世界でいちばん貧しい大統領の本
いまの日本、これからのあなたに
ムヒカさんからのメッセージです。
いま、各メディアで話題沸騰の
ウルグアイ前大統領ムヒカさん。
彼の言葉は、幸せな人生の本質を
見失いがちな私たちに、
「本当に大切なこと」を
教えてくれます。

Ⓒ

ZU

MA

P r e s s / am a n a i m a g e

リオデジャネイロで開
かれた国際会議でムヒ
カ前大統領が語った伝
説のスピーチを絵本化。
貧しさとはなにか?
本当の幸せとはなにか?
その問いかけが胸をゆ
さぶります。

くさばよしみ・編

中川学・絵

ISBN 978-4-8113-2067-0
NDC916
AB 変型判 32 ページ
本体 1,600 円

s

世界でいちばん
貧しい大統領から
きみへ
くさばよしみ・編

ISBN 978-4-8113-2248-3
NDC916
四六判 72 ページ
本体 1,200 円

※本書は
「命かがやく未来のために（全５巻 P13）」に
含まれています。

ムヒカ前大統領から、日本
の子どもたちに贈るメッ
セージ。生い立ち、大統領
になるまでの軌跡、絵本で
は語られなかったその「言
葉」を通して、その人柄・
哲学を伝えます。

2

世界でいちばん貧しい
大統領のスピーチ

19 年間ムヒカ氏を取材
してきた現地のジャー
ナリストがその本音を
聞きだし、実像に迫る
ノンフィクション。

悪役
世界でいちばん
貧しい大統領の本音
アンドレス・ダンサ／
エルネスト・トゥルボヴィッツ・著
ISBN 978-4-8113-2249-0
NDC 916
四六判 324 ページ
本体 1,700 円

小中 ▶ 中学
道徳
キャリア教育

全

4巻

幸せな生き方をさがす
大野正人／作
AB 変型判

こころの「え？」ほん

中川学、ハラアツシ、赤澤英子、熊本奈津子／絵

978-4-8113-1124-1

NDC150

各 66 ページ

揃本体 6,400 円／各本体 1,600 円

命の大切さ、子どもたちに
本当に教えられますか？

最
新
刊

多くの子どもたちが経験する
「こころの壁」
に、
どう
向き合い、
心を強くすればいいかのヒントがつまっ
た絵本シリーズ。
「 夢」
を描きつづける大切さ、
食物
連鎖と世代交代で
「命」
がつながっていること、
「お
金」
を得るために必要な仕事の大切さと苦労して得
たお金の重さ、
小さな
「恋」
が、
どのように育って、
愛
に変わっていくか……４つのテーマを掘りさげ、
一
生懸命に生き、
心を成長させる大切さを伝えます。

夢はどうしてかなわないの？
978-4-8113-2219-3

朝

命はどうしてたいせつなの？
978-4-8113-2220-9

お金があればしあわせなの？

読

978-4-8113-2221-6

恋ってなに？

978-4-8113-2222-3

このシリーズもおすすめ！

小中 ▶ 一般
道徳
その他

全

5巻

哲学のおやつ第Ⅰ～Ⅲ期（各全 3 巻）→ P29
アーティストがうたう魔法の言葉（全 3 巻）→ P26

むのたけじ 100 歳のジャーナリストからきみへ
むのたけじ、菅聖子／著
A5 判

978-4-8113-1097-8

NDC917

各 72 ページ

100 歳のジャーナリストがおくる
珠玉の言葉
戦前、
戦中、
戦後を生き抜き、
昨年 2015 年1月に100
歳を迎えたむのたけじ氏。現在も現役ジャーナリス
トとして、その視点はさまざまな方向に向けられて
います。10 代の子どもたちへ向けての深い思索に
裏打ちされたメッセージを届けます。一世紀にもお
よぶさまざまな経験を通して、
むの氏の言葉は、
子ど
も・大人問わず、
私たちのこころに深く響き渡ります。
生きることは学ぶこと。
学ぶことは育つこと…。

学

ぶ

平

和

978-4-8113-2187-5

生きる

読

978-4-8113-2189-9

つ

人

類

最
新
刊

朝

978-4-8113-2188-2

育

揃本体 7,500 円／各本体 1,500 円

978-4-8113-2190-5
978-4-8113-2191-2

このシリーズもおすすめ！

哲学のおやつ第Ⅰ～Ⅲ期（各全 3 巻）→ P29
アーティストがうたう魔法の言葉（全 3 巻）→ P26

3

小中 ▶ 高校
保健
体育

全

3巻

もっと知りたい！話したい！ セクシュアルマイノリティ ありのままのきみがいい
日高庸晴（宝塚大学看護学部教授）／著

B5 判

978-4-8113-1107-4

NDC367

各 48 ページ

揃本体 7,200 円／各本体 2,400 円

今こそ知りたい！
当事者も周りの人も

最
新
刊

現在、さまざまな場面で
「セクシュアルマイノリ
ティ」や
「LGBTQ」を耳にすることが増えてきまし
た。
世田谷区や渋谷区などの同性婚のニュースを目
にした方もいるでしょう。
性について、
どんどん社会
は変わってきています。業界で 20 年以上研究を続
けてきた著者が、
当事者の子どもたちを含む児童に
向けた初めての書籍です。イラストやデータ、
写真
を交えてわかりやすく解説しています。

① セクシュアルマイノリティについて
978-4-8113-2238-4

② わたしの気持ち、みんなの気持ち
978-4-8113-2239-1

③ 未来に向かって
978-4-8113-2240-7

このシリーズもおすすめ！

小中 ▶ 中学
保健
体育

全

2巻

哲学のおやつ 第Ⅰ～Ⅲ期 ( 各全 3 巻）→ P29
世界の女性問題 ( 全 3 巻）→ P29

あぶない！ 守ろう！ だいじな目
枝川宏（えだがわ眼科クリニック院長）／監修
B5 判

978-4-8113-1101-2

NDC496

各 63 ページ

小学生の視力が過去最悪！！
裸眼視力が｢1.0 未満｣の小学生の割合は30.9％と
過去最高に
（2015 年度学校保健統計調査速報）
。
幼
少期からのスマホ・ゲームの長期間使用などで児童
の視力低下が問題に。
メガネの子どもたちが増えた
と感じたことはありませんか。
本書では、
児童の目を
長年診てきた医師の協力のもと、
あまり学ぶ機会の
なかった
「目の大切さ」
「目のトラブル」
に着目し、
イ
ラストとともにわかりやすく解説。

① 身近なトラブル
978-4-8113-2224-7

② 守るために知っておこう
978-4-8113-2225-4

このシリーズもおすすめ！
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あぶない！熱中症・食中毒（全 2 巻）→ P20
知っておこう！くすりの使いかた（全 3 巻）→ P20

揃本体 7,000 円／各本体 3,500 円

最
新
刊

小中 ▶ 一般
図工
美術

全

2巻

超びっくり！ 奇妙で妖しい？ 錯覚美術館
涌田利之、MONALISA／編著
A4 変型判

978-4-8113-1110-4

竹内龍人／監修

NDC720

各 48 ページ

揃本体 5,600 円／各本体 2,800 円

驚きの美しい？ 錯覚作品が満載！

最
新
刊

驚くほど奇抜な錯覚作品を多数揃えました。エッ
シャーやアルチンボルト、
マグリットなど古典的な
だまし絵を、
銅版画などを用いて制作した作品を多
数収載した
「だまし絵コレクション」
。
さまざまな錯
覚手法を取り入れたポップアートで構成された
「錯
視アートコレクション」
の２冊組セットです。
奇妙で
妖しい美術館をお楽しみください。

だまし絵コレクション
978-4-8113-2256-8

錯視アートコレクション
978-4-8113-2257-5

このシリーズもおすすめ！

小高 ▶ 一般
社会
美術

全

3巻

びっくり！
！トリックアート 第１～３期（各全 3 巻）→ P18
ふしぎ迷宮 トリックアートシリーズ（全 5 巻）→ P18

錯覚体験！！３D トリックアート（全 3 巻）→ P18

橋本麻里の美術でたどる日本の歴史
橋本麻里／編著
B5 判

978-4-8113-1111-1

NDC210

各 56 ページ

揃本体 11,400 円／各本体 3,800 円

国宝を中心に美術と日本史を学ぶ

最
新
刊

若手国宝研究の第一人者であり、
マスコミなど各方
面で活躍中の橋本麻里が、
日本の美術の流れや様式
の変遷など、
各時代の代表的な国宝作品を中心に作
品がうまれた時代背景を紹介、
歴史の流れをひもと
いていくシリーズ。
縄文時代から近代の美術品まで
時代ごとに紹介。
それぞれの作品と時代にはどのよ
うな関係があったのか。
今までにはない視点で日本
の歴史を解説します。

古代ー縄文・弥生・古墳・飛鳥・奈良・平安
978-4-8113-2123-3

中世ー鎌倉・南北朝・室町・安土桃山
978-4-8113-2124-0

近世 近代ー江戸・明治・大正・昭和
978-4-8113-2125-7

このシリーズもおすすめ！

教科書に出てくる 日本の神社仏閣（全 2 巻）→ P27
絵で旅する 五街道（全 3 巻）→ P27

教科書に出てくる 日本の画家（全 3 巻）→ P25

5

小中 ▶ 高校
社会

全

写真とデータでわかる 日本の貿易

3巻

日本貿易会／監修

B5 判

978-4-8113-1113-5

NDC678

各 32 ページ

揃本体 6,900 円／各本体 2,300 円

写真と図表で輸出入の謎を解明！

最
新
刊

日本の貿易をひも解くシリーズ。
日本が多く輸入す
る、
石油などの燃料や衣類、
日本が多く輸出する、
自
動車や鉄鋼製品など、
各品目別の輸出入の特徴を、
業界で活躍する
「貿易のプロ」
たちに解説してもら
います。地図や、
円グラフなどの図表を随所に活用
しており、
それらを見比べると、
日本の輸出入の
「今」
がわかります。TPPや貿易摩擦などのニュースの
キーワードとなる貿易用語についても解説。

① 輸入のしくみ

978-4-8113-2232-2

② 輸出のしくみ

978-4-8113-2233-9

③ 貿易なんでもランキング
978-4-8113-2234-6

このシリーズもおすすめ！

小低 ▶ 中学
社会
総合学習

全

3巻

写真でわかる 日本の物流（全 3 巻）→ P22

はたらく船大図鑑
池田良穂（大阪府立大学教授）
／監修
AB 判

978-4-8113-1114-2

NDC550

各 32 ページ

客船から観測船まで
世界中の船が大集合！
日本の船を中心に各地で活躍中の船を紹介。
船の構
造の解説に留まらず、
なぜこんな形をしているか、
どんな人が働いているかなど、
子どもの素朴な疑問
を解決するさまざまな情報を網羅しています。
船で
働く方法、
船に関する免許についても解説。掲載船
例：オアシス・オブ・ザ・シーズ
（世界最大の客船）
、
矢
切の渡し、
ガリンコ号２
（砕氷船）
、
ガッサン
（巨大石
油タンカー）
、
しらせ
（南極観測船）
など。

① 人をはこぶ船

978-4-8113-2235-3

② ものをはこぶ船
978-4-8113-2236-0

③ 調査する船

978-4-8113-2237-7

このシリーズもおすすめ！
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すごいぞ！！重機大集合（全 3 巻）→ P28

揃本体 6,900 円／各本体 2,300 円

最
新
刊

小中 ▶ 高校
社会
総合学習

全

3巻

池上彰・増田ユリヤの 今だからこそ 世界を知ろう！
池上彰・増田ユリヤ／著
AB 判

978-4-8113-1116-6

NDC302

各 64 ページ

揃本体 9,600 円／各本体 3,200 円

池上・増田が
日本と世界の違いを解説！

最
新
刊

ニュース番組の解説で活躍中の池上彰・増田ユリヤ
が、
子どもたちに日本と世界の違いを解説するシリー
ズ。子どもにとって身近な、
家族や教師との会話から
ニュースで話題の時事問題を引き出し、
ひとつひとつ
の話題をひもときます。
太陽の色は国ごとに解釈が違
うこと、
宗教による食べ物の違いなどの普遍的なテー
マから、
シリアでの誘拐事件、
ヨーロッパの難民問題
などの最新情報まで、
話題は多岐にわたります。

① 常識はひとつじゃない？
978-4-8113-2266-7

② イスラム教・中東問題ってなに？
978-4-8113-2267-4

③ 日本食なのに海外産？
978-4-8113-2268-1

このシリーズもおすすめ！

小中 ▶ 中学
理科
算数

全

4巻

世界の女性問題（全 3 巻）→ P29
100 円からできる国際協力Ⅰ〜Ⅱ期（各全 3 巻）→ P29
ジャーナリスト後藤健二ノンフィクションシリーズ（全 4 巻）→ P30

柳田理科雄の 1 日 1 科学
柳田理科雄／著
B5 判

栄光ゼミナール／監修

978-4-8113-1119-7

NDC404

各 47 ページ

揃本体 9,600 円／各本体 2,400 円

身近なことが、
科学的に見えてくる！
雲には乗れるの？ 一本の鉛筆で何文字書けるの？
雪っておうちで作れるの？「どんなことでも科学で
楽しめる！」
を合い言葉に、
子どもたちに身近なテー
マでさまざまな疑問を設定し、
科学につなげて楽し
く解説します。
なんで!? すごい！ ふしぎ !! おどろき
と感動から、
想像力を育む楽しいシリーズです。

最
新
刊

春の空想科学

978-4-8113-2192-9

朝

夏の空想科学

978-4-8113-2193-6

秋の空想科学

読

978-4-8113-2194-3

冬の空想科学

978-4-8113-2195-0

このシリーズもおすすめ！

カビのふしぎ（全 2 巻）→ P19
調べてみよう 名前のひみつ 生きもの編
（全 2 巻）
→ P11
実験しよう！からだのなぞ（全 3 巻）→ P19
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小中 ▶ 中学
食育
クラブ活動
家庭科

全

4巻

はじめてのだしクッキング
宮沢うらら／著

AB 判

978-4-8113-1120-3

NDC596

揃本体 9,600 円／各本体 2,400 円

各 48 ページ

世界も注目！
日本人の心、
だしを知ろう

最
新
刊

日本の
「だし」
は、
料理をもっとおいしくする縁の下
の力持ち。ヘルシーで美味しい
「和食」の基本とし
て、世界からも注目されています。昆布、魚
（かつお
ぶし、
煮干し）
、
野菜
（椎茸、
切り干し大根など）
を中心
に、
だしの歴史、
東西のだし文化の違い、
だしの素材
の作り方、
シンプルなだしのとりかた、
簡単にできる
レシピを紹介します。

