ あすなろ書房 K290

6 写真で知る！びっくり世界一
パイインターナショ
ナル

K290

7 ＭＡＰＳ　新・世界図絵 アレクサンドラ・ミジェリンスカ 徳間書店

8 世界の島大研究 長嶋　俊介 PHP K290

9 Ｇｏｏｇｌｅ　Ｅａｒｔｈで地理学習 塩飽　晴海 理論社 K290

10 キーワード５５　英単語で世界を知ろう 共同通信社　海外部 理論社 K290

11 写真で知る！びっくり日本一
パイインターナショ
ナル

K291

12 人と自然がであう場所　たくさんのふしぎ 野村　哲也 K295.39

№ 書　　　　　名 著　　　者 出版社 分類

1 飛べ！「はやぶさ」 松浦　晋也 学研 ｋ538.9

2 のりもの日本一周！ 小賀野　実 ポプラ社 K536

3 自転車まるごと大事典 理論社 K536.86

何に乗ってでかける？

「旅へでかけよう！」
ブックトーク用ブックリスト

対象：小学校５.・６年生

　平成２８年3月現在、名取市図書館で利用可能な資料の一覧です。

平成28年3月作成
名取市図書館学校図書館支援センター

どこにいこうかな
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4 手づくりヨットで日本一周6500」キロ　ヤワイヤ号の冒険 関屋　敏隆 小学館 K291

5 飛行機・船 小賀野　実 JTBパブリッシング K538.6

6 飛行機・船 学研 K538.6

7 ココがスゴい新幹線の技術 梅原　淳 誠文堂新光社 K546.5

8 日本の電車大研究 川島　令三 PHP K536

9 あたらしい自動車ずかん いのうえ　こーいち 成美堂出版 K537.92

10 宇宙探検えほん 宇宙航空研究開発機構 小学館 K538.9

№ 書　　　　　名 著　　　者 出版社 分類

1 地球を初めてめぐった日本人　万次郎 岡崎　ひでたか 新日本出版社 K289.1

2 瑠璃色の星 山崎　直子 世界文化社 K538.9

3 宇宙をみたよ！ 毛利　衛 偕成社 K538.9

4 コロンブス・苦難の航海 ピーター・クリストファー リブリオ出版 K290

5 あきらめないこと、それが冒険だ 野口　健 学研 K789.1

6 わたしが冒険について語るなら 三浦　雄一郎 ポプラ社 K290.91

7 北極点をめざした公人探検家　マシュー・ヘンソン
キャロル・ボストン・ウェザー
フォード

汐文社 K289.3

8 伊能忠敬　正確な日本地図をつくった測量家 大石　学 ミネルヴァ書房 K289.1

№ 書　　　　　名 著　　　者 出版社 分類

1 ナルニア国物語 Ｃ・Ｓ・ルイス 岩波書店 KF

2 滝のむこうの国 ほりかわ　りまこ 偕成社 Eﾐﾄﾞﾘ

3 ぶどう酒びんのふしぎな旅
アンデルセン
藤城　清治

講談社 Eﾐﾄﾞﾘ

時空をこえて

新しい世界へ（ノンフィクション）
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4 そうべえ　ふしぎなりゅうぐうじょう たじま　ゆきひこ Eﾐﾄﾞﾘ

5 トメック ジャン=クロード・ムルルヴァ 福音館書店 KF

6 青い鳥
メーテルリンク
江國　香織

講談社 KF

7 漂泊の王の伝説 ラウラ・ガジェゴ・ガルシア 偕成社 KF

8 ヤング・インディ・ジョーンズ レス・マーティン 講談社 KF

9 ゆめの中でピストル 寺村　輝夫 復刊ドットコム KN

10 クレヨン王国の十二か月 福永　令三 講談社 KN

11 りんご畑の特別列車 柏葉　幸子 講談社 KN

12 ズッコケ三人組 那須　正幹 ポプラ社 KN

13 精霊の守り人 上橋　菜穂子 偕成社 KN

14
ハンカチの上の花畑（安房直子コレクション４まよいこんだ異
界の話）

安房　直子 偕成社 KN

15 小学校の秘密の通路 岡田　淳 偕成社 KN

16 百年めの秘密 村山　早紀 あかね書房 KN

17 ロードムービー 辻村　深月 講談社 KN

18 ぼくらは、ふしぎの山探検隊 三輪　裕子 あかね書房 KN

19 テレビのむこうの謎の国 エミリー・ロッダ あすなろ書房 KF

20 天山の巫女ソニン 菅野　雪虫 講談社 KN

21 十五少年漂流記 ジュール・ベルヌ 講談社 K908.3

22 ガリバー旅行記　ヴィジュアル版 ジョナサン・スウィフト 岩波書店 KF

23 西遊記 斉藤　洋 理論社 KN

24 ふたごの兄弟のものがたり　上・下 トンケ・ドラフト 岩波書店 KF

25 アドリア海の軌跡 ジョアン・マヌエル・ジズベルト 徳間書店 KF
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26 トビー・ロルネス　①～④ ティモテ・ド・フォンベル 岩崎書店 KF

27 ９月０日大冒険 さとう　まきこ 偕成社 KN

28 かくれ山の冒険 富安　陽子 小学館 KN

29 １１をさがして パトリシア・ライリー・ギフ 文研出版 KF

30 復刻版　21世紀への旅行 科学技術庁 弘文堂 KN
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