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子どもたちが実際に鑑賞したり
やってみることを
手助けするガイド
●2012 年 4 月〜 2021 年 12 月に刊行された「図画
工作」
「音楽」分野の児童書の目録です。
『子どもの
本

美術・音楽にふれる 2000 冊』（2012.7 刊）

の後に出た最近の図書がわかります。
●子どもたちにもわかりやすく具体的なテーマごとに
図書を分類。基本的な書誌事項のほか、内容紹
介を記載しているので、どのような本かイメージで
きます。
●「書名索引」
「事項名索引」付き。 以前にはなかった
●

見出し例

●

こういう項目も
あります

美術を学ぼう（伝記を読もう／美術館に行ってみよう…etc.）
絵をかこう（絵本をつくる／動画・アニメーション…etc.）
デザインしてみよう（飾り文字）
写真を撮ろう
物を作ろう（紙ひこうき／季節・行事のおりがみ／焼き物／リサ
イクルしてみよう／季節・行事の工作…etc.）

音楽を学ぼう（音楽のしくみ／音のでる絵本／ダンスやバレエに
／弦楽器…etc.）

歌を楽しもう（歌い方を学ぼう／合唱しよう／童謡・唱歌）

◆紙で作ろう
『PUI PUIモルカーペーパークラフト
ブック』 小学館 2021.11 32p 28cm
（ワンダーライフスペシャル） 800円
伝統工芸を知ろう
I 978-4-09-106625-1
N 754.9
○
○
『紙でつくる彫刻』 国土社 『CALICOのインド手仕事布案内』
2021.8 31p
小
29cm （図画工作deたのしい作品づく
林史恵文，在本彌生写真 小学館
り 柴田芳作監修，国土社編集部編集）
2021.3 159p 26cm〈文献あり〉2300
I 978-4-337-09453-6
N
I 754.9
N 753.225
3000円 ○
円 ○
978-4-09-307003-4 ○
目次 いろいろな紙をつかってつくろう
『和紙の美しさと歴史』 増田勝彦監修
（ちぎって、おってつくろう,金の星社2021.3
きって、
39p 30×22cm
おってつくろうほか）, 紙ぶくろをつかっ
I 978-4（世界にほこる和紙） 2800円 ○
てつくろう（まるめた紙をつめてつくろ
323-05186-4
う, ふくらませてつくろう）, 紙テープをつ
目次 和紙って、なんだろう？ , 紙がな
かってつくろう（まるめて、おってつくろ
かったころ, 紙の始まり, 大切なことを書
う, あんでつくろう）, つくり方をくふうし
いた奈良時代, 手紙や物語、マンガもかい
よう（いろいろな形をつかってつくろう,
た平安時代, 多くの人が使えるものになっ
きりおこしてつくろう）, イメージをふく
た江戸時代, さまざまな和紙の作り方, 受
らませて作品をつくろう（おめんをつくろ
◆ふめんを読もうけつがれた美しい技, 和紙と伝統行事, 和
う, テーマをきめてつくろう）紙で作られたさまざまなもの, こんなもの
『ぷっぷるのおんぷノート―ドレミをおぼ
『作って学ぼう！えよう！』
日本の歴史ペーパーク
も和紙で！ , 和紙のあるくらし, 和紙のあ
ヤマハミュージックエンタ
ラフト―すぐに作れる10作品のキット
る町
テインメントホールディングス編集
ヤ
つき古代編』 マハミュージックエンタテインメント
河野正訓監修，グルー
『調べてみよう！ 日本の伝統工芸のみ
プ・コロンブス作
あかね書房
2021.7
りょく
6 住にかかわる伝統工芸 2
ホールディングスミュージックメディ
I 978-4-25163p 30cm 1500円
○
（文具と人形）』
ア部 2021.10
56 p 19 × 26 cm伝統的工芸品産業振興
N 754.9
09725-5 ○
I 978-4-636-10067-9
N 2020.10
協会監修 ポプラ社○
47p
1200円 ○
761.2
内容 この本では、縄文時代、弥生時代、
I 978-429cm〈索引あり〉2900円
『すみっコぐらし楽譜のおけいこ』
飯高 ○
古墳時代の3つの時代を学びながら、建物
591-16770-0,978-4-591-91886-9（set）
陽子著 シンコーミュージック・エンタ
や古墳、土器などのペーパークラフトを
N 750.21
○
テイメント 2021.6
63p 31cm 1200
作って楽しむことができます。ペーパー
目次 住にかかわる伝統工芸って？
, 美濃
I 978-4-401-65000-2
N 761.2
円 ○
○
クラフトの作品の多くは、国宝に指定さ
和紙
（岐阜県）, 石州和紙
（島根県）, 土佐和
『おさるのどおんぷのぬりえ―おんぷド
れているので、教科書などで見おぼえの
紙
（高知県）, 雄勝硯
（宮城県）, 播州そろば
リル幼児版：すぐに覚えて忘れない
あるものもあるでしょう。古代の歴史に
ん
（兵庫県）, 奈良墨
（奈良県）, 熊野筆
（広
3』 真仲礼子編著 ［さいたま］ ド
興味を持ったら、ぜひ近くの遺跡や博物
島県）, 赤間硯
（山口県）
, 宮城伝統こけし
リーム・ミュージック・ファクトリー
館にでかけてみてください。きっとわく
（宮城県）, 駿河雛人形（静岡県）, 博多人形
2021.1 61 p 23 × 31 cm〈イラス
わくするような発見がありますよ。
（福岡県）, 天童将棋駒（山形県）, 房州うち
子どもの本
美術・音楽にふれる2000冊
トレーション：わたなべふみ〉
800円
わ
（千葉県）, 箱根寄木細工（神奈川県）, 丸
A5・320頁
定価8,360円
I 978-4-86571-359-6（本体7,600円＋税10％）
N 761.2
○
○
亀うちわ（香川県

既刊

ついて知ろう／民族音楽について知ろう…etc.）

楽器を演奏しよう（楽曲集／ピアノ絵本／金管楽器／木管楽器

2022年3月刊行

ISBN978-4-8169-2370-8

2012.7刊

202202
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お問い合わせは…

日外アソシエーツ 営業局

TEL.03-3763-5241（代） FAX.03-3764-0845

〒140-0013 東京都品川区南大井6-16-16

https://www.nichigai.co.jp/
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