昆布だしで定番和食
978-4-8113-2228-5

魚だしでかんたん麺料理
978-4-8113-2229-2

野菜だしでいろいろスープ
978-4-8113-2230-8

合わせだしで世界のごちそう
978-4-8113-2231-5

このシリーズもおすすめ！

小低 ▶ 中学
生活科
特別活動

全

2巻

からだにやさしい ヘルシースイーツ（全 4 巻）→ P24
つくって楽しい！世界のスイーツ（全 4 巻）→ P24

たのしいあやとり大図鑑
フィグインク／編

AB 判

978-4-8113-1115-9

NDC798

各 64 ページ

かんたん、ていねい、
基本がわかる！
古今東西のあやとりを一挙に紹介。
ひもの結びかた
や選びかたから写真で手順を丁寧に解説。
小さな子
どもから大人までたのしめます。掲載例：はじめの
構え、
ナバホどり、
ぱんぱんほうき、
１段ばしご、
２段
ばしご、
４段ばしご、
ちょうちょ、
富士山、
７つのダイ
ヤモンド、
のこぎり、
おもちつき、
一本指抜き、
両手抜
き、
どろぼう、
エレベーター、
など。

ひとりであやとり

978-4-8113-2241-4

みんなであやとり

978-4-8113-2242-1

このシリーズもおすすめ！
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つくって楽しい！かんたんスイーツ（全 3 巻）→ P24

はじめての編み物（全 4 巻）→ P24

揃本体 6,400 円／各本体 3,200 円

最
新
刊

小中 ▶ 中学
図工
技術
家庭科

全

はじめてでもかんたん！ エコなリメイク
寺西恵里子／作

4巻

B5 判

978-4-8113-1108-1

NDC594

各 48 ページ

揃本体 9,600 円／各本体 2,400 円

新聞紙、牛乳パックが
かわいく変身！！

最
新
刊

身近なものをリメイクしてみましょう！ 材料別に
４冊にまとめました。作り方は連続写真で紹介し
ているのでわかりやすい！ 作品は、新聞紙で作る
かごや広告チラシの封筒に紙のお花、
紙ビーズ、
牛
乳パックのイスや小物入れ、
ペットボトルのプラン
ターやスノードーム、
靴入れにモビール、
ジーンズの
かばんや端切れのハンガーなど多数。

① チラシ・雑誌

978-4-8113-2244-5

② 牛乳パック

978-4-8113-2245-2

③ ジーンズ・古着

978-4-8113-2246-9

④ ペットボトル

978-4-8113-2247-6

このシリーズもおすすめ！

小中 ▶ 中学
図工
技術
家庭科

全

7巻

はじめての編み物（全 4 巻）→ P24
コツがわかる！ 工作のきほん（全 4 巻）→ P25
はじめてのおさいほう（全４巻）→ P24
はじめてでもかんたん！楽しいねんど（全 4 巻）→ P25

女子力アップ！ スイーツ・手作りレッスン
宮沢うらら、寺西恵里子／著
B5 変型判

978-4-8113-1100-5

平田美咲／作

NDC596

平均 35 ページ

揃本体 9,300 円／本体 1,300 円★ 本体 1,400 円☆

女子力を磨くお菓子作り、
お裁縫、リメイクまで！
手作りやスイーツ好きの子どもたちに最適！ わかりやすい写真
で、かわいくておいしいお菓子がかんたんに作れるレシピブック
5冊。さらに、はじめておさいほうをする子でも作れるシュシュや
クッションなどを紹介した「おさいほうレッスン」、そのほかお菓子
の箱やパッケージをかわいい文房具にリメイクする「お菓子な文
房具」など、女子力にスポットをあてた楽しい７冊をあつめました。

最
新
刊

かんたん！おいしい！冷たいスイーツ 宮沢うらら／著
978-4-8113-8784-0 ★

ぷるるん♪とろーり ひんやりスイーツ 宮沢うらら／著
978-4-8113-8885-4 ★

かんたん！おいしい！チョコスイーツ 宮沢うらら／著
978-4-8113-8816-8 ★

女子力向上委員会♥ おさいほうレッスン 寺西恵里子／著
978-4-8113-2076-2 ☆

おいしい！スイーツ☆マジック 寺西恵里子／著
978-4-8113-8913-4 ★

女子力アップ↑おまじないスイーツ 宮沢うらら／著
978-4-8113-2097-7 ☆

たべたあとにもおたのしみ！？お菓子な文房具 平田美咲／作
978-4-8113-8821-2 ★

このシリーズもおすすめ！

からだにやさしい ヘルシースイーツ（全 4 巻）→ P24
はじめてでもかんたん！アイデア料理（全 4 巻）→ P24
はじめてのおさいほう（全 4 巻）→ P24
ミラクルかんたん！スイーツマジック（全 5 巻）→ P24
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小低 ▶ 小高
国語

全

3巻

学習漢字がすべて入った ! 漢字でおはなし
川北亮司／作

A5 判

978-4-8113-1109-8

NDC811

各 87 ページ

揃本体 4,800 円／本体各 1,600 円

楽しく読んで、
漢字が身につく新発想！

最
新
刊

児童文学作家・川北亮司が、小学校で習う1006 文
字すべての漢字を使って、
楽しい童話を作り上げま
した。
１冊につき２学年分、
６つのお話をフルカラー
の挿絵とともに収録。面白く読んでいるうちに、漢
字がしっかり身につくエデュテーメント作品です。
●２年生本文例：兄弟たちのわらい声、
山に毎日こ
だまして、
知らない人が、
聞いたなら、
百つ子いると
思うはず。

①１・２年生

978-4-8113-2269-8

朝

②３・４年生

978-4-8113-2270-4

③５・６年生

読

978-4-8113-2271-1

このシリーズもおすすめ！

小低 ▶ 中学
国語
特別活動

全

3巻

声に出そう はじめての漢詩（全 3 巻）→ P26
みんなでグルグル 回文あそび 1 〜 2 期（各全 3 巻）→ P26

10 秒チャレンジ
ながたみかこ／文
四六判

めざせ！ 漢字マスター

どいまき／絵

978-4-8113-1106-7

NDC811

各 80 ページ

きみにとけるかな？
新感覚の漢字パズル＆クイズ
漢字を使ったパズルやクイズで、
家族、
友だち、
先生
とみんなでわいわい楽しみながら学べるシリーズ。
部首や成り立ち、
四字熟語、
難読漢字などを、
知らず
知らずのうちに覚えることができます。
各問題に制
限時間を設けており、
ストップウォッチや時計など
を用意して、
「よーい、
どん」
でスタートすれば、
盛り
上がること間違いなし。
授業はもちろん、
いろいろな
イベントで使えます。

揃本体 4,500 円／本体各 1,500 円

最
新
刊

① 探してみよう！
978-4-8113-2262-9

朝

② 直してみよう！
978-4-8113-2263-6

③ 考えてみよう！

読

978-4-8113-2264-3

このシリーズもおすすめ！
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みんなでグルグル 回文あそび 1 〜 2 期（各全 3 巻）→ P26

小低 ▶ 小高
図鑑
理科
総合学習

全

2巻

調べてみよう 名前のひみつ 生きもの編
森上信夫、小林安雅／写真・文
AB 判

978-4-8113-1118-0

NDC480

各 64 ページ

揃本体 6,400 円／本体各 3,200 円

どうしてこの名前？
名前から知る命のふしぎ

最
新
刊

テントウムシの
「天道」って何？ 英語で
「スター
フィッシュ（星の魚）
」ってどんな生きもの？ 白を
バックにして撮影された美しい写真が並び、
生きも
のの名前の由来・語源が楽しくわかる、
大迫力のビ
ジュアル図鑑。生きものの生態に加え、
漢字表記や
英名、
由来にまつわる歴史・文化など、
理科・国語・英
語・社会のさまざまな分野から生きものを知ること
ができます。

昆虫図鑑

978-4-8113-2196-7

海の生きもの図鑑

978-4-8113-2197-4

このシリーズもおすすめ！

小中 ▶ 中学
国語
道徳

全

3巻

ふしぎな深海魚図鑑（全 3 巻）→ P28
柳田理科雄の 1 日 1 科学（全 4 巻）→ P7
ワンダーガーデン 生命の扉 5 つの楽園、80 種の生きもの→ P16

すぐに使える！ はじめての敬語
唐沢明／文

成瀬瞳／絵

A5 判 978-4-8113-1098-5 NDC810 各 80 ページ

揃本体 5,400 円／本体各 1,800 円

「教えてほしいんですけど」、
敬語では？
すぐに使える敬語表現を集めました。
「はじめまし
て」
「○○していただけますか？」
「ありがとうござい
ます」
「ご無沙汰しております」…これだけは覚えて
ほしい表現をクイズ形式で紹介。
尊敬語・謙譲語・丁
寧語・美化語についてもコラムで解説します。

最
新
刊

① おはようございます／失礼します ほか
978-4-8113-2200-1

② 行って来ます／どちら様ですか？ ほか
978-4-8113-2201-8

③ おじゃまします／おかけください ほか
978-4-8113-2202-5

このシリーズもおすすめ！

気持ちが伝わるコミュニケーション アサーション・トレーニング（全 3 巻）→ P21
NHK 伝える極意（全 4 巻）→ P21
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蒼き SAMURAI ２
あ お

小中 ▶ 高校
伝記
ノンフィクション

全

本郷陽二／編

5巻

四六判

978-4-8113-1099-2

NDC916

平均 150 ページ

揃本体 7,500 円／本体各 1,500 円

好評の SAMURAI シリーズの
第２弾！
！

最
新
刊

日本や世界で活躍するサッカー選手をとりあげ、
子
どもたちに夢と勇気をもたらす大好評のシリーズ
第２弾!! 今シリーズは、
長友佑都、
長谷部誠、
岡崎
慎司、
遠藤保仁、
武藤嘉紀の５人を収録。

世界の左サイドバック

長友佑都

978-4-8113-2206-3

熱きキャプテン

朝

長谷部誠

978-4-8113-2207-0

炎のゴールハンター

岡崎慎司

978-4-8113-2208-7

静かなる司令塔

遠藤保仁

ピッチの貴公子

武藤嘉紀

読

978-4-8113-2209-4
978-4-8113-2276-6

このシリーズもおすすめ！

メダルへの道 ニッポンのトップアスリート

小中 ▶ 高校
伝記
ノンフィクション

全

オリンピックのアスリートたち（全 4 巻）→ P23
蒼き SAMURAI（全 4 巻）→ P23
侍メジャーリーガー列伝（全 4 巻）→ P23
すごテク ! サッカー上達バイブル（全 3 巻）→ P23

4巻

本郷陽二／編

四六判

978-4-8113-1105-0

NDC916

平均 150 ページ

揃本体 6,000 円／本体各 1,500 円

めざせ、
オリンピック！
！
世界の頂点へ！
スポーツ選手は、
いつでも子どもたちのあこがれの
的です。
このシリーズで取り上げるのは、
テニス界か
ら錦織圭、
女子サッカーのなでしこジャパン、水泳
の萩野公介、
体操の白井健三です。
どのアスリート
も様々な壁にぶつかりながらも世界のトップに君
臨する努力を続けている若きアスリートたちです。
それぞれのアスリートたちの足跡と活躍を紹介し
ます。

世界の頂点へ

錦織圭

978-4-8113-2258-2

つないだ絆

朝

なでしこジャパン

978-4-8113-2259-9

日本の誇る天才スイマー
978-4-8113-2260-5

体操ニッポンの新星
978-4-8113-2261-2

萩野公介

読

白井健三

このシリーズもおすすめ！
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最
新
刊

オリンピックのアスリートたち（全 4 巻）→ P23
蒼き SAMURAI（全 4 巻）→ P23
侍メジャーリーガー列伝（全 4 巻）→ P23
運動能力アップのコツ（全 3 巻）→ P23

小中 ▶ 中学
国語
社会
理科

全

5巻

命かがやく未来のために
中澤晶子、光丘真理、北村雄一／作

くさばよしみ、今関信子／著

四六判

平均 148 ページ

978-4-8113-1121-0

NDC913

揃本体 6,800 円／本体 1,400 円★ 本体 1,200 円☆

ウルグアイ前大統領のメッセージ
など話題書を集めました！

最
新
刊

命の大切さを見つめ直す読み物のセット。
現代の子
らと原爆で亡くなった子どもたちをつなぐ物語
『３
＋６の夏』
。
日本・韓国・朝鮮の絆をつなぐ渡り鳥を描
いた
『国をつなぐ奇跡の鳥 クロツラヘラサギ』
。
世界
でもっとも貧しい大統領から日本の子どもたちへ
送るメッセージ
『世界でいちばん貧しい大統領から
きみへ』
など大きな話題になった書籍がもりだくさ
ん。

３＋６の夏

ひろしま、あの子はだあれ

978-4-8113-2204-9 ★

朝

ようこそ、ペンション・アニモーへ
978-4-8113-2250-6 ★

世界でいちばん貧しい大統領からきみへ

読

978-4-8113-2248-3 ☆

発見 !?

