
わたしがかわる みらいもかわる
SDGsはじめのいっぽ

みんなとちがう
きみだけど

世界でいちばん貧しい
大統領のスピーチ

たかく とびたて 
女の子

小低 s小高

小低 s小高

小低 s小高

小低 s小高

特別活動
国語

特別活動
国語

特別活動
国語

特別活動
国語

AB判 ISBN978-4-8113-2722-8 NDC360
本体1,800円＋税 36ページ

Ａ4判変型 ISBN978-4-8113-2591-0 NDC933
本体1,600円＋税 32ページ

AB判変型 ISBN978-4-8113-2067-0 NDC916
本体1,600円＋税 32ページ  

A4判変型 ISBN978-4-8113-2715-0 NDC367 
本体1,800円＋税 42ページ

原琴乃 作　MAKOオケスタジオ 絵
山田基靖 監修

ジャクリーン・ウッドソン 文　
ラファエル・ロペス 絵

くさばよしみ 編　
中川学 絵

ラケル・ディアス・レゲーラ 作・絵　
星野由美 訳

小さな子もわかる
類書がない
初のSDGs絵本

多様性の
意義を学ぶなら
この絵本

持続可能な社会
実現に向けて
定番のこの一冊

女性活躍社会
実現のために
届けたい一冊

作者の原琴乃さんは、外務省

で国内外の持続可能な開発目

標（SDGs）推進を担当してき

た、言わばSDGsの第一人者

です。この一冊を通じて、と

もすればわかりにくい・教えに

くいSDGsの基本的な理念を

理解し、具体的な行動を身に

つけていくことができます。

きょうしつに　はいると、そこ

にいる　みんなが　きみとは

　ちがっています――外見、言

葉、家庭環境...ちがうことは、

苦しいことかもしれません。で

も、すてきなことでもあります。

リンドグレーン記念文学賞受賞

作家の最新作。

2012年、ブラジルのリオデジャ

ネイロで開かれた国際会議。

南米のウルグアイのムヒカ大

統領はのちに世界の人々から

絶賛されるスピーチをのこしま

す。この絵本はその全容を紹

介するものです。SDGs17の

目標のうち、12のほかに、

11、13、17などが関連。

それぞれの夢をもった3人の女

の子。ヤルキさんがくれた翼

をもっています。ところが、そ

こに悪の軍団があらわれ......。

女性をとりまく様々な障害につ

いて考える絵本。どうか夢を

あきらめないで。だれでもみ

んな翼をひろげれば、空たか

くまでとんでいけるのだから。

17の目標の関連書が揃うカタログ
持続可能な社会を実現するための★★★★★★★★★★★★★★★★

ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）とは
Sustainable（持続可能）・Development（開
発）・Goals（目標）の略語。持続可能なよりよ
い世界をめざし 2015 年国連サミット 193 か国
で採択された。17の目標を 2016 年から 2030
年の 15年間で達成する計画。

この表と解説は

わたしがかわる みらいもかわる
SDGsはじめのいっぽ
から転載しています。本の内容は本カタログの表紙で紹介しています。
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〒102-0071
東京都千代田区富士見１-６-１
富士見ビル1F
TEL.03-6862-5200
https://www.choubunsha.com/

