
食と農、地域教育を考えるブックリスト
おもしろふしぎ食べもの加工

生活環境教育研究会著●Ａ5判
160頁1400円

グミキャンディー，即席ラーメンから

味噌，豆腐まで，おいしくつくって食

品加工の原理を学ぶ。

ふるさとを感じるあそび事典
したい・させたい原体験300集
山田卓三編●B6判368頁1950円

虫を採る、花を摘む、泥にまみれる……今の子

供に伝えたい自然とふれあう遊び300を紹介。

田園クラフト村から届いた手づくりノート
遠藤凌子著●B5判108頁2800円

古代米、ワラ、野菜、イタドリ、ドングリ、米袋…農

村素材でつくるリースや器、人形、小物類。

「田んぼの学校」入学編
（社）農村環境整備センター企画宇根豊著貝原浩絵
●Ａ5判192頁1800円

多くの生き物を育む田んぼで体験学習や総合的学習

に携わる小中学校の先生や百姓先生に必携の書

まちの謎解きブック
石打の子どもと地域を考える会編
●Ａ5判96頁1550円

山の口ってどんな口？ やさぶろ婆さって誰？ 昔

の生活文化を探る”まちワーク”絵本。

「地域の先生」と創るにぎやか小学校
我孫子市立我孫子第二小学校編
●B6判260頁1890円

農家，漁師，大工，寿司屋，「地域の先生」に学

んで体験学習に取り組む愉快な小学校の記録。

写真で綴る昭和30年代 農山村の暮らし
高度成長以前の日本の原風景

武藤盈　写真／須藤功
●AB判 336頁 6500円四季の農作

業、囲炉裏や縁側での集い、祭

りなど心に焼きつく３７０点の写真

と聞き書きで綴る。

農村生活カタログ
孫に伝える私の少年時代
伊藤昌治著●B6判248頁1400円

明治―大正の衣食住から学校生活・年中行事

などを230の道具や事物から浮き彫りにする。

百の知恵００１

棚田の謎 千枚田はどうしてできたのか

田村善次郎・ＴＥＭ研究所著
●B5変176頁2800円

山の棚田も海の棚田も、自然と人が作った生きた

文化財。暮らしの知恵や技術の発達を読み取る。

「いただきます」が言えた日
卓也ともう一つの世界

農林水産省大臣官房情報課著
●Ａ5判44頁100円

もう一つの世界に迷い込んだ卓也

の農林漁業体験と通して、食べ物

を入手する。

近くの山の木で家をつくる運動 宣言
緑の列島ネットワーク発行●Ａ5判180頁1000円

地域の自然と仲良く暮らす家づくりを取り戻す河

合雅雄、林望、浅井慎平氏などのメッセージ。

荒廃した里山を蘇らせる

自然生態修復工学入門
養父　志乃夫著●B5判168頁2800円

荒廃した里山・水田・溜め池を生き物が生息できる

元の環境に修復する具体的手順と技術を詳解。

韓国家庭料理入門
薬味いろいろ・野菜たっぷり・混ぜておいしい
鄭大聲・金日麗（清水麗子）著
●Ａ5判176頁1750円

ナムル（和えもの），キムチ等の漬物，焼肉のたれ

…ヘルシーな野菜たっぷり料理と食文化史。

日本の焼肉 韓国の刺身
食文化がナイズされるとき
朝倉敏夫著●B6判200頁1950円

日本と韓国、相互の食文化の違いを、数 の々興味深

い事実をあげながら文化人類学の概念で解析。

かがくを感じるあそび事典
したいさせたいビックリ実験100集
山田卓三文／トミタ・イチロー絵
●B6判288頁1630円

昔ながらの竹トンボ作りからエジソンの電球実験

まで、モノにふれる100のあそびと実験を紹介。

庭にきた虫
いのちのドラマを親子でみる
佐藤信治著●B6判198頁1950円

子どもの目線でとらえた，テントウムシ，アゲハ，カ

タツムリなど8種の虫たちの異色の観察記。

「理科」の再発見
異文化としての西洋科学
小川正賢著●B6判242頁1700円