宇宙生物

978-4-8113-2243-8 ★

国をつなぐ奇跡の鳥 クロツラヘラサギ
日本・韓国・朝鮮の架け橋
978-4-8113-2265-0 ★

このシリーズもおすすめ！

小中 ▶ 高校
国語
社会

全

4巻

ジャーナリスト後藤健二ノンフィクションシリーズ（全 4 巻）→ P30
今考えよう、明日を生きる力（全 7 巻）→ P30

感動は海を越える

リンダ・ブラックモン・ロワリー、ビビ・デュモン・タック、カレン・ブルーメンタール ほか／著 インゲ・ドイチュクローン／作
四六判 978-4-8113-1122-7 NDC930 平均 240 ページ

揃本体 5,900 円／本体 1,600 円★ 本体 1,500 円▲ 本体 1,200 円☆

自分の力で困難を切り開こう！
次期大統領候補ナンバーワンといわれるヒラリー・
クリントン初の児童向け評伝、
盲目ながら障害者た
ちのためにナチス・ドイツとたたかい英雄となった
オットー・ヴァイト、戦争に行き世界一有名なクマ
になったヴォイテク、
投票権を求めてたたかった14
歳の少女のノンフィクションなど、
読むと勇気がわ
いてくる、
海外の作品を集めました。

セルマの行進 リンダ十四歳
978-4-8113-2210-0 ★

最
新
刊

―投票権を求めた戦い―

私を救ったオットー・ヴァイト ナチスとたたかった真実の記録
978-4-8113-2227-8 ☆

兵士になったクマ ヴォイテク

朝
読

978-4-8113-2205-6 ▲

ヒラリー・クリントン 本当の彼女
978-4-8113-2273-5 ★

このシリーズもおすすめ！

シリーズ このＴシャツは児童労働で作られました→ P30
今考えよう、明日を生きる力（全 7 巻）→ P30
ジャーナリスト後藤健二ノンフィクションシリーズ（全 4 巻）→ P30
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小高 ▶ 中学
国語
社会
歴史

全

ナチス・戦争に立ち向かう

インゲ・ドイチュクローン、
ケン・モチヅキ／作 ジェシカ・ディー・ハンフリーズ、
トム・クロージー・コール ほか

4巻

AB 変型判ほか

978-4-8113-1123-4

NDC933

平均 36 ページ 揃本体 6,600 円／本体 1,600 円★ 本体 1,800 円☆

不屈の精神をもって
立ち向かう人たちがいた

最
新
刊

2015 年12 月に映画化もした杉原千畝を息子の視
点からみた絵本や、
盲目でありながらナチスに立ち
向かったオットー・ヴァイトの生涯を伝える絵本。
子
ども兵士として戦った経験を世界各地で講演し続
けるミシェル、
ベルリンに壁があった時代に命がけ
で脱出をはかった家族の逃避行など、
困難に負けず
に立ち向かった人びとの姿を描いた絵本を集めま
した。

パパ・ヴァイト ナチスに立ち向かった盲目の人
978-4-8113-2226-1 ★

杉原千畝と命のビザ

978-4-8113-2180-6 ★

朝

自由への道

ぼくが５歳の子ども兵士だったとき－内戦のコンゴで－

読

978-4-8113-2211-7 ☆

壁

ベルリン ひきさかれた家族

978-4-8113-2212-4 ★

このシリーズもおすすめ！

小中 ▶ 中学
日本の文学

全

4巻

平和学習に役立つ 戦跡ガイド（全 3 巻）→ P29
シリーズ 戦争孤児（全 5 巻）→ P29

平和を考える 戦争遺物（全 5 巻）→ P29

シリーズ 沖縄の心
遊川和彦、真鍋和子、上條さなえ／作

四六判

978-4-8113-1080-0

NDC913

ひろはたえりこ／文

平均 147 ページ

揃本体 5,600 円／本体各 1,400 円

沖縄の人々の気持ちを
いつまでも忘れない！

最
新
刊

戦後 71年がたっても、
沖縄が経験してきた歴史は
決して消し去ることができないものです。
これまで
起こった様々な出来事を伝えるために物語形式に
したシリーズです。雄大で美しい島、
沖縄が抱える
悲しい問題や、
現在もなお続く悲劇や怒りを一緒に
考えるのに最適です。

改装版

さとうきび畑の唄

978-4-8113-8981-3

ひまわり

朝

沖縄は忘れない、あの日の空を

978-4-8113-8879-3

改装版

ぬちどぅたから―木の上でくらした二年間

読

978-4-8113-2203-2

ぼくのおじいちゃん、ぼくの沖縄
978-4-8113-2223-0

このシリーズもおすすめ！
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平和学習に役立つ 戦跡ガイド（全 3 巻）→ P29
シリーズ 戦争孤児（全 5 巻）→ P29

平和を考える 戦争遺物（全 5 巻）→ P29

小高 ▶ 高校
国語
社会
歴史

全

4巻

伝記絵本 世界を動かした人びと
アラン・セール、ラファエル・フリエル、フィリップ・メリュ、フランク・プレヴォ ほか
B4 変型判

978-4-8113-1076-3

NDC956

平均 48 ページ

揃本体 10,000 円／本体各 2,500 円

写真資料もついた
偉人たちの伝記絵本

最
新
刊

アパルトヘイトの撤廃に力を尽くしたマンデラ、
ユ
ダヤ人孤児を救う活動で知られるコルチャックら、
世界を変えた偉人たちを描く伝記絵本。
個性的な美
しい絵で読みやすくなっています。
フランスで出版
され、
好評を博している絵本の翻訳版です。巻末に
は豊富な写真を用いた資料がついて、
社会科の学習
にも役立ちます。

ネルソン・マンデラ 差別のない国をめざして
978-4-8113-2172-1

キング牧師とローザ・パークス
黒人の平等な権利を求めて
978-4-8113-2170-7

コルチャック先生 子どもの権利を求めて
978-4-8113-2171-4

ワンガリ・マータイ「もったいない」を世界へ
978-4-8113-2173-8

このシリーズもおすすめ！

幼児 ▶ 小中
絵本

全

2巻

ジャーナリスト後藤健二ノンフィクションシリーズ（全 4 巻）→ P30
世界でいちばん貧しい大統領のスピーチ→ P2

えほん ミニオンズ
レナウド・コリン／文
A4 変型判

978-4-8113-1125-8

NDC950

各 48 ページ

フランスで 30 万部突破！！
あのミニオンズの大人気絵本
今、
大人気の黄色いヤツら、
ミニオンズが登場！ 映
画
「怪盗グルー」
シリーズで主役のグル―よりも人
気になってしまったミニオンズが、
楽しいコミック
絵本になりました。ミニオンズの秘密基地に潜入
し、
イーブルミニオンとたたかう！？ ブラックユー
モアに富んだ彼らのコミカルなやりとりは、
大人で
も楽しめる内容です。

揃本体 2,400 円／本体各 1,200 円

最
新
刊

ミニオンズ バナナ バナナ バナナ！
978-4-8113-2277-3

ミニオンズ イーブルパニック
978-4-8113-2278-0

このシリーズもおすすめ！

トムとジェリーのトリックアートシリーズ（全 4 巻）→ P18
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小中 ▶ 中学
趣味
クラブ

全

5巻

迷宮招待！ 異世界への入り口
橘

伊津姫／著

四六変型判

978-4-8113-1112-8

NDC147

揃本体 6,500 円／本体各 1,200 円

各 150 ページ

異世界の迷宮は
あなたの近くにも存在する！！

最
新
刊

異次元に迷い込む恐怖、
別の世界に存在する日常、
伝説や言い伝え、
童謡に隠された怖い真実、
心霊写
真など、
さまざまな恐怖を紹介。
また、
各巻に収めら
れたショートストーリーも楽しめます。
わたしたち
が暮らす世界とは別の次元が存在する。
それはどの
ようなものなのか、
どういったところなのか、
現実と
隣り合わせにある異世界の恐怖とは。

超常現象・心霊写真
978-4-8113-2213-1

朝

パラレルワールド・異空間伝説
978-4-8113-2214-8

古代文明・UFO・ピラミッド

読

978-4-8113-2215-5

妖怪・妖精・不思議迷宮
978-4-8113-2216-2

死後の世界・地獄・天国
978-4-8113-2217-9

このシリーズもおすすめ！

小中 ▶ 中学

恐怖！！都市伝説 第１～５期（各全 4 巻）→ P17
不思議！！都市伝説（全 4 巻）→ P17
わたしは見た 怪奇！！都市伝説 第１～ 2 期（各全 4 巻）→ P17
日本全国妖怪スポット（全 4 巻）→ P17

小中 ▶ 一般

社会、福祉、総合・特別活動、読み物・絵本

ワンダーガーデン

えほん 障害者権利条約
ふじいかつのり／作

NDC329

クリスティヤーナ・S・ウィリアムズ／絵 ジェニー・ブルーム／文
32 ページ

「障害者差別解消法」が４月より施行！
2006 年、第 61回国連総会で
「障害者権利条約」が採択され、
2014 年日本で批准されました。
障害者権利条約の誕生からめ
ざす社会までを、
分かりやすく紹介します。

このシリーズもおすすめ！
子どものための点字事典→P31
子どものための手話事典→P31
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生命の扉
5つの楽園、80 種の生きもの

里 圭／絵

AB 変型判 978-4-8113-2186-8
本体 1,500 円

絵本、
理科、
環境

闇を照らす六つの星→P31

最
新
刊

A3 変型判 978-4-8113-2251-3
本体 2,800 円

NDC460

48 ページ

世界でいちばん美しい生きもの図鑑
ワンダーガーデンをめぐる旅に出たあなたを、
５つの楽園が
待っています。
自然がおりなす夢のような楽園で、
生きものたち
の本当の姿に出会うでしょう。
ロンドンで高い評価を得て、D
＆ADアワード、
最優秀賞 CLIO 賞なども受賞した画家による大
型生きもの絵本。

このシリーズもおすすめ！
調べてみよう 名前のひみつ 生きもの編（全 2 巻）→ P11

最
新
刊

恐怖‼

都市伝説

平川陽一／編 鈴木牧生／イラスト
平均154ページ

学習との関連—国語・特別活動

信じるか信じないかは
キミ次第！
子どもたちは「トイレの花 子さん」や
「口裂け女」などの都市伝説が大好き。
世の中には、謎めいたこと、科学で解
き明かせないものがたくさんあります。
それら16話前後の体験話を各巻に掲
載。平均10ページほどの短い話ばか
りなので、朝読に最適です。

第３期

全

4巻

ISBN978-4-8113-8312-5 NDC387
揃本体5,200円／各本体1,300円

❾不 気 味 す ぎ る 恐怖 !! 都市伝説  パート9
❿幽 霊 の た た り 恐怖 !! 都市伝説  パート10
⓫あ な た を 襲 う 恐怖 !! 都市伝説  パート11
⓬呪 い の 世 界 恐怖 !! 都市伝説  パート12

第１期

全

第４期

ISBN978-4-8113-8253-1 NDC387
揃本体5,200円／各本体1,300円

4巻

全

4巻

ISBN978-4-8113-8342-2 NDC387
揃本体5,200円／各本体1,300円

❶身 の 毛もよだ つ

恐怖 !! 都市伝説

⓭トイレに行けない

恐怖 !! 都市伝説  パート13

❷背 すじもこお る

恐怖 !! 都市伝説  パート2

⓮怪 奇 が い っ ぱ い

恐怖 !! 都市伝説  パート14

❸かくされ た 呪 い

恐怖 !! 都市伝説  パート3

⓯誰かが泣いている！ 恐怖 !!

都市伝説  パート15

❹あなたのとなりの 恐怖 !! 都市伝説  パート4

⓰震えがとまらない 恐怖 !!

都市伝説  パート16

第２期

第５期

全

ISBN978-4-8113-8278-4 NDC387
揃本体5,200円／各本体1,300円

4巻

全

4巻

ISBN978-4-8113-8375-0 NDC387
揃本体5,200円／各本体1,300円

❺読 む の が 怖 い 恐怖 !! 都市伝説  パート5

⓱霊 が 呼 ん で い る 恐怖 !! 都市伝説  パート17

❻あなたの知らない 恐怖 !! 都市伝説  パート6

⓲あな た のうしろに 恐怖 !! 都市伝説  パート18

❼夜 眠 れ な い 恐怖 !! 都市伝説  パート7

⓳話してはいけない

恐怖 !! 都市伝説  パート19

❽悲 鳴 が 聞こえる 恐怖 !! 都市伝説  パート8

⓴不 気 味 な 噂

恐怖 !! 都市伝説  パート20

わたしは見た

怪奇！
！都市伝説

平川陽一／編
学習との関連—国語・特別活動

不思議!!

平川陽一／編

子どもたちはいつでもこわ～い噂話が大好きです。
大好評の「都市伝説」シリーズをさらにバージョン
アップして新登場！
！えーっ、
まさかそんなことがとビッ
クリする話しばかりが勢揃い。さあ、信じるか信じ
ないかはキミしだいだ！
！

第一期

全

4巻

四六判 ISBN978-4-8113-1041-1 NDC387
揃本体 5,200円／各本体 1,300円 平均149ページ

第二期

全

4巻

四六判 ISBN978-4-8113-1068-8 NDC387
揃本体 5,200円／各本体 1,300円 平均149ページ

日本全国妖怪スポット
A5判 ISBN978-4-8113-8377-4 NDC387
揃本体6,400円／各本体1,600円 各160ページ

全

都市伝説

B6判 ISBN978-4-8113-1013-8 NDC 387
揃本体5,200円／各本体1,300円 平均154ページ

全

4巻

学習との関連—国語・特別活動

子どもたちは怖～い話、不思議な噂話が大好きです。
「おばけハウスの秘密」「バスルームの不気味な髪の毛」
「助けてくれたチロ」「若さを吸い取る手鏡」「アパート
の隣の謎の声」「なくしものを探している女の子」「携
帯電話から、
うめき声が！」など、どれも一話一話が短い
ので読書が苦手な子でもすぐ読めるので、
おすすめです。

❶ルビーの巻

❷サファイアの巻

❸エメラルドの巻

❹トパーズの巻

世界のモンスター図鑑
4巻

村上健司／編著

A5判上製 ISBN978-4-8113-1082-4 NDC726
揃本体6,400円／各本体1,600円 各64ページ

全

4巻

榎本事務所／編著
学習との関連―社会・国語

妖怪伝説や妖怪にまつわる不思議な由来を
持つ場所・モノを、風土や歴史、文化などの
面からビジュアルで紹介する読み物。著者
の現地取材により日本各地の妖怪伝承を現
代に浮かびあがらせます。

学習との関連―読書・特別活動

「モンスター」はいつの世も子どもたちの好奇心をくす
ぐります。神話やファンタジー、ゲームに出てくるモン
スターの来歴や特徴を解説します。美麗なイラストで
構成した、初めてのモンスター図鑑です。これさえ
読めば「モンスター博士」になれることうけあいです。

❶妖の巻

❸変の巻

❶幻獣と魔獣

❷人間と異種族

❷怪の巻

❹化の巻

❸ゾンビと悪魔たち

❹精霊と神々
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びっくり‼ トリックアート
竹内龍人・岩瀬のりひろ・村瀬尚子・中久木成一／編著
学習との関連—理科･美術

大好評のトリックアートシリーズ！
錯覚とパズルを解く楽しさが合体！
錯視の不思議を満喫できるシリーズです。さまざまな錯覚がページをめ
くるごとにあらわれます。錯覚を体験するだけでなく、謎を解く楽しさも
満載です。トリックアートでたのしく脳をだましましょう。