FAX.03-6862-5202

取扱店

前例のない大雨や猛暑な

ど、観測史上はじめてと

いう異常な天気が、世界

中で起こっています。こ

の危機を止めるため、世

界のあちこちで立ち上

がった、十代の子どもた

ちの活躍を紹介します。

　気候危機！
　　　　子どもたちが地球を救う

四六判 ISBN978-4-8113-2751-8

堤江実 著　功刀正行 監修

NDC916 本体1,400円＋税 108ページ

ユニセフの職員として、

アフリカのルワンダで働く

ことになった著者。ルワ

ンダには子どものための

娯楽が何もないことを知

り、ルワンダで初めての

子ども向けラジオ番組を

作ろう、と決意します。

夢をかなえることの素晴

らしさを教えます。

修学旅行で広島平和記

念資料館を訪れた５人。

それぞれに悩みを抱え、

戦争とは遠い世界で暮ら

す14歳の胸の内は……。

登場人物に共感を覚えな

がら、物語に登場する被

爆資料などを通して平和

について深く考えていく

作品です。

　　希望、きこえる？
　　　　　 ルワンダのラジオに子どもの歌が流れた日

四六判 ISBN978-4-8113-2745-7

榮谷明子 著

NDC916 本体1,500円＋税 152ページ

 　ワタシゴト
　14歳のひろしま

四六判 ISBN978-4-8113-2727-3

中澤晶子 作　ささめやゆき 絵

NDC913 本体1,400円＋税 128ページ

目標	 頁	 　＜セット本＞　シリーズ名	 	 	 		 									巻数	 コード	 　本体価格	　　	注文数

  2 2 今日からなくそう！	食品ロス　わたしたちにできること  3 1275 　7,800 

  3 2 いのちを救いたい　救急救命 24時     3 1215 　7,500 

  4 2 点字　はじめの一歩      3 1186 　8,400 

  5 3 女子も！　男子も！　生理を知ろう    3 1253 　7,200 

  5 3 もっと知りたい！　話したい！　セクシュアルマイノリティ  3 1107 　7,200 

  6 4 世界の家　世界のくらし〜SDGs につながる国際理解〜  3 1284 　7,500

  7 4 図解　未来を考える　みんなのエネルギー	 	   3 1285 　8,100

  8 4 どうなってるの？　税金の使われ方    3 1261 　7,500 

  9 5 情報を活かして発展する産業　〜社会を変えるプログラミング〜 3 1271 　8,100 

 10 5 同級生は外国人⁉　多文化共生を考えよう    3 1179 　7,500 

 11 5 ユニバーサルデザインでみんなが過ごしやすい町へ   3 1252 　8,100 

 14 6 地球が危ない！　プラスチックごみ    3 1244 　7,800 

 15 6 くらべてみよう！　学校のまわりの外国から来た植物  3 1288 　7,500 

目標	 頁	　　＜単行本＞　書名	 コード	 本体価格			　注文数

  1 6  八月のひかり 2606 1,400 

  3  6  義足と歩む　ルワンダに生きる日本人義肢装具士 2596 1,500 

  5  1  たかく	とびたて　女の子 2715 1,800 

  5  3  太郎の窓 2750 1,500 

  5 3  みんなだいじないのち　赤ちゃんはどうやってうまれるの？ 2769 1,600 

  5  3  レインボーフラッグ誕生物語 2467 1,600 