「理科」の誕生を日本的自然観との関係で解明

し，西洋科学を相対化する科学教育を提言する。

カラスおもしろ生態とかしこい防ぎ方
杉田昭栄著●Ａ5判156頁1650円

賢いゆえに「怖さも知る」鳥・カラス。その弱点を、

農村で、町中でうまく衝いて被害を防ぐ。

カマキリは大雪を知っていた
大地からの“天気信号”を聴く
酒井與喜夫著●B6判176頁1650円

雪国に伝わる民間伝承をもとに積雪予測に挑み、

自然の不思議に迫った「カマキリ博士」の記録

生物多様性と農業
進化と育種、そして人間を地域からとらえる
藤本文弘●B6判248頁1950円

農業は人間と生物の共進化という見方から近代技

術の問題点を摘出し農業のあり方を問う異色作。

子どもが変わる 学校が変わる 地域が変わる

ビオトープ教育入門
山田辰美編著●B5判252頁2100円

校庭に自然を呼び込む学校ビオト

ープのつくり方から活用法まで、先

駆的20校の実践例を紹介。

生きものをわが家に招く

ホームビオトープ入門
養父志乃夫著●Ａ5判200頁1700円

玄関から屋上まで手づくりでビオトープ化する技

と、生きものとのつきあい術を実践的に紹介。

花と蝶を楽しむバタフライガーデン入門
海野和男編他著●Ａ5判152頁2400円

蝶を庭に呼び込む本邦初の入門書。蝶の生態、食

草や吸蜜植物、各地の実践例をカラー写真で紹介。

学校園の観察実験便利帳
日本農業教育学会編●Ａ5判204頁1800円
作物・野菜・草花・樹木の観察の着眼点と方法を徹

底ガイド。土・雑草等の観察、面白実験も満載。

学校園の栽培便利帳
日本農業教育学会編●Ａ5判2３２頁1940円
魅力的な生活・技術科授業を創りだす手引集。39

品目の栽培技術と各品目に「やってみよう」が出色。

タネから育てる63種

野菜のバスケット栽培
増田繁著●Ａ5判208頁1680円

スーパーで使うバスケットや野菜コンテナは、通

気・排水性が抜群、63種の野菜栽培のコツ。

田の虫図鑑 害虫・益虫・ただの虫
宇根豊他著●Ａ5判88頁2040円

田んぼの中で繰り広げられる害虫・益虫・ただの

虫たちの生態を300枚余のカラー写真で紹介。

無限に拡がるアイガモ水稲同時作
アゾラ・魚・アイガモ・水稲同時作の実際
古野隆雄著●Ａ5判180頁1950円

アイガモの除草・害虫防除・養分供給効果に浮き草

アゾラを組み合わせて水田の生産力を高める。

新版 土壌肥料用語事典
各編大改訂／環境保全編・情報編増補
藤原俊六郎編著●B6判328頁2800円

土壌，植物栄養，土壌改良･施肥，肥料・用土，土

壌微生物，環境保全，情報関係の用語を網羅。

環境と農業
西尾　道徳他編著●B5判196頁1700円

地域の環境調査の方法から農林業と環境とのかか

わり、環境保全・創造まで紹介する実践的入門書。

新版 農業の基礎
鈴木芳夫編●B5判244頁1850円

イネ・ダイズから主要野菜、ニワトリまで、育ち方か

ら栽培まで丹念に解説した、初心者の入門書。

わくわく食育授業プラン
桑畑　美沙子編熊本県家庭科サークル著

●Ａ5判224頁1800円

地域にこだわり、原型にさかのぼ

り、未来を作る力を育むたべもの

学習-授業プラン４６。

改正JAS法で変わった

食品表示の見方・生かし方
増尾　清著●Ａ5判208頁1750円

添加物、遺伝子組み換え食品、狂牛病から身を

守るには？ 添加物と品質表示の読みこなし術。

子どもが見つめる「家族の未来」
小5の児童と本気で学んだ
濱崎タマエ著●B6判238頁1800円

今，子どもたちは「家族」をどう見ている？どうい

う家族を求めている？小学5年生の声。

草を編む