第１期

全

3巻

B5判 ISBN978-4-8113-8366-8 ＮＤＣ400
揃本体6,600円／各本体2,200円 各47ページ

竹内龍人／編著

学習との関連―理科･美術

❶えっ！ おなじ長さ？

ISBN978-4-8113-8725-3

❷あっ！ 色がかわった？

ISBN978-4-8113-8726-0

❸おっ！ 動いてる？

ISBN978-4-8113-8727-7

第２期

全

3巻

B5判 ISBN978-4-8113-8381-1 ＮＤＣ400
揃本体6,600円／各本体2,200円 各47ページ

岩瀬のりひろ・村瀬尚子／編著

学習との関連―理科･図工･美術

❹あれ？ 回ってる☆光ってる

ISBN978-4-8113-8810-6

❺おや？ かくれてる☆だましてる

ISBN978-4-8113-8811-3

❻さあ！ さがしてみよう☆つくってみよう

ISBN978-4-8113-8812-0

第３期

全

3巻

B5判 ISBN978-4-8113-1007-7 ＮＤＣ400
揃本体6,600円／各本体2,200円 各47ページ

中久木成一／編著

学習との関連―理科･美術

❼わーい！ みえた‼

ISBN978-4-8113-8891-5

❽ほらっ！ よめた‼

ISBN978-4-8113-8892-2

❾やった！ みつけた‼

ISBN978-4-8113-8893-9

錯覚体験‼ ３Ｄトリックアート

トムとジェリーのトリックアートシリーズ

A4判 ISBN978-4-8113-1049-7 NDC720
揃本体 6,900円／各本体 2,300円 各36ページ

A4判上製 ISBN978-4-8113-1069-5 NDC720
揃本体6,000円／各本体1,500円 各31ページ

全

3巻

全

4巻

おまけたらふく舎／竹内龍人ほか／編著
学習との関連―総合学習・図画工作･理科

アニメキャラクター「トムとジェリー」が、
不思議な錯
覚の世界に迷い込んで大あばれ! 止まっているの
に動いたり、目が回りそうな部屋、どこまで追いか
けても追いつかない通路、なぜかジェリーがトムより
大きく見える…など、
楽しいトリックアートが満載です。

●たのしいトリックアートワールド ●ふしぎなトリックアートツアーズ
●びっくりトリックアートミュージアム ●なぞ解きトリックアートパズル

ふしぎ迷宮 トリックアートシリーズ
A5判上製 ISBN978-4-8113-1086-2 NDC720
揃本体7,500円／各本体1,500円 各63ページ

全

5巻

おまけたらふく舎／竹内龍人ほか／編 学習との関連―総合学習・図画工作･理科
永井秀幸／編著

学習との関連—図工・美術

平面でありながら、見る方向や角度によって立体に見える３Ｄアート。錯
覚・錯視を利用した不思議な３Ｄアートが体験できます。正面から見ると
曲がったりバランスが崩れた絵が、見る角度を変えていくと不思議なこと
に立体（３Ｄ）に見えてきます。
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さまざまな錯覚をテーマで分類しました。いつでもたのし
めるポケットサイズ。形、色彩、運動、だまし絵、陰影
などの効果作品やパズルやなぞ解きなど、いろいろなた
のしみ方ができるシリーズです。不思議な錯覚の世界が
満載。効果や仕組みもわかります。

❶立てたらびっくり！
！

ISBN978-4-8113-2037-3

●ようこそトリックアートハウスへ ●あそぼうトリックアートランド

❷開いてびっくり！
！

ISBN978-4-8113-2038-0

●めざせ!トリックアート★マスター ●チャレンジ トリックアート

❸飛び出てびっくり！
！

ISBN978-4-8113-2039-7

アドベンチャー ●決定版 !トリックアートベストセレクション

はたらくロボット

密着！動物たちの24時間

B5判 ISBN978-4-8113-8384-2 NDC548
揃本体6,900円／各本体2,300円 各32ページ

全

3巻

A4変型判 ISBN978-4-8113-1074-9 NDC480
揃本体16,800円／各本体2,800円 各48ページ

全

6巻

富山健／監修 学習との関連―総合［情報・コンピュータ］
最先端を誇る日本のロボット技術。国内で活躍するロ
ボットを写真で紹介するシリーズ。ヒューマノイドの
「ASIMO」や福島原発で活躍中の「Quince」、小惑
星探査機「はやぶさ」、
お掃除ロボットの｢ルンバ」など
が登場。巻末でロボット制作の初歩も紹介。

❶考えるロボット

ISBN978-4-8113-8834-2

❷助けるロボット

ISBN978-4-8113-8835-9

❸楽しませるロボット

ISBN978-4-8113-8836-6

自由研究・
表とグラフを使おう！プレゼンにチャレンジ
AB判 ISBN978-4-8113-1073-2 NDC350
揃本体7,200円／各本体2,400円 各48ページ

全

3巻

渡辺美智子（慶應義塾大学大学院教授）／監修
学習との関連―総合学習・社会・算数

もしも表とグラフがなかったら、新聞はどんなにわかりにくいでしょ
う？ 基本の集計表、棒グラフ、折れ線グラフ、円グラフなど、
表とグラフの種類と役割、つくりかたを紹介しながら、自由研究
やプレゼンにどのように役立てられるか、具体的に学びます。表
計算ソフトを使って基本的な表とグラフを作る方法も紹介。

小宮輝之（恩賜上野動物園前園長）／日本語版監修

学習との関連—理科・生物

動物たちは、みな生きるために必死になってさまざまな工夫をしています。
「砂漠」や「熱帯雨林」など、巻ごとにひとつの場所をテーマに、それ
ぞれの場所でくらす動物たちの24時間を写真で追います。

❶やってみよう 自由研究・プレゼン ❷もしも表とグラフがな

●サバンナの水場編

●サハラ砂漠編

かったら?

●アンデス山脈編

●熱帯雨林編

❸いろいろな表とグラフの読みかた

実験しよう！からだのなぞ
A4変型判 ISBN978-4-8113-1046-6 NDC490
揃本体 6,600円／各本体 2,200円 各35ページ

坂井建雄（順天堂大学教授）
／監修

全

3巻

学習との関連―理科・保健・体育

の

うで

ISBN978-4-8113-2043-4

❷てのひらに穴が！？

ISBN978-4-8113-2044-1

❸熱いと冷たいがわからない！？

ISBN978-4-8113-2045-8

あな

NHK

大科学実験

   ●サンゴ礁編

Ｂ5判 ISBN978-4-8113-1051-0 NDC450
揃本体 6,900円／各本体 2,300円 各48ページ

目代邦康／編著

全

3巻

学習との関連—国語・特別活動

身近にある地層にはどのようなものがあるのか。ど
ういった場所で見ることができるのか。観察学習の
ガイドとして最適です。地層の1番表面が地形であ
り、地形から地層も解読できるという観点から、地
層と地形を関連付けて解説していきます。また、さ
まざまな地層がどのようにつくられるのかを実験する
方法も紹介します。

❶観察しよう ❷実験しよう ❸歴史をしらべよう

カビのふしぎ

A4変型判 ISBN978-4-8113-8396-5 NDC420
揃本体11,500円／各本体2,300円 平均50ページ

NHKエデュケーショナル／編

●北極編

地層ってなんだろう

足が上がらない？指と指のあいだになぞの物体が？
腕の曲がるところがわからない？からだがフワッと
宙に浮く
？脈が止まった？試してびっくりなからだを
使った実験がいっぱい。
どうしてそうなるのかも図
で解説します。
マジックにアレンジしても楽しめます。

❶伸びちぢみする腕！？

渋谷弘子／訳

全

5巻

学習との関連―理科・実験

AB判 ISBN978-4-8113-1008-4 NDC465
揃本体6,600円／各本体3,300円 各60ページ

伊沢尚子／著

たくさんの人で自転車をこぎ、
発電してメリーゴーラウン
ドを動かしたり、レモンジュース電池で車を動かしたり、
電磁石を使って忍者となり壁をのぼったり…スケールの
大きい実験番組が写真絵本になりました（番組は厚生
労働省社会保障審議会推薦）。

全

2巻

細矢 剛／監修・写真 学習との関連―理科・実験・生物
カビなんて汚い？
！ でも、カビがいないと地球は大
変！
！ パンやミカンにカビを生やす簡単な実験から
研究者も行う寒天を培地にした実験など、カビのふ
しぎが盛りだくさん！
日本の国菌でもある麹カビやカツ
オブシカビなど、さまざまなカビを調べることで、身
近な所にある目には見えないふしぎを見つめます。

❶『人力発電メリーゴーラウンド』ほか
❷『音の速さを見てみよう』ほか ❸『手作り電池カー』ほか

●実験しよう

ISBN978-4-8113-8889-2

❹『コップは力持ち』ほか ❺『忍者になろう』ほか

●調べよう

ISBN978-4-8113-8890-8
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気をつけよう!

ＳＮＳ

気をつけよう!

B5判 ISBN978-4-8113-1053-4 NDC361
揃本体 6,900円／各本体 2,300円 各32ページ

全

3巻

スマートフォン

B5判 ISBN978-4-8113-1087-9 NDC361
揃本体6,900円／各本体2,300円 各32ページ

全

3巻

小寺信良
（インターネットユーザー協会代表理事）／著
学習との関連—情報・道徳

私たちの生活からすでに切り離せなくなっているLINEなどの
SNS。本シリーズはイラストや図表を交えながらSNSやソー
シャルゲームは「なぜ危険なのか？」
「どのようにつき合えばよ
いのか」
を紹介。実例マンガやQ＆Aもついて実用的です。

❶ SNS ってなんだろう？
❷ソーシャルゲームってどんなもの？
❸依存しないために

ISBN978-4-8113-2046-5
ISBN978-4-8113-2047-2
ISBN978-4-8113-2048-9

気をつけよう！ 情報モラル
B5判 ISBN978-4-8113-1020-6 NDC007
揃本体6,600円／各本体2,200円 各32ページ

永坂武城／監修

全

3巻

学習との関連―情報・道徳

※中学国語教科書
（光村３年）で紹介

友だち限定のＳＮＳに悪口を書き込んだら…、
インターネットに載っ
ている情報を丸うつしして提出したら…、知らないうちに危険に
巻き込まれたり、法律違反をしてしまったりすることも。情報モラ
ルにかかわるトラブルを、具体的な例で紹介するシリーズです。

❶ゲーム・あそび編

ISBN978-4-8113-8932-5

❷メール・SNS 編

ISBN978-4-8113-8933-2

❸著作権・肖像権編

ISBN978-4-8113-8934-9

小寺信良（インターネットユーザー協会代表理事）／著
学習との関連—情報・道徳

スマートフォン利用に関する問題を子どもに紹介するシリーズ。危険なア
プリの見分け方、IDとパスワードの正しい使い方、SNSで炎上しないた
めの心がけなど、スマートフォンの安全な利用方法や依存にならないた
めのコツも図表を用いて解説。

❶スマートフォンとインターネット
❷ SNSとメッセージ
❸つながり依存

ISBN978-4-8113-2104-2
ISBN978-4-8113-2105-9

気をつけよう！ 消費者トラブル

あぶない！ 熱中症・食中毒

B5判 ISBN978-4-8113-8398-9 NDC365
揃本体6,000円／各本体2,000円 各48ページ

B5判 ISBN978-4-8113-1047-3 NDC490
揃本体 7,000円／各本体 3,500円 各63ページ

全

3巻

秋山浩子／文 納田繁／イラスト 学習との関連―情報・道徳
無料のはずの音楽をダウンロードしたら、高額の請求
が…、ネットで服を注文し代金も支払ったのに品物が
届かない…、モデルにスカウトされて契約したら、レッ
スン料を請求された…など、中高生に多いトラブルの
例をとりあげ解説します。

❶ケータイ編
❷買い物編
❸契約編

全

2巻

学習との関連—保健・体育

毎年暑い時期になると起こりやすい、食中毒と熱
中症。油断していると、命にかかわることもありま
す。身を守るには、正しい知識を持つことが大切。
起こるしくみと気をつけたいポイントを、マンガやイ
ラストも用いてやさしく解説します。

ISBN978-4-8113-8831-1
ISBN978-4-8113-8832-8

●熱中症 田中英登（横浜国立大学教授）／監修

ISBN978-4-8113-2062-5

ISBN978-4-8113-8833-5

●食中毒 伊藤武（東京顕微鏡院理事）／監修

ISBN978-4-8113-2063-2

知っておこう！ くすりの使いかた

栄養素のはたらき バランスよく食べて
元気になる!

AB判 ISBN978-4-8113-1021-3 NDC499
揃本体6,900円／各本体2,300円 各36ページ

AB判 ISBN978-4-8113-1071-8 NDC596
揃本体7,200円／各本体2,400円 各36ページ

全

3巻

加藤哲太
（東京薬科大学）
／監修 学習との関連―保健体育
中学３年生の保健体育で「医薬品の利用」に関する授業が
行われるように。ジュースでのんだり、のみ忘れた次の回に２
倍の量をのんだり、おとなでもまちがった使いかたをしがちで
す。正しい使いかたやくすりの効くしくみを学びます。医師・
薬剤師の仕事や、お薬手帳の利用のしかたもくわしく解説。

❶用法・用量を守って
❷効くしくみ
❸わたしたちの健康とくすり
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ISBN978-4-8113-2103-5

ISBN978-4-8113-8960-8
ISBN978-4-8113-8961-5
ISBN978-4-8113-8962-2

石井幸江（昭和女子大学管理栄養学科教授）／監修

全

3巻

秋山浩子／編

学習との関連―家庭科・総合学習・食育

栄養素ってなんだろう? 栄養素はどんな働きをしている? 五大
栄養素の働きを中心に紹介し、健康に成長するための「食」の
重要性を伝えます。過剰摂取や自己流ダイエットで健康を損な
う例もあげて、バランスよく摂取することの大切さを説明します。

❶お肉を食べると太る? 〔たんぱく質・無機質〕 ISBN978-4-8113-2145-5
❷ご飯を食べて成績アップ?〔炭水化物・脂質〕 ISBN978-4-8113-2146-2
❸野菜を食べればキレイになる?〔ビタミン〕 ISBN978-4-8113-2147-9

マジック

日本全国鉄道めいろ ～地図を
おぼえよう！〜

かんたん！めちゃウケ

B4変型判 ISBN978-4-8113-8348-4 NDC 686
揃本体 5,400円／各本体 1,800円 各32ページ

B6判 ISBN978-4-8113-1038-1 NDC798
揃本体 5,200円／各本体 1,300円 各128ページ

恵知仁／作

全

3巻

学習との関連―社会・地理

土門トキオ／編著

地理学習に役立つ全国の鉄道路線図を使った
迷路あそび。名所や名物、県庁所在地などの地
名に関する指令（例:「皇居と日光東照宮に寄り
つつ成田空港からゴールの『つる』が名前につく
駅まで行こう」）のもと、全国の鉄道路線をたどっ
ていきます。

全

4巻

学習との関連—趣味・クラブ

教室や室内など、
どこでも手軽にできて、大ウケするこ
と間違いなし。身のまわりの道具を使ってできる超簡単
なインスタントマジックから、トランプ・カードを使ったちょっ
と本格っぽいマジックなど、楽しさ満載のシリーズです。