 10 1  みんなとちがうきみだけど 2591 1,600 

目標		頁	　　＜単行本＞　書名	 コード	 本体価格					注文数

 10 6  わたしは大統領の奴隷だった	ワシントン家から逃げ出した奴隷の物語 2816 1,600 

 12 1  世界でいちばん貧しい大統領のスピーチ 2067 1,600 

 13  7  気候危機！　子どもたちが地球を救う 2751 1,400 

 16 7  ワタシゴト　14歳のひろしま 2727 1,400 

 16 7  希望、きこえる？　ルワンダのラジオに子どもの歌が流れた日 2745 1,500 

 17 1  わたしがかわる	みらいもかわる　SDGs はじめのいっぽ 2722 1,800 

いのちを救いたい 救急救命24時幼・保 s小高

特別活動
理科 AB判　ISBN978-4-8113-1215-6　NDC369　揃本体7,500円／各本体2,500円　各32ページ

東京消防庁、日本大学病院、東海大学医学部付属病院、千葉工業大学、フクダ電子 協力全3巻

今日からなくそう！ 食品ロス わたしたちにできること小高 s高校

外国語
国語 AB判 ISBN978-4-8113-1275-0 NDC588 揃本体7,800円＋税／各本体2,600円＋税 各36ページ

上村協子 監修全3巻

❶密着！ 救命救急センター　 
ISBN978-4-8113-2561-3

❷災害・事故現場へ急げ！ 
ISBN978-4-8113-2562-0

❸最先端！ 救命の技術と装備 
ISBN978-4-8113-2563-7

❶食べられるのに捨てられちゃうの？
ISBN978-4-8113-2723-5

❷本当は食べ物が足りない国・日本
ISBN978-4-8113-2724-2 

❸食品ロスとSDGS
ISBN978-4-8113-2725-9

命の尊さに全力を尽くす人々の活躍を知る
日夜最前線で、人々のいのちを守るために働く仕事を紹介するシリーズ。

社会には人々のため尽力する仕事があって、そのおかげで自分たちが

安心して生活できている、という事実を、子どもたちにつたえ、尊い命

のあり方を考えさせます。AEDの使用方法も解説。

点字 はじめの一歩小高 s高校

理科

B5判変型　ISBN978-4-8113-1186-9　NDC378　揃本体8,400円／各本体2,800円　各56ページ
黒崎惠津子 文　朝倉めぐみ 絵全3巻

●点字のれきし　ルイ・ブライユと石川倉次、そして今 
ISBN978-4-8113-2447-0

●読む書く、きほんの「き」 
ISBN978-4-8113-2448-7

●点字とくらす 
ISBN978-4-8113-2449-4

誰もが等しく学べる世の中を目指して

目の見えない人の文字、点字。今、どんなふうに使われているのでしょ

うか？　見えない世界でどのように工夫しながら生活しているのでしょ

うか？  点字のなりたちや歴史、身の回りの点字から、点字の読み書き

の基本、点字とくらす方法などを丁寧に紹介します。各巻、実際の点

字ページ付き。

コロナウイルスの影響でさらに大きな問題に！

私たちの周りには沢山の食べ物があふれていますが、日本は多くの食べ物

を外国からの輸入に頼っているのが現実です。今こそ「エシカル消費」を学

んで、無駄をなくすために何をすれば良いか考えましょう。

このカタログだけでSDGs全17ゴールすべての関連書が揃います！
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