谷川栄子著●B5判108頁2700円

道端のありふれた雑草が見事に変身。

石窯のつくり方楽しみ方
おいしいアース・ライフへ
須藤章・岡佳子著●Ａ5判158頁1700円

鍋や植木鉢利用の簡単石窯からレンガ窯まで図

解。レシピもパンからピザ、燻製、ほうとうまで。

歯のふしぎ　骨のだいじ
からだ学習の原点を求めて
全国養護教諭サークル協議会企画
千葉　保夫他著●B6判216頁1430円

好奇心を引き出し、応えるにはマニュアル頼りでは

だめ―先生自身が楽しんだ歯と骨の授業の記録。

生きる力をはぐくむ

保健の授業とからだの学習
健康教育・性教育・総合学習づくりの発見
坂本廣子・坂本佳奈著●B6判240頁1950円

ウンコの旅、風邪の不思議など、ユニークな授業

実践から、からだ学習の新地平を示す。

「総合」だからできる「生と性の学習」
みんなで見つめたいのち・からだ・こころ
全国養護教諭サークル協議会・企画岩辺京子著
●B6判240頁1300円

「生と性」をテーマに、「総合的な学習の時間」を

先取りした小学校の実践を養護教諭が報告。

小学生の心がわかる本
低学年と高学年でちがう処方箋
原田正文著●B6判252頁1450円

不登校、キレ、いじめ、学級崩壊…低学年と高学

年では全然違う処方箋。家庭と学校の連携法も。

学校に行きたくないと言われたとき
保健室からのアプローチ
原田正文著●B6判240頁1330円

事例とQ＆Aで子供に学ぶ思春期の心と大人の役

割。精神科医が長年の学校現場との交流から綴る。

中高生の薬物汚染
知るべきこととできること
全国養護教諭サークル協議会・企画水谷修他著
●B6判216頁1300円

『病的依存』を生み出している家族･学校・地域社

会の在り方をも問う。

むらの原理 都市の原理
原田津著●B6判204頁1470円
むらと都市は異なる原理を持つ。その違いを知

って「すみわける」ことが現代社会の破局を回避。

農業は農業である
近代化論の策略
守田志郎著／室田武解説●B6判292頁1260円

都市化論、情報化論、生産や流通の画一化の危険

性を論じつつ工業と農業の質的相違を解明する。

写真集 春を呼ぶ村
越後松之山・風土と暮し
橋本紘二著●AB判160頁2415円
春を待つのでなく呼ぶ。そこに込められた人びと

の農とムラへの熱い思いを100枚の写真で。

総索引付き

近世日本の地域づくり２００のテーマ
会田雄次他監修●B5判542頁5000円

日本の原点をつくった江戸時代の魅力

を、自治と助け合い、環境、産業、暮

らしなど２００項目で新発見。

憲法を愛していますか
金森徳次郎憲法論集 金森徳次郎著／鈴木正編･解説
●B6判234頁1470円

平和憲法制定時の担当国務大臣だった金森が国会

審議での発言や自己の憲法観を縦横に語ったもの。

教育は人間をつくれるか
小原秀雄著●B6判228頁1400円
種としてのヒトという視点から能力、個性、非行等

の問題を論ずる教育のパラダイム転換。

農業高校ってすごい
学校教育への挑戦
永田栄一著●B6判244頁1950円
「命の学校」としての農高の役割を信じ、生徒、地

域社会の農高への認識を変えてきた実践記録。

総合的な学習 食・環境・国際理解

理科・農業

家庭・技術・保健

社会・教育
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地域と子どもを結ぶ

ブックリストです。

お役立て下さい。
農文協

「食農教育」定期購読：年7回 5600円

総合的な学習CD-ROM 26250円

自然と子どもたちを結ぶ

新刊特選シリーズ案内
送料無料になる

「田舎の本屋さん」案内