●かんたん！めちゃウケマジック
●かんたん！めちゃウケマジック②
●かんたん！めちゃウケマジック③

❶名所めぐり編

❷名物めぐり編

イラストで学べる

政治のしくみ

Ｂ5判 ISBN978-4-8113-1026-8 NDC310
揃本体6,900円／各本体2,300円 各48ページ

大野一夫／編著

●かんたん！めちゃウケマジック④

❸日本一周編

全

3巻

楽しい

A5判 ISBN978-4-8113-8367-5 NDC 790
揃本体 4,800円／各本体 1,600円 各80ページ

❸日本の政治と国際社会
気持ちが伝わる
コミュニケーション

アサーション・トレーニング

B5判 ISBN978-4-8113-1050-3 NDC376
揃本体 6,900円／各本体 2,300円 各48ページ

全

3巻

鈴木教夫・野末武義／編著 平木典子／監修 学習との関連—道徳・その他

3巻

学習との関連―特別活動

修学旅行や社会科見学、遠足などで使えるシリーズ。
バスの中や宿泊先の室内などでできる楽しいあそびや
ゲームを収載。道交法をふまえて、従来よりも安全性
を考慮した、
シートベルトを着用したままで楽しめるゲー
ムが満載です。

国会、
選挙、
法案、
官僚、
政党政治とは？ 国会運
営ってなに？ 裁判制度や地方自治など、政治の
しくみやシステムがわたしたちの日常生活や国際
社会にどのようにかかわっているのか？ 政治全
般をＱ＆Ａでわかりやすく解説！

❷国会・内閣・裁判所・地方自治

全

神代洋一／編著

学習との関連―社会・公民

❶わたしたちのくらしと政治

バスレク アイデアガイド

❶オオカミがきたぞ ほか
❷ハラハラどきどきリレー ほか
❸恐怖の30 ほか

NHK

ISBN978-4-8113-8778-9
ISBN978-4-8113-8779-6
ISBN978-4-8113-8780-2

伝える極意 達人に学ぶ
コミュニケーション

B5判 ISBN978-4-8113-8322-4 NDC375
揃本体8,000円／各本体2,000円 各48ページ

NHK「伝える極意」制作班／編

全

4巻

学習との関連―国語・総合

自分のことを考えて相手のことも思いやる自己表現。自
分の感情をコントロールしながら、適切な表現方法がで
きることで、誠実で対等、良好な関係をつくりだすこと
ができます。アサーティブな自己表現がコミュニケーショ
ン力を育てます。日本の先駆者平木典子先生監修。

隂山英男、あさのあつこ、池上彰、大林宣彦
ら豪華出演陣が子どもたちのために、極意を伝
授します。NHK学校放送で人気の番組の書籍
化。

❶書く極意

ISBN978-4-8113-8613-3

❶学校編
❷友だち編
❸家庭編

ISBN978-4-8113-2040-3

❷話す極意

ISBN978-4-8113-8614-0

ISBN978-4-8113-2041-0

❸発表の極意

ISBN978-4-8113-8615-7

ISBN978-4-8113-2042-7

❹表現の極意

ISBN978-4-8113-8616-4

気をつけよう! 子どもの肥満・ダイエット

子どものための

B5判上製 ISBN978-4-8113-1089-3 NDC490
揃本体6,900円／各本体2,300円 各32ページ

B5判 ISBN978-4-8113-1011-4 NDC369
揃本体6,600円／各本体2,200円 各47ページ

全

片山隆司／監修

3巻

佐藤美由紀／著

学習との関連―保健体育・家庭科・総合学習

近年、
教育現場で取りざたされている子どもの肥満。本
書では肥満とダイエットの正しい知識を図表を交えながら
イラストと文章で解説します。肥満のメカニズムや肥満と
病気の関係、安全なダイエット方法なども紹介します。

❶キミは本当に太っているの？
❷深刻化している子どもの肥満
❸ダイエットは危険がいっぱい！

ISBN978-4-8113-2106-6
ISBN978-4-8113-2107-3
ISBN978-4-8113-2108-0

防災訓練ガイド
全

3巻

松尾知純／著 学習との関連―社会・防災教育・特別活動
１巻では町、学校、家に分けて作る防災マップなどの図
上訓練、２巻ではバケツリレーなどの消防訓練や子ども
でもできる救助の方法、３巻では宿泊訓練を含む防災
キャンプなど、具体的に「防災教育」を行うための、日々
の訓練を紹介します。毎日の備えに、意識を高めます。

❶防災マップ・カルテ作り－身近な危険をチェック！
❷避難と行動－その時、命を守りきる！
❸防災キャンプ－みんなで体験！

ISBN978-4-8113-8970-7
ISBN978-4-8113-8971-4
ISBN978-4-8113-8972-1
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みんなを幸せにする 新しい福祉技術

写真でわかる

AB判 ISBN978-4-8113-1075-6 NDC369
揃本体7,200円／各本体2,400円 各35ページジ

B5判 ISBN978-4-8113-8385-9 NDC680
揃本体6,900円／各本体2,300円 各40ページ

全

3巻

日本の物流

物流博物館／協力

全

3巻

学習との関連―社会

日本の物流のしくみを写真でわかりやすく紹介す
るシリーズ。東日本大震災でも話題になったその
高い技術力を、ヴィジュアルで丁寧に解説。物
流センターを介した衣料品物流、コンビニでの食
料品物流、交通網を駆使して全国展開する宅
配便配送を紹介。

❶衣料品が届くまで  ❷食料品が届くまで
❸宅配便が届くまで

よくわかる地図記号
B5判 ISBN978-4-8113-1027-5 NDC290
揃本体6,900円／各本体2,300円 各48ページ

孫奈美／編著

学習との関連―福祉・社会・総合学習

重い物や人が楽々持ち上がるロボットスーツ、
声を出すことのできない人
たちの思いを伝える意思伝達装置、
目の不自由な人の暮らしを助けるメ
ガネ型コンピューター、家族と一緒に食事を楽しめる食事支援ロボットな
どなど、お年よりや障がいのある人の心に寄り添い役立つように考えら
れた福祉の最先端技術を取材し、写真で紹介します。

3巻

学習との関連―社会・地理

地図記号やその由来を写真とともに紹介。また、地図記号
を用いて、絵地図から平面地図に移行する方法など、地
図記号と地図のきまりが身につき、授業にも役立ちます。楽
しく、ためになるクイズやコラムも…。小学校３年生からはじ
まる地図学習、地図記号の種類をしらべる基礎から地図を
作成する応用へと３巻をとおして学習できるシリーズです。

❶手話を通訳するタブレット

ISBN978-4-8113-2131-8

❷自分の足で行きたい所に行ける車いす

ISBN978-4-8113-2132-5

❶種類をしらべよう ❷きまりを知ろう

❸食べる喜びを届けるソフト介護食

ISBN978-4-8113-2133-2

❸地図をつくろう

未来をつくる これからの

エコ企業

B5判 ISBN978-4-8113-1042-8 NDC600
揃本体 9,200円／各本体 2,300円 各47ページ

孫奈美／編著

全

4巻

学習との関連—社会科・環境問題

エコな会社で働きたい！ 海洋温度差発電、自転車一体型浄
水器、ミドリムシを燃料や食料として生かす技術、食用油のリ
サイクル……環境に配慮した技術を開発する「エコ企業」の
仕事を知ろう！ 社員インタビューで、働く人のようすもわかります。

低学年からの

スポーツ・ルール

A5判上製 ISBN978-4-8113-1085-5 NDC780
揃本体8,000円／各本体2,000円 各83ページ

全

4巻

全日本子どもスポーツ連盟／編著 学習との関連—体育・特別活動･クラブ活動
スポーツにはルール（競技規則）があります。低学年でも
ルールは同じです。複雑で難しい面もあるルールをわかり
やすく解説します。また、
ウォーミングアップや練習にも役立
つミニゲームなどのメニュープランを競技ごとに紹介します。

❶再資源化率97％のリサイクル工場

ISBN978-4-8113-2028-1

❶野球・ドッジボール・バレーボール

ISBN978-4-8113-2127-1

❷新エネルギーに挑戦！海洋温度差発電

ISBN978-4-8113-2029-8

❷サッカー・バスケットボール・ラグビー

ISBN978-4-8113-2128-8

❸安全な水を届ける自転車一体型浄水器

ISBN978-4-8113-2030-4

❸テニス・バドミントン・卓球

ISBN978-4-8113-2129-5

❹食料にも燃料にも！
？ミドリムシで世界を救う

ISBN978-4-8113-2031-1

❹柔道・剣道・相撲・空手

ISBN978-4-8113-2130-1

あのヒット商品はこうして生まれた！
AB判 ISBN978-4-8113-1048-0 NDC600
揃本体 6,900円／各本体 2,300円 各35ページ

エスプレ／編著

全

3巻

学習との関連—社会科・特別活動

JINSPC、キャンパスジュニアペンシル、ルンバ、ブ
ラックサンダー、ご当地ランチパック、どうぶつしょうぎ
…みんながいつも便利に使っている、
おいしくて大好
きな、あのヒット商品。楽しいアイデア、べんりなアイ
デアの生まれたひみつをビジュアルで紹介します。
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山岡光治／編著

全

❶ルンバ・Suica ほか

ISBN978-4-8113-2064-9

❷ガリガリ君・プレミアムロールケーキほか

ISBN978-4-8113-2065-6

❸ヒートテック・瞬足ほか

ISBN978-4-8113-2066-3

身近なものの 進化図鑑
AB判 ISBN978-4-8113-1015-2 NDC383
揃本体6,900円／各本体2,300円 各40ページ

スタジオダンク／作

全

3巻

学習との関連―社会一般

高柳健次郎がブラウン管に映し出した「イ」の文字か
らはじまったテレビが、白黒、カラー、液晶、そして飛
び出す3Ｄテレビへと進化したように、私たちの身近な
「もの」が現在の姿になるまでの進化の過程を、写真
で紹介します。
「三種の神器」など、進化の過程の
キーワードとなる昔のくらしについての話題も紹介。どん
な過程で私たちの生活が便利になったかがわかります。

❶電化製品

❷乗り物 ❸食料品

オリンピックのアスリートたち
四六判 ISBN978-4-8113-1025-1 NDC916
揃本体6,000円／各本体1,500円 平均150ページ

全

4巻

侍メジャーリーガー列伝
さむらい

四六判 ISBN978-4-8113-1081-7 NDC916
揃本体6,000円／各本体1,500円 平均140ページ

本郷陽二／編
本郷陽二／編

学習との関連―国語・体育

2016年はブラジル・リオオリンピック、そして2020年にはいよいよ東京オリ
ンピックがやってきます。ここで紹介する４選手――長らく
「なでしこジャ
パン」をけん引した澤穂希選手、「SAMURAIジャパン」の守備の要・
吉田麻也選手、全米オープン2014準優勝の錦織圭選手、体操日本の
エース内村航平選手――も新たなステージに向かいます。彼らの生い
立ちから現在までを紹介します。

●内村航平

●吉田麻也

●澤

穂希

●錦織

圭

運動能力アップのコツ
A4変型判 ISBN978-4-8113-1054-1 NDC780
揃本体 6,000円／各本体 2,000円 各32ページ

近藤隆夫／著

全

4巻

学習との関連—読書・体育・クラブ活動

今、少なくない日本の野球選手がアメリカのメジャーリーグで活躍してい
ます。中でも2001年に海を渡ったイチロー選手はじめ、田中将大選手、
ダルビッシュ有選手、岩隅久志選手の少年時代の逸話など、今にいた
るまでの努力と成長の日々を綴ります。

●田中将大

ISBN978-4-8113-2148-6

●ダルビッシュ有

ISBN978-4-8113-2149-3

●イチロー

ISBN978-4-8113-2150-9

●岩隈久志

ISBN978-4-8113-2151-6

蒼きSAMURAI
あ お

全

3巻

四六判 ISBN978-4-8113-1034-3 NDC916
揃本体 6,000円／各本体 1,500円 平均145ページ

全

4巻

学習との関連—保健・体育

ボールがうまく投げられない、速く走れない、遠くへと
べない……こんな悩みを持つ子どももちょっとしたヒント
を得るだけで劇的に上達します。簡単なコツやトレー
ニングを紹介することで体育の授業やクラブで行う運
動や競技がレベルアップ！
！運動会直前でも使えます！
！

❶遠くへ投げる・上手に受ける
❷速く走る・長く走る
❸高く跳ぶ・遠くへジャンプ

すごテク!

サッカー上達バイブル

A4変型判 ISBN978-4-8113-1083-1 NDC783
揃本体6,000円／各本体2,000円 各32ページ

全

3巻

酒井良（FC町田ゼルビア フットボールスクール）／監修
学習との関連—体育・特別活動・クラブ活動

育成に定評があるFC町田ゼルビアフットボールスクール監修
の小学生向けサッカー技術本です。「止める」「蹴る」と
いったサッカーの基礎中の基礎から、シュート・ドリブルの技
術、試合での戦術判断のコツまでを徹底的にマスターします。

❶初級編 「止める」と「蹴る」

ISBN978-4-8113-2156-1

❷中級編 「ドリブル」
「シュート」
「ディフェンス」

ISBN978-4-8113-2157-8

❸上級編

ISBN978-4-8113-2158-5

試合ですぐ使える戦術と技術

本郷陽二／編

学習との関連—国語・体育

2014年ブラジル大会では残念な結果になってしまいましたが、
すでにサッ
カー日本代表の「蒼きSAMURAI」たちは、次のワールドカップを目指し
た挑戦をスタートさせています。次の大会でも柱となるであろう４選手の
生い立ちから現在までを紹介する伝記的物語です。図書館での超人
気シリーズとなっています。

●本田圭佑

●香川真司

●川島永嗣

●内田篤人
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ミラクルかんたん! スイーツマジック

つくって
楽しい！

B5判 ISBN978-4-8113-1067-1 NDC596
揃本体12,000円／各本体2,400円 各48ページ

AB判 ISBN978-4-8113-8326-2 NDC596
揃本体6,600円／各本体2,200円 各48ページ

全

5巻

かんたんスイーツ
宮沢うらら／著

全

3巻

学習との関連―家庭科・クラブ活動

48種の美味しくてかわいいスイーツのレシピを紹介。
写真を多数掲載しているので、手順や生地などの
状態がわかりやすく、調理の所要時間・賞味期限・
ラッピング法も記載。生キャラメル・ギモーブ・グミ・
マカロンなど、今、大人気のスイーツがたくさん！

●ひんやりおいしい 冷たいスイーツ

ISBN978-4-8113-8629-4

●贈ってうれしい チョコレートスイーツ

ISBN978-4-8113-8630-0

●くふうが楽しい いろいろ焼き菓子

ISBN978-4-8113-8631-7

つくって
楽しい！
寺西恵里子／作

学習との関連―家庭科・クラブ活動

世界のスイーツ

AB判 ISBN978-4-8113-1035-0 NDC596
揃本体 9,200円／各本体 2,300円 各48ページ

「驚き」をテーマにしたスイーツのレシピを集めたシリーズ。フルーツがアメ
になったり、マシュマロがムースになったり、ラムネでサイダーがふん水に
なったり、びっくりしてとっても楽しいレシピです。はじめてお菓子作りに
チャレンジする子も、ふつうのレシピにあきてしまった子にもおすすめです。