文 書注
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現代の子どもを取り巻く

問題と、子ども自身の繊

細な気持ちを深く描き出

した、傑作児童文学。八

月、夏休み。五年生の美

貴には、夏休みに遊ぶ友

達はいない。学校でも、

だれとも友達になりたく

ないと思っていた。それ

には理由があって……。

太郎のお父さんは、いつ

も太郎に「男らしくしろ」

と言う。でも太郎の心は

ぜんぜんちがう。男らし

くなんてしたくない。太

郎という名前が大きらい。

ズボンよりも、スカートを

はきたいのに......。心と

体のちがいに苦しむ太郎

の成長を描いた感動作。

初代大統領ワシントンは、

大勢の奴隷を所有してい

た。能力が高く大統領夫

人マーサから重用されて

いた女性オーナは、孫娘

の「結婚祝い」として譲渡

されそうになり、耐えか

ねて逃亡を企てる......。

BLMの運動が激しさを

増す今こそ読みたい歴史

の記録。

ルワンダ大虐殺によって、

手足を奪われた人たちの

ために、義足を配布する

活動を20年続ける日本

人義肢装具士・ルダシン

グワ真美さん。アフリカ・

ルワンダの未来へと歩む

人々の手助けをする活動

を紹介するノンフィクショ

ン読み物。

はじめてゲイであること

を公表して当選したハー

ヴェイ・ミルクの生涯と、

運動のシンボルになって

いる「レインボーフラッグ」

誕生の経緯を感動的に描

く。感動の翻訳絵本。

おおきなおなか！ 赤ちゃん

がうまれるのかな？ 受精

から誕生まで、赤ちゃん

がうまれるまでを追う絵

本。不妊治療、未熟児、

ふたご、帝王切開など、

さまざまなうまれかたをす

る子がいるけれど、みん

な同じ、だいじないのち

なのです…。

　　八月のひかり
四六判 ISBN978-4-8113-2606-1

中島信子 著

NDC913 本体1,400円＋税 128ページ

　 太郎の窓
四六判 ISBN978-4-8113-2750-1

中島信子 著

NDC913 本体1,500円＋税 160ページ

　　レインボーフラッグ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　誕生物語

四六判 ISBN978-4-8113-2467-8

ロブ・サンダース 作　スティーブン・サレルノ 絵　日高庸晴 訳

NDC936 本体1,600円＋税 48ページ

　みんなだいじないのち

　　　　赤ちゃんはどうやってうまれるの？
A4判変型 ISBN978-4-8113-2769-3

フランソワーズ・ローラン 作　宋美玄 監修

NDC495 本体1,600円＋税 40ページ

まだまだある。SDGs関連単行本 「目標5」ジェンダー、性の問題を考える単行本

「目標5」ジェンダー、性の問題を考えるシリーズ

くらべてみよう！ 学校のまわりの外国から来た植物幼・保 s小高

特別活動
理科 AB判　ISBN978-4-8113-1288-0　NDC471　揃本体7,500円＋税／各本体2,500円＋税　各32ページ

亀田龍吉 写真・文全3巻

❶校庭  セイヨウアブラナ・オオイヌノフグリ ほか
ISBN978-4-8113-2728-0

❷道路  セイヨウタンポポ・シロツメクサ ほか 
ISBN978-4-8113-2729-7 

❸田んぼ・畑・川　セイタカアワダチソウ・オオオナモミ ほか
ISBN978-4-8113-2730-3 

じつは身近な外来植物。在来種とくらべてみよう！
都市の過酷な環境の中でも育つ外来植物は、学校のまわりで数多く見

られる身近なものばかりです。外来種と在来種をくらべながら、見分

け方のポイント、生息環境の違い、すみ分けして生き残る知恵などを

紹介します。

義足と歩む
　　　　　　　ルワンダに生きる日本人義肢装具士

四六判 ISBN978-4-8113-2596-5

松島恵利子 著

NDC916 本体1,500円＋税 186ページ

地球が危ない！ プラスチックごみ幼・保 s小高

特別活動
理科 AB判 ISBN978-4-8113-1244-6 NDC518 揃本体7,800円＋税／各本体2,600円＋税 各36ページ 

高田秀重、WWFジャパンほか 協力全3巻

❶海洋プラスチック〜魚の量をこえる！？
ISBN978-4-8113-2629-0

❷日本中にあふれるプラスチック 
ISBN978-4-8113-2630-6

❸みんなで減らそう！プラスチック
ISBN978-4-8113-2631-3

プラスチックが地球を滅ぼす日が来る前に！
使ってすぐに捨てられてしまうプラスチックごみ。これらが、いま、生

態系の変化や自然災害の増大など問題の原因となってしまっています。

私たちはプラスチックをどう利用していけばいいのでしょうか。様々な

現実を紹介しながら、子ども自らが考えるきかっけをつくります。

6 3

女子も！　男子も！ 生理を知ろう幼・保 s小高

特別活動
理科 B5判　ISBN978-4-8113-1253-8　 NDC495　揃本体7,200円＋税／各本体2,400円＋税　各32ページ 

宋美玄 監修全3巻

❶生理ってなんだろう
ISBN978-4-8113-2539-2

❷生理のなやみ
ISBN978-4-8113-2540-8

❸心と体の成長と生理
ISBN978-4-8113-2541-5

これからは男子にも知っておいてほしい、女性の身体のこと
生理とのつきあい方は自分で決めること。そのためには正しい知識が

必要です。そして同じ社会で生きていくかぎり、生理のことは男子も知っ

ていなければいけません。家族や友達、将来の恋人を助けることもで

きるでしょう。生理って何？　何が大変？　マンガと解説で紹介。男子

のギモンにも答えます。

もっと知りたい！　話したい！ セクシュアルマイノリティ小高 s高校

理科

B5判　ISBN978-4-8113-1107-4　NDC367　揃本体7,200円／各本体2,400円　各48ページ
日高庸晴（宝塚大学看護学部教授） 著全3巻