宮沢うらら／著

4巻

学習との関連—家庭科・クラブ活動

イギリスのサマープティング、フランスのブランマンジェ、スイ
スのメレンゲ菓子、エジプトのオム・アリ、アメリカのバナナス
ピリットなど、アジア、ヨーロッパ、北米・南米、アフリカなど
のかんたんに作れておいしいスイーツのレシピを紹介します。

❶ハル

ISBN978-4-8113-2118-9

❷ナツ

ISBN978-4-8113-2119-6

❶アジアのスイーツ

ISBN978-4-8113-8992-9

❸アキ

ISBN978-4-8113-2120-2

❷北・南ヨーロッパのスイーツ

ISBN978-4-8113-8993-6

❹フユ

ISBN978-4-8113-2121-9

❸西ヨーロッパ・アフリカのスイーツ

ISBN978-4-8113-8994-3

❺パーティ

ISBN978-4-8113-2122-6

❹北・南アメリカのスイーツ

ISBN978-4-8113-8995-0

はじめての おさいほう
AB判 ISBN978-4-8113-8378-1 NDC594
揃定 9,200円／各本体2,300円 各32ページ

寺西恵里子／作

からだに
やさしい
全

4巻

学習との関連―家庭科・クラブ活動

玉止めや本返し縫い、ボタンやゼッケンつけ…意外と基本こ
そ知らないものです。初心者でも手順を細かく写真で説明し
ているので安心です。防災ずきん、コースター、エプロンな
ど身近な作品作りを通して基礎を学びます。本文に型紙付き。

ヘルシースイーツ

AB判 ISBN978-4-8113-8376-7 NDC596
揃本体9,200円／各本体2,300円 各48ページ

宮沢うらら／著

全

4巻

学習との関連―家庭科・クラブ活動

卵・牛乳を使わないビスケット、プリン。小麦粉を使わない
クレープやクッキー。わらびもち、焼きドーナッツなどの低カ
ロリースイーツ。旬の野菜やくだもののスイーツ。おいしく
て、かんたんで、ヘルシーなスイーツのレシピを紹介します。

❶まっすぐぬう

ISBN978-4-8113-8799-4

●卵・牛乳を使わないスイーツ

ISBN978-4-8113-8795-6

❷いろいろなぬい方

ISBN978-4-8113-8800-7

●小麦粉を使わないスイーツ

ISBN978-4-8113-8796-3

❸ボタンやスナップ、ホックをつける

ISBN978-4-8113-8801-4

●ローカロリースイーツ

ISBN978-4-8113-8797-0

❹ミシンでぬう

ISBN978-4-8113-8802-1

●くだもの・野菜のスイーツ

ISBN978-4-8113-8798-7

はじめての編み物

はじめてでも
かんたん！

B5変型判 ISBN978-4-8113-1009-1 NDC594
揃本体4,800円／各本体1,200円 各36ページ

B5判 ISBN978-4-8113-8346-0 NDC 590
揃本体 9,200円／各本体 2,300円 各48ページ

寺西恵里子／デザイン

全

4巻

学習との関連―技術家庭・クラブ活動

ボンボンマフラー、三つ編みマフラー、シュ
シュ、帽子、耳当て、魔法のタワシ…編
み物をはじめませんか。手作りの作品に
は、その人だけの思いを込めた温かみが
あります。編み方別に４冊に分けて、それ
ぞれをわかりやすく写真で紹介しています。

アイデア料理
寺西恵里子／作

●ゆびあみ ●棒針編み ●かぎ針編み ●道具を使って

全

4巻

学習との関連―家庭科・クラブ活動

おにぎりからディナーまで、作り方は全て写真で紹介
しているので初心者でもOK！ ご飯の炊き方から、
み
そ汁の具の種類まで丁寧に紹介。オムライス等の
お手軽ランチや炊飯器で作る本格パエリア、電子レ
ンジで野菜チップスなどびっくりおやつレシピも！

●いろいろ朝ごはん ●パパッとランチ
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全

●みんなでディナー ●びっくりスイーツ

コツがわかる！

工作のきほん

B5判 ISBN978-4-8113-1037-4 NDC750
揃本体 9,200円／各本体 2,300円 各40ページ

全

4巻

はじめてでもかんたん！楽しいねんど
B5判 ISBN978-4-8113-1077-0 NDC751
揃本体9,200円／各本体2,300円 各40ページ

全

4巻

寺西恵里子／作
学習との関連—図工・技術・家庭科

コツをつかむにはまずは基本が大切。切ったり
貼ったり、仕上げたり、動かしたり。作業別に
工作の基本を紹介します。のりの貼り方、はさ
みの持ち方、仕上げ方など、意外と知らないも
のです。不器用な人、初めて工作をする人に
ぴったりのシリーズです。

❶切る ❷貼る ❸組む・仕上げる ❹動かす

絵をかこう！ デッサン・スケッチのコツ
B5判 ISBN978-4-8113-1052-7 NDC724
揃本体 6,900円／各本体 2,300円 各48ページ

全

3巻

三嶋眞人（新しい絵の会）
／協力  たかやまふゆこ・いなだゆかり／著
学習との関連—図工・美術

デッサン（線画）
とスケッチ（彩色画）の手法を写
真で紹介するシリーズ。よく観察するためのヒント
から線の引き方や色の混ぜ方、立体や強調表現
などコツが満載。絵が苦手な子は少しでも気持ち
よく、得意な子はより自由に絵が描けることを目指
します。

❶よく見てかこう！ ❷色をつかおう！ ❸いろいろなものをかこう！

ポスターをつくろう！
B5判 ISBN978-4-8113-8341-5 NDC 720
揃本体 6,600円／各本体 2,200円 各48ページ

デジカル／作 NPO法人地球こどもクラブ／協力

寺西恵里子／作

❶ジオラマを作ろう

ISBN978-4-8113-2174-5

❷ヒモとマルで作ろう

ISBN978-4-8113-2175-2

❸夢の世界を作ろう

ISBN978-4-8113-2176-9

❹雑貨を作ろう

ISBN978-4-8113-2177-6

かんたん！
たのしい！
全

3巻

学習との関連―美術・図工

コピー（文章）の書き方、イラスト
（絵）の描き方、制作
過程のアレンジ方法など、ポスター制作のノウハウを伝
えるシリーズ。実際のポスター例やコンクールの応募方
法など、すぐに使えるテクニックやコツも紹介。生徒の
作品も広く掲載。

学習との関連—図画工作・生活科・クラブ活動

ねんどの種類や色の混ぜ方など、基本からつたえます。とってもかんた
んにヒモとマルで作るかわいいスイーツや動物などのマスコット、ケーキ
屋などみんな大好きな「ジオラマ」、筆立てや小物入れなどの雑貨、二
分の一成人式など授業でもよく作る「将来の自分」や「夢の世界」など、
すぐに役立つ内容が盛りだくさん。

手作り手紙

B5判 ISBN978-4-8113-8397-2 NDC724
揃本体6,900円／各本体2,300円 各48ページ

寺西恵里子／作

全

3巻

学習との関連―図工・特別活動

ありがとうやごめんなさい、招待状やちょっと一言伝え
たい時にぴったり。おりがみで作るおりがみ手紙、野
菜はんこやクレヨン、水彩などさまざまな方法で描く四
季の絵手紙、うずまきが回るかんたんポップアップカー
ドやペットボトル、うちわで作るびっくり手紙を紹介。

●注目されるコピーを書こう！

ISBN978-4-8113-8712-3

●おりがみ手紙

ISBN978-4-8113-8870-0

●魅力的なイラストを描こう！

ISBN 978-4-8113-8713-0

●季節の絵手紙

ISBN978-4-8113-8871-7

●表現を工夫しよう！

ISBN 978-4-8113-8714-7

●ポップアップ・びっくりカード

ISBN978-4-8113-8872-4

教科書に出てくる

日本の画家

B5判 978-4-8113-1017-6 NDC720
揃本体7,500円／各本体2,500円 各48ページ

糸井邦夫／監修

全

3巻

学習との関連―美術・図工

雪舟、葛飾北斎、横山大観、平山郁夫、東山魁夷、小磯
良平など、日本の美を体現してきた画家を紹介するシリーズ。
小学校、中学校の主要教科書で紹介されている画家の、代
表作、おいたちなど、基本的な情報がわかります。本書を
介し日本の誇る伝統技法を身近に感じることができます。

❶近世の画家 ～雪舟、葛飾北斎、俵屋宗達ほか～

おりがみ12か月
B5判 ISBN978-4-8113-1010-7 NDC724
揃本体9,200円／各本体2,300円 各48ページ

全

4巻

寺西恵里子／作
学習との関連―図工・美術・クラブ活動

お正月や節分、お雛様などの年中行事や、ハロ
ウィンやクリスマスなど、
イベントにも使える折り紙シ
リーズ。壁に飾ったり、ラッピングに添えたり、使
い方は色々。運動会や遠足、
発表会の招待状な
どのお知らせとしても大活躍。

❷日本画家 ～横山大観、東山魁夷、上村松園ほか～
❸洋画家 ～黒田清輝、岸田劉生、高橋由一ほか～

❶はる ❷なつ ❸あき ❹ふゆ
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声に出そう

はじめての漢詩

A4変型判 ISBN978-4-8113-8299-9 NDC911
揃本体6,000円／各本体2,000円 各47ページ

全

3巻

全国漢文教育学会／編著 学習との関連―国語・古典

ジュニアのための
根本 浩／著

全

4巻

学習との関連―国語・古典

学習指導要領「伝統的な言語文化」に対応！日本最
古の歌集、万葉集から約250首を厳選。歌の背景を、
歌人を中心とした物語形式で紹介しているので、初め
て読む子どもたちにも分かりやすい！ 歌を音読するた
めの挿絵頁や人物関係図、地図など資料も充実。

「春暁」「江南春」「静夜思」「峨眉山月歌」など、
教科書に出てくる代表的な作品を中心に掲載しました。
暗唱しやすいように、書き下し文は総ルビの大きな文
字で、各巻10作品を紹介します。はじめて漢詩に触
れる人に最適。※中学国語教科書（光村２年）で紹介
※小学国語教科書
（三省堂６年）で紹介

❶自然のうた

万葉集

A5判 ISBN978-4-8113-8321-7 NDC911
揃本体6,400円／各本体1,600円 平均180ページ

ISBN978-4-8113-8541-9
まん よう

みやこ びと

❷旅のうた

ISBN978-4-8113-8542-6

❶万葉のあけぼの ❷都人たち

❸生きかたのうた

ISBN978-4-8113-8543-3

❸平城の京

声に出そう

四季の短歌・俳句

A4変型判 ISBN978-4-8113-1029-9 NDC911
揃本体8,800円／各本体2,200円 各47ページ

全国漢文教育学会／編著

全

4巻

みやこ

はじめて
ふれる

てん ぴょう

❹天平の風

日本の二十四節気・七十二候

B5変型判 ISBN978-4-8113-1040-4 NDC386
揃本体 9,600円／各本体 2,400円 各56ページ

根本浩／著

学習との関連―国語・古典

四季をテーマに、知っておきたい短歌と俳句を紹介し
ます。小学校からの暗唱にもつかえるように、短歌と
俳句は大きな活字で掲載し、
わかりやすい解説をつけ
ました。「菜の花や月は東に日は西に」と「東の野に炎
の立つ見えてかえり見すれば月かたぶきぬ」など、同
じテーマの俳句と短歌を同時に鑑賞することで、理解
が深まります。

全

4巻

小林絵里子／絵
学習との関連—国語・理科・総合学習

春には桃の花が咲き始める中、ひな祭りを楽しむ。
夏には蛍が飛び、
お盆を迎える。秋にはトンボが舞
い、お月見をする。冬には新年を迎え、七草がゆ
をいただく。美しいイラストと簡潔な文章で、
旬の生
きものや食べもの、季節を感じるならわしを紹介。

❶春  桃始めて笑う ❷夏  蚕起きて桑を食う
❸秋  菊花開く

❶春のうた ❷夏のうた ❸秋のうた ❹冬のうた

みんなでグルグル

回文あそび

学力アップ！
子どものための

学習との関連―国語・特別活動

1期

3

巻

大門久美子／文

●赤の巻 ●黄の巻
●緑の巻

全

3巻

「よい担任、忍耐よ」
「沈んでイカが回転ずし」などの回文を紹介。４コママンガ回文、
会話回文、
回文クイズなど、
さまざまな形で回文を楽しめます。回文のつくりかたも紹介。

❶番号を書く／見出しをつける ほか
❷箇条書き／色分け ほか
❸キャラを使う／資料をはる ほか

アーティストがうたう

四六判 ISBN978-4-8113-1024-4 NDC917
揃本体4,500円／各本体1,500円 各80ページ

四六判 ISBN978-4-8113-8389-7 NDC917
揃本体4,500円／各本体1,500円 各72ページ

3巻

高村忠範／文・絵

中井俊已／文
学習との関連―国語・特別活動

「えんぴつとかけてなんととく」「意志の強い人と
ときます。そのこころは一本しんが通っています」
「鰹節とときます。そのこころはどちらもけずって
使います」。出されたお題に対して、君ならどん
なふうになぞときをする？ 楽しみながら語彙力の
増えるシリーズです。

❶遠足とかけて ❷給食とかけて ❸ヒーローとかけて
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加藤裕美子／協力

なぞかけなぞときポポンのポン
全

3巻

ノートがわかりやすければ復習もスムーズ。日付を入れ
る、縦横のラインを揃える、箇条書きにする、色分けす
るなどのコツをやさしく解説。資料を貼るなどノートが楽
しくなるアイデアも紹介します。

●金の巻 ●黒の巻
●青の巻

四六判 ISBN978-4-8113-8340-8 NDC 809
揃本体 4,500円 各本体 1,500円 各79ページ

全

学習との関連―全教科

四六判 ISBN978-4-8113-8262-3 NDC809
揃本体4,500円 各本体1,500円 各79ページ

２期

ノートのコツ

A5判 ISBN978-4-8113-8319-4 NDC375
揃本体4,500円／各本体1,500円 各79ページ

ながたみかこ／文 どいまき／絵
全

❹冬  熊穴に蟄る

ISBN978-4-8113-8654-6
ISBN978-4-8113-8655-3
ISBN978-4-8113-8656-0

魔法の言葉

せきねゆき／絵

全

3巻

学習との関連―国語・道徳

嵐、AKB48、EXILEなど、J−POPのヒットソン
グから子どもたちを勇気づける言葉を贈ります。
つらいときだからこそ、うたが悲しみをいやしてく
れることもあります。ショートストーリー各３話のほ
か、うたの解説と励ましの言葉を掲載。

❶エールをおくるうた

ISBN978-4-8113-8856-4

❷旅立ちのうた

ISBN978-4-8113-8857-1

❸友だち・恋のうた

ISBN978-4-8113-8858-8

これだけは
知っておきたい

教科書に出てくる日本の神社仏閣

B5判 ISBN978-4-8113-1072-5 NDC175,185
揃本体7,600円／各本体3,800円 各103ページ

全

2巻

ビジュアル版

学校の歴史

Ｂ5判 ISBN978-4-8113-1023-7 NDC210
揃本体10,000円／各本体2,500円 各56ページ

全

4巻

岩本努・保坂和雄・渡辺賢二／共著 学習との関連―社会・歴史
学校はいつから始まったの？クラス分けはどう行われた
の？夏休みや冬休みは？遠足・修学旅行の始まりは？試
験や通信簿はいつから？黒板や鉛筆の歴史は？鉛筆削
りやボールペンはいつから使われたの？学校も空襲にあっ
たの？どうして校庭には桜の木が多いの？などQ&Aで、
学校に関係する歴史を貴重な写真と資料で紹介します。

学習との関連―社会・歴史・特別活動

教科書に載っていたり、修学旅行で訪れることの多い寺社を中心に写
真で紹介。歴史上のできごと
（社会、歴史、地理）や有名な文学作品
（国語）
とのかかわりも解説します。見学の事前学習や、社会科、国語
の補助教材としても役立つシリーズです。
おもな掲載寺院：法隆寺、薬師寺、東大寺、法華寺、唐招提寺、清
水寺、東寺、平等院、鹿苑寺（金閣寺）
、仁和寺、龍安寺、慈照寺
（銀閣寺）
、中尊寺、永平寺、比叡山延暦寺、金剛峯寺など
おもな掲載神社：上賀茂神社、八坂神社、北野天満宮、平安神宮、
鹿島神宮、日光東照宮、出雲大社、伊勢神宮、春日大社、熊野三
山など

❶学校生活編

  ❷文房具・持ち物編

❸校舎・校庭編

❹教科書・課外活動・災害編

中学英語で話せる日本文化
A5判 ISBN978-4-8113-8292-0 NDC830
揃本体5,400円／各本体1,800円 各64ページ

全

3巻

桑原功次（グレイス英語スクール校長）／著
学習との関連―英語

中学生の日常生活から日本の国土、政治、流行、
歴史、和食や伝統芸能についてなど、日本文化を
英語で紹介する際に役立ちます。やさしい会話文と
すぐに使える単語を集め、楽しいイラストをつけまし
た。日本文化と欧米との違いを取り上げたコラムも。

●これだけは知っておきたい 教科書に出てくる日本の寺院
ISBN978-4-8113-2143-1

●これだけは知っておきたい 教科書に出てくる日本の神社
ISBN978-4-8113-2144-8

江戸の算数
たごもりのりこ／絵

全

3巻

学習との関連―算数・数学

秋山浩子／文

伊藤まさあき／絵

全

3巻

学習との関連―社会・歴史

❶東海道 ❷中山道・甲州街道 ❸日光街道・奥州街道ほか

江戸しぐさから学ぼう
A4変型判 ISBN978-4-8113-8257-9 NDC150
揃本体5,700円／各本体1,900円 各36ページ

伊藤まさあき／絵

五街道

江戸時代の交通のかなめとなっていた、五街道
を楽しい絵で旅しましょう。日本橋から京へ海沿
いにたどる東海道、同じ日本橋から山中を通り琵
琶湖沿いの草津宿で東海道と合流する中山道
……。宿場から宿場へ、当時の旅人の気持ち
になってたどると、当時の歴史や地理、文化が
見えてきます。関所や飛脚、参勤交代など、街
道にまつわるあれこれについても紹介。

❷旅人算・小町算 ほか

❸ねずみ算・盗人算 ほか

秋山浩子／文

❸伝統文化編

AB判 ISBN978-4-8113-8399-6 NDC 210
揃本体6,000円／各本体2,000円 各32ページ

落語にも登場する「壺算」や、教科書にも登場
する「俵杉算」「ねずみ算」など、
江戸の町を舞
台に和算で楽しく算数を学びましょう。しっかり者
の和子ちゃんとそろばんが得意な弟の算太くんを
主人公にして、楽しい挿絵と共に物語形式で和
算の問題を紹介してゆきます。

❶鶴亀算・入れ子算 ほか

❷現代文化編

絵で旅する

A4変型判 ISBN978-4-8113-8350-7 NDC 410
揃本体 6,000円／各本体 2,000円 各40ページ

西田知己／著

❶日常生活編

江戸時代の科学者
全

3巻

学習との関連―道徳･特別活動

CMや大人向け書籍で話題の江戸しぐさをイラ
ストとマンガで解説。雨の日にすれちがう相手
をぬらさないよう傘をかたむける「傘かしげ」な
ど、現代の子どもの生活に生かせるヒントが
いっぱい。道徳の授業に役立て、思いやりの
こころを育てましょう。

B5変型判 ISBN978-4-8113-1043-5 NDC402
揃本体 9,200円／各本体 2,300円 各48ページ

西田知己／著

たごもりのりこ／絵

全

4巻

学習との関連—理科・伝記

明治維新以降、日本では急速に近代化が進みま
した。それを支えたのが、高い識字率と藩校など
の組織を背景に江戸時代から積み重ねられてきた
科学力です。江戸や長崎など、日本各地で活躍
した科学者を楽しい新聞形式で紹介します。

※中学国語教科書
（三省堂１年）で紹介

❶まちかどの思いやり ❷人に対しての思いやり

❶江戸 玉川兄弟ほか ❷関東・中部 伊能忠敬ほか

❸こころの中の思いやり

❸近畿・中国・四国 吉田光由ほか ❹九州 貝原益軒ほか
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すごいぞ！
！

重機大集合

AB判 ISBN978-4-8113-1065-7 NDC513
揃本体6,900円／各本体2,300円 各40ページ

ニシ工芸／作

写真で学ぶ
全

3巻

学習との関連—総合学習・社会

平川陽一／編著

全

3巻

学習との関連—社会・総合学習・環境

土木・建築の作業や工事に使われる大迫力の重機を紹介するシリーズ。
運転中の様子も写真解説。掘ったり壊したりする重機、
吊上げたり運ん
だりする重機など、たくさんの種類を紹介。地雷除去で活躍する重機
や農作業ではたらく重機、免許の取得方法なども解説しています。

小、中学校教科書準拠。世界各地の世界遺産を紹介する本。ヴェル
サイユ宮殿や、マチュ・ピチュ、ガラパゴス諸島、タージ・マハルなどを
美しい写真とともに解説。富岡製糸場やシルクロードなど、まだあまりよ
く知られていない、近年新登録の世界遺産も満載。

❶ブルドーザー・ドリルジャンボ・パイルドライバーほか

ISBN978-4-8113-2094-6

❶ヨーロッパ

ISBN978-4-8113-2100-4

❷パワーショベル・解体機・ホイールローダーほか

ISBN978-4-8113-2095-3

❷南北アメリカ・オセアニア

ISBN978-4-8113-2101-1

❸クレーン車・ダンプトラック・除雪車ほか

ISBN978-4-8113-2096-0

❸アジア・アフリカ

ISBN978-4-8113-2102-8

深海魚図鑑

ふしぎな

A4判 ISBN978-4-8113-1014-5 NDC481
揃本体6,900円／各本体2,300円 各36ページ

北村雄一／絵と文

世界の絶滅動物 いなくなった生き物たち
全

3巻

学習との関連―理科・生物

A4変型判上製 ISBN978-4-8113-1090-9 NDC482
揃本体6,900円／各本体2,300円 各32ページ

フランス国立自然史博物館／協力

頭の中身が透けて見えてしまう怪魚「デメニギス」
や、体のほとんどが口、周囲のプランクトンを一網打
尽にする「フクロウナギ」、おなじみの「チョウチンアン
コウ」など、深海魚の不思議な生活を、まるで海の
底に潜ったようにのぞくことができるシリーズ。

●海の底までもぐってみよう

ISBN978-4-8113-8909-7

●太平洋をわたってみよう

ISBN978-4-8113-8910-3

●世界でいちばん深い海

ISBN978-4-8113-8911-0

全

3巻

北村雄一／日本語版監修
学習との関連―総合学習・環境・理科

かつて世界で最もたくさんいる鳥だったにもかか
わらず絶滅してしまったリョコウバトなど、人類の
文明の飛躍的な発展の陰で、地球上から様々な
生物が姿を消しています。本シリーズは、近、現
代のほ乳類、鳥類を中心に、絶滅動物を紹介。
ニホンオオカミなどの日本の絶滅種も紹介。

❶ヨーロッパ・アジア ❷南北アメリカ ❸アフリカ・オセアニア

国際理解に役立つ 世界のお金図鑑

47都道府県！！ ご当地キャラと日本一周♪

Ｂ5判 ISBN978-4-8113-1036-7 NDC337
揃本体 6,900円／各本体 2,300円 各48ページ

B5変型判 ISBN978-4-8113-1045-9 NDC291
揃本体 6,000円／各本体 2,000円 各79ページ

平田美咲／編

全

3巻

全

3巻

ご当地キャラ探検隊／編著 学習との関連—社会科・地理

学習との関連—社会科・国際理解

世界のお金には、さまざまな人物、自然、建築物など
が描かれています。そこからはその国の文化・歴史・
経済・自然などが学べます。世界の紙幣と、描かれ
た人物・建築物・遺跡・動物等を解説。100か国以上
の国や地域のお金を紹介します。
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世界遺産

AB判 ISBN978-4-8113-1088-6 NDC709
揃本体8,400円／各本体2,800円 平均54ページ

くまモン、バリィさん、ぐんまちゃん、さのまる、出世大
名家康くん…人気のかわいいご当地キャラたち。その
すがたや名前は、ご当地の魅力をPRするため、各地
の地理や産業、歴史にちなんでいるものが多い。キャ
ラを紹介しながら、各都道府県について学ぶシリーズ。

❶アジア・オセアニア

ISBN978-4-8113-2002-1

❶北海道・東北・関東編

ISBN978-4-8113-2025-0

❷ヨーロッパ・中東

ISBN978-4-8113-2003-8

❷中部・近畿編

ISBN978-4-8113-2026-7

❸北米・中南米・アフリカ

ISBN978-4-8113-2004-5

❸中国・四国・九州・沖縄編

ISBN978-4-8113-2027-4

平和学習に役立つ 戦跡ガイド

シリーズ

B5判 ISBN978-4-8113-1064-0 NDC391
揃本体7,500円／各本体2,500円 各48ページ

B5判 ISBN978-4-8113-1070-1 NDC391
揃本体15,000円／各本体3,000円 各56ページ

全

3巻

戦争孤児
全

5巻

本庄 豊・平井美津子／編著
学習との関連—社会・平和学習

戦後70年、戦争が生み出した多くの孤児たちが戦
後の混乱と復興の中でどのように生きてきたかを、
写
真とイラストで表現。「駅の子」、混血孤児、沖縄
の戦場孤児、大陸残留孤児、原爆孤児たちが直
面した差別や飢えなど苦難の生き様と戦後史を紹介。

❶戦災孤児 ❷混血孤児 ❸沖縄の戦場孤児
❹引揚孤児と残留孤児 ❺歩いてみよう身近な戦争遺跡

平和を考える
平和学習に役立つ戦跡ガイド編集委員会／編 学習との関連—修学旅行・社会・平和学習
広島、長崎、沖縄の見学スポットを、「戦争と平和」をテーマに、豊富
な写真で紹介するシリーズ。第1巻では広島の原爆ドーム、平和記念
公園、広島平和記念資料館、旧日本銀行広島支店など、第2巻では
浦上天主堂、平和公園、長崎原爆資料館、城山小学校など、第3巻
では旧海軍司令部壕、シムクガマ、平和祈念公園、ひめゆり平和祈念
資料館などを紹介。それぞれの巻に戦跡めぐりコース例も紹介している
ので、修学旅行や特別学習にもオススメです。

戦争遺物

B5判 ISBN978-4-8113-1044-2 NDC391
揃本体 14,000円／各本体 2,800円 各56ページ

全

5巻

学習との関連—社会科・平和学習

戦後70年が経過し、戦争体験者が次第に少なくなっ
てきています。そのため、平和学習の教材としての戦
争遺跡・遺物の比重はますます大きくなっています。各
地の貴重な資料を集めて戦時中の暮らしを紹介します。

❶ヒロシマ

ISBN978-4-8113-2082-3

❶子どもたちと戦争 岩脇彰／編 ❷ある兵士の歩み 東海林次男／編

❷ナガサキ

ISBN978-4-8113-2083-0

❸女たちの戦争 本庄豊／編 ❹沖縄戦と米軍占領 平井美津子／編

❸オキナワ

ISBN978-4-8113-2084-7

❺広島・長崎・空襲 是恒高志／編

100円からできる

国際協力

国連UNHCR協会、日本紛争予防センター他／協力・編
学習との関連―社会・国際理解

シリーズ

B5判 ISBN978-4-8113-8324-8 NDC391
揃本体12,500円／各本体2,500円 各59ページ

Ⅰ期

全

3巻

Ⅱ期

全

3巻

A4変型判 ISBN978-4-8113-1031-2 NDC329
各31ページ 揃本体6,000円／各本体2,000円

世界の女性問題
B5判 各48ページ 978-4-8113-1016-9
揃本体 7,500円／各本体 2,500円

関橋眞理／著

全

❶学校・地域に残る戦争のつめあと
❷戦場になった島─沖縄・本土戦
❸町が消えた─全国の空襲・原爆遺跡
❹幻の「大東亜共栄圏」
❺歩いてみよう身近な戦争遺跡

3巻

❶貧困、教育、保健 プラン・ジャパン／監修

ISBN978-4-8113-8944-8

❷暴力、差別、戦争 アジア女性資料センター／監修

ISBN978-4-8113-8945-5

❸政治、仕事、
ジェンダー 井上輝子／監修

ISBN978-4-8113-8946-2

10代からの
考えるレッスン

ブリジット・ラベ、ミシェル・ピュエシュ／著
西川葉澄／訳

学習との関連—社会・道徳

幼年結婚、宗教上の差別、ジェンダー問題など、世界でど
のような女性差別が行われているか、またはその撤廃のため
にどのような活動が行われているかを紹介するシリーズ。具体
的な事象を紹介することで児童の「差別」に対する問題意識
を喚起します。図表が満載で、調べ学習の資料になります。

5巻

アジア太平洋戦争が終わって70年目を迎えようとしていま
す。戦争遺跡を保存することは「戦争の記憶」を保存す
ることです。そのうえで、その現場に立ち、説明を見聞
きすることによって戦争の本当の姿を知ることができます。

哲学のおやつ

NDC367

全

学習との関連―社会・平和学習

自分たちのおこづかいで、どんな国際協力が可
能になるんだろう？ 「100円」という具体的な金額
から、どんな薬品がいくつ買えて、どれだけ食べ
ものを配ることができて…ということと、世界の現
状を、写真とデータでわかりやすく紹介します。
A4変型判 ISBN978-4-8113-8297-5 NDC329
各31ページ 揃本体6,000円／各本体2,000円

戦争遺跡

学習との関連—道徳・国語

フランスで75万部超、大人気のシリーズ。身近な例か
ら根本的な問題を考えます。
※小学国語教科書（東書６年）で紹介

第Ⅰ期

全

3巻

ISBN978-4-8113-8258-6 NDC100 A5判
揃本体4,500円／各本体1,500円 各48ページ

第Ⅱ期

全

3巻

ISBN978-4-8113-8291-3 NDC100 A5判
揃本体4,500円／各本体1,500円 各48ページ

第Ⅲ期

全

3巻

ISBN978-4-8113-8344-6 NDC 100 A5判
揃本体4,500円／各本体1,500円 各48ページ
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災害を考える

ジャーナリスト後藤健二 ノンフィクション
シリーズ

絵本

A5判 ISBN978-4-8113-8395-8 NDC916
揃本体5,400円／★本体1,300円 ☆本体1,400円 平均115ページ

A4判 ISBN978-4-8113-8379-8 NDC913,916
揃本体6,800円／☆本体1,400円 ●本体1,800円  平均30ページ

全

4巻

全

4巻

小泉八雲／高村忠範／なかだえり 学習との関連—国語
津波の恐ろしさ、迅速な行動の大切さを説いた物語
「稲むらの火」、国語教科書にも掲載されている
“その
後”の物語、東日本大震災で被災した陸前高田市の
松原の物語など、防災教育のための絵本シリーズ。
※小学国語教科書（米村５年・教出３年）で紹介

●津波 !!  命を救った稲むらの火 ☆ ●津波 !!  稲むらの火 その後 ●

産経児童出版
文化賞受賞

●大洪水 !!  あばれ川とたたかった男 ●
●奇跡の一本松  大津波をのりこえて ●

農業に奇跡を起こした人たち
四六判 ISBN978-4-8113-1039-8 NDC916
揃本体 6,000円／各本体 1,500円 平均144ページ

後藤健二／著

学習との関連—読書・社会・道徳

小泉光久／著

アフリカ・シエラレオネで子ども兵士としてしか生きられなかった少年ムリア。3か月
で百万人が殺されたルワンダ大虐殺の嵐を生きのびた家族。アフガンで学校に行
く夢がかなった少女。エストニアの小さな村で赤ちゃんを産んだ16歳のエイズの少
女……。貧困や戦乱で苦しむ子どもたちの声を世界に発信する著者渾身のルポ。

全

4巻

学習との関連—社会･理科

作物が誕生する舞台裏を貴重な資料と丁寧な取材で
紹介。越の国に光り輝けと名付けられた『コシヒカリ』。
台風にも負けなかった『ふじ』、研究者の夢と言われた
『清見』、ピオーネ、シャインマスカットへと続く道を開い
た『巨峰』など。

●ダイヤモンドより平和がほしい―子ども兵士・ムリアの告白 ★
※小学国語教科書（教出５年）で紹介

●エイズの村に生まれて―命をつなぐ16歳の母・ナターシャ ★

●コメの歴史を変えた  コシヒカリ

●ルワンダの祈り―内戦を生きのびた家族の物語 ☆

●モンスターと呼ばれたリンゴ  ふじ

●もしも学校に行けたら―アフガニスタンの少女・マリアムの物語 ☆

●夢のカンキツ  清見

●大粒ブドウの時代をつくった  巨峰

今考えよう、明日を生きる力

シリーズ このTシャツは児童労働で作られました。

四六判 ISBN978-4-8113-1079-4 NDC993など
揃本体10,200円／●本体1,500円 ★本体1,400円 ▲本体1,600円 平均150ページ

四六判 ISBN978-4-8113-1078-7 NDC993
揃本体4,800円／各本体1,600円  平均145ページ

全

7巻

シモン・ストランゲル／著

全

3巻

学習との関連—読書・国際理解・社会

バングラデシュのリーナとノルウェーのエミーリエ。遠く
離れた二人の少女は、一枚のシャツでつながっていた
…。「安くモノが買える」ことの意味を問うシリーズ。
※中学国語教科書（東書２年）で紹介

●このTシャツは児童労働で作られました。ISBN978-4-8113-8974-5

学習との関連—読書、国語・道徳、社会・総合学習

●Nono見つけた! ぼくのコトバ ● ●赤い首輪のパロ―フクシマにのこして ●
●マッサンとリタ ★ ●声の出ないぼくとマリさんの一週間 ★
第27回読書感想画中央コンクール課題図書

●新聞は、あなたと世界をつなぐ窓 ★ ●テンプル・グランディン自閉症と生きる ▲
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●地球から子どもたちが消える。

ISBN978-4-8113-2179-0

犬がくれたもの。

NHK 連続ドラマにもなった、
日本初のウィスキーづくりの夢を追った青年
マッサン、
いろんな事件の現場をかけまわる女性新聞記者、
自閉症を抱
えながら成功をおさめた動物学者など。社会で活躍する先輩たちの生
きざまにふれ、
未来への希望があふれるシリーズ。

● ?(疑問符)が!(感嘆符)に変わるとき ★

ISBN978-4-8113-2178-3

わんこ

2015年IBBY障害児
図書資料センター
推薦図書

松本聰美、サイ・モンゴメリーほか／作・著

●ドコカ行き難民ボート。

四六判上製 ISBN978-4-8113-1066-4 NDC913
揃本体5,600円／各本体1,400円 平均135ページ

全

4巻

わんこ大スキ♡委員会／作
学習との関連—道徳・国語・総合学習

犬と飼い主の子のキズナをえがくエピソードを集めま
した。心がほんわかあったかくなる「病気のわたしを
なぐさめてくれたクウ」、「引っ越し先まで来たコタロ
ウ」
・・。悲しくつらい涙が出てくる別れのエピソード
など、犬がもっと大好きになるシリーズです。

●キミはたからもの。
●いつかまたキミとあえたら。

  ●きっと忘れないよ。
●キミとであった日。

単行本

子どものための

子どものための

黒崎惠津子／著 福田行宏／イラスト

※小学国語教科書
（三省堂５年）
で紹介
全日本ろうあ連盟／監修 イケガメシノ／絵

B5判 本体3 ,200円 213ページ
ISBN978 -4 -8113 -8540 -2

B5判 本体3 ,000円 182ページ
ISBN978 -4 -8113 -8199 -2

点字事典

私たちの身の回りには、デコボコした
「点字」があります。この点字っ
ていったいなんのためにあるのだろう？ 点字入門事典。

手話事典

約500の基本用語の手話をわかりやすく解説。大きなイラストで指の
動きもわかりやすく掲載。

ビジュアル版

日本の祭り事典

類語事典

森重行敏／編

芳賀日出男／編

高村忠範／編

B5判 本体3 ,200円 108ページ
ISBN978 -4 -8113 -8876 -2

B5判 本体3 ,000円 104ページ
ISBN978 -4 -8113 -8490 -0

B5判 本体3 ,200円 180ページ
ISBN978 -4 -8113 -8588 -4

和楽器事典

身近な楽器から普段目にすることができない貴重な楽器まで、
さまざ
まな和楽器をその変遷も含め紹介します。

写真家芳賀日出男氏撮影の美しい写真が満載。祭りの第一人者であ
る芳賀氏が解説、祭りを季節ごとに紹介。

松田正／監修

文字は全く違っても意味は同じ言葉がたくさんあります。 子どもたち
も使う2200語を収録していて便利な事典。

反対語・
対照語事典

カタカナ語・
外来語事典

日本の伝統文化・
芸能事典

高村忠範／編

桐生りか／編

日本文化いろは事典プロジェクトスタッフ／著

B5判 本体2 ,800円 170ページ
ISBN978 -4 -8113 -8080 -3

B5判 本体2 ,800円 160ページ
ISBN978 -4 -8113 -8082 -7

B5判 本体2 ,800円 159ページ
ISBN978 -4 -8113 -8067 -4

日頃、何気なく使っている言葉にも殆ど反対の言葉や、対照となる言
葉があります。知っておくととても便利です。

わたしたちの生活に広く使われているカタカナ語・外来語。基本300
語を中心に、関連語や類語も多数掲載。

十五夜の意味って？除夜の鐘はなぜ百八つ？など日ごろ疑問に感じ
る、知っているようで知らないことがらをくわしく説明。

暗やみの中のきらめき

奇跡のランナー ウィルマ

小倉  明／著

マイヤリーサ・ディークマン／著
古市真由美：訳 森川百合香：絵

ジョー・ハーパー /著

四六判 本体1 ,400円 135ページ
ISBN978 -4 -8113 -8880 -9

四六判 本体1 ,500円 224ページ
ISBN978 -4 -8113 -8975 -2

四六判 本体1 ,500円 192ページ
978 -4 -8113 -2070 -0

闇を照らす六つの星

日本点字の父 石川倉次

※中学国語教科書（教出１年）
で紹介

フランス で作られた点字を日本語でも使えるように努力した、
「日本
点字の父」石川倉次の日本点字誕生の物語。

点字をつくったルイ・ブライユ

世界中の本を、すべて読みたい。そこに書いてあることを知りたい、
物語を聞きたい。盲目の少年ルイ・ブライユの物語。

歩けなかった金メダリスト

病気のため一歩も家を出られなかった少女…。孤独や差別に負けず、五
輪で３個の金メダルを獲得する短距離走選手となったその生涯を追う。

マリと子犬の物語

永遠に捨てない
服が着たい

カブトムシ
山に帰る

ひろはたえりこ／文

今関信子／著

山口  進／著

A5判 本体1 ,300円 148ページ
ISBN978 -4 -8113 -8437 -5

四六判 本体1 ,400円 202ページ
ISBN978 -4 -8113 -8838 -0

新潟県中越地震での実話から生まれた大ヒット映画のノベライズ。
あ
たたかな奇跡の物語。

第59回青少年読書感想文
全国コンクール課題図書

「わたしたちが大人になるまで地球は待っていてくれるの？」 京都の
子どもたちのエコ活動を追ったノンフィクション。

渋谷弘子/訳

第60回青少年読書感想文
全国コンクール課題図書

四六判 本体1 ,400円 192ページ
ISBN978 -4 -8113 -2000 -7
カブトムシ が小さくなっている？ 昆虫カメラマンの著者が気づいた、
環境の変化にともなう虫の変化とは？

ウラワザ伝授！

詩画集

近藤隆夫／著

男鹿和雄／画
吉永小百合／編

渡辺勝巳／監修

四六判 本体1 ,300円 88ページ
ISBN978 -4 -8113 -2109 -7

B5判 本体1 ,600円 50ページ
ISBN978 -4 -8113 -0183 -9

四六判 本体1 ,400円 178ページ
ISBN978 -4 -8113 -8732 -1

野球・サッカー・ドッジボール

どの球技もちょっとしたコツ を掴めば誰もが上手くなれる。全国の教
育現場で取材・実践された
「球技のコツ」満載の一冊。

小さな祈り

峠三吉・林幸子・原民喜など12編の原爆の詩が、平和の祈りと生命
の重みをうたいあげる英訳付き詩画集。吉永小百合編。

小惑星探査機

「はやぶさ」宇宙の旅

※小学国語教科書
（教出６年）
で紹介
佐藤真澄／著

人々に感動や勇気を与えた小惑星探査機「はやぶさ」。旅立ちから地
球帰還までの7年間を子ども向けに紹介しました。

深海魚
なぞのモンスター

1日1語、おぼえよう！

365日の英語

キミも速く走れる！

北村雄一／絵と文

エブリディ・イングリッシュ・クラブ／編著

近藤隆夫／著

A4判 本体1 ,300円 32ページ
ISBN978 -4 -8113 -2008 -3

B5判 本体3,500円 80ページ
ISBN978 -4 -8113-2068 -7

四六判 本体1 ,300円 84ページ
ISBN978 -4 -8113 -2099 -1

頭の中身が透けて見えてしまう怪魚「デメニギス 」
、大きな口の「フク
ロウナギ」などの深海魚を紹介。

コピーして使おう！ 季節や花、誕生石やイベントなど、その日にちな
んだ英単語を毎日１つ紹介。英語学習に役立つ一冊です。

ヒミツの特訓

運動会前に大活躍。スポ ーツジャーナリストの著者が全国の教育現
場で取材した
「走りのコツ」
を紹介します。

ミラクル☆
イラストレッスン

ガール♥マジック

お手紙レッスン

ご当地キャラずかん

野本由起：文 これきよ：絵

寺西恵里子／作

ご当地キャラたんけん隊／編著

A5判 本体1 ,400円 80ページ
ISBN978 -4 -8113 -2009 -0

A5判 本体1 ,300円 80ページ
ISBN978 -4 -8113 -8980 -6

B5変型判 本体1 ,400円 68ページ
ISBN978 -4 -8113 -2074 -8

カレンダーや年賀状に使えるプチイラスト、女の子キャラクターのほ
か、イラストにちょい足しできるデコ文字も紹介します。

かわいい折り紙手紙やキホンのデコ文字、プチイラストなど、手紙を
書いておくるまでを楽しくレッスン♪

たんけん！全国

くまモン・さのまる・バリィさん・出世大名家康くん・ぐんまちゃんなど、
人気キャラをさがして日本全国をたんけんしよう♪

スティーブ・ジョブズって
どんな人？

ジェドおじさんは
とこやさん

ラズィアのねがい

藤田千枝／文
Nam kyongwan ／作 Ahn Heegun ／絵

マーガリー・キング・ミッチェル／作
ジェームズ・ランサム／絵 渋谷弘子／訳

エリザベス・サナビー／文
スアナ・ヴェレルスト／絵 もりうちすみこ／訳

A4変型判 本体1 ,500円 40ページ
ISBN978 -4 -8113 -8882 -3 NDC916

A4変型判 本体1 ,600円 32ページ
ISBN978 -4 -8113 -2073 -1

A4変型判 本体1 ,600円 36ページ
ISBN978 -4 -8113 -2059 -5

養子として育ったジョブズの子ども時代から、大人になり挫折や成功
を味わうまでを描きます。

ジ ェド おじさんには必ず自分の店を持つという夢があった。働いて働
いてお金を貯め、何があっても諦めず…。
【児童福祉文化財】選定図書

アフガニスタンの少女

学校に行きたいというラズ ィア の願いはかなうでしょうか。実在する
人物ラズィア・ジャンをモデルにした絵本。
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