❶セクシュアルマイノリティについて
ISBN978-4-8113-2238-4

❷わたしの気持ち、みんなの気持ち
ISBN978-4-8113-2239-1

❸未来に向かって
ISBN978-4-8113-2240-7

LGBTQって何だか知ってますか？
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。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シリーズです。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。

　　　　わたしは大統領の奴隷だった
　　　　ワシントン家から逃げ出した奴隷の物語

四六判 ISBN978-4-8113-2816-4

エリカ・アームストロング・ダンバー／キャサリン・ヴァン・クリーヴ 著　渋谷弘子 訳

NDC936 本体1,600円＋税 208ページ



どうなってるの？ 税金の使われ方幼・保 s小高

特別活動
理科 B5判　ISBN978-4-8113-1261-3　 NDC340　揃本体7,500円＋税／各本体2,500円＋税　各40ページ

『税金の使われ方』編集委員会 編著全3巻

❶くらしを支える　年金・医療・介護ほか
ISBN978-4-8113-2656-6

❷学ぶ・くらしを守る　学校・文化・警察・消防ほか
ISBN978-4-8113-2657-3

❸くらしを作る　道路・水道・防災ほか
ISBN978-4-8113-2658-0

ぼくたちが払う消費税。どう使われているの？
2019年10月、消費税の税率が10％になりました。国民は様々な税

金を払っていますが、それがどう使われているか考えたことがあります

か？  年金、介護、学校、水道……。 税金の使われ方をみんなで考え

るシリーズ。

ユニバーサルデザイン でみんなが過ごしやすい町へ小高 s高校

外国語
国語 AB判　ISBN978-4-8113-1252-1　 NDC369　揃本体8,100円＋税／各本体2,700円＋税　各40ページ

白坂洋一 監修　全3巻

❶交通機関のバリアフリー　ホームドア・ノンステップバスほか 
ISBN978-4-8113-2785-3

❷公共施設のバリアフリー　対面朗読室・多機能トイレほか 
ISBN978-4-8113-2786-0

❸町のバリアフリー　ハンディーガイド・さわる地図ほか
ISBN978-4-8113-2787-7

ユニバーサルデザインを探しに町たんけん！

駅やバスなどの交通機関、病院･図書館･学校などの公共施設、テーマパー

ク･道路･ショッピングセンターなど、町のあちこちにあるユニバーサルデザ

インを探し行こう！　働いている人へのインタビューと共に、最新のユニバー

サルデザインを紹介します。
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世界の家 世界のくらし 〜 SDGsにつながる国際理解〜 幼・保 s小高

特別活動
理科 AB判　ISBN978-4-8113-1284-2　 NDC383　揃本体7,500円＋税／各本体2,500円＋税　各32ページ

ERIKO 著全3巻

同級生は外国人！？  多文化共生を考えよう小高 s高校

外国語
国語 B5判　ISBN978-4-8113-1179-1　NDC334　揃本体7,500円／各本体2,500円　各48ページ

吉富志津代（名古屋外国語大学世界共生学部教授） 監修全3巻

❶キッチン、ダイニング
ISBN978-4-8113-2770-9

❷トイレ、お風呂
ISBN978-4-8113-2771-6

❸玄関、リビング、庭ほか
ISBN978-4-8113-2772-3

❶「どうしてルールが守れないの？」フィリピン人と日本人のダブル・ユウトの場合 ほか

ISBN978-4-8113-2419-7

❷「どうして頭にスカーフを巻いているの？」スリランカ人の女の子・ナヤナの場合 ほか

ISBN978-4-8113-2420-3

❸「日本がきらいなのかな？」ネパール人の男の子・ナビンの場合 ほか

ISBN978-4-8113-2421-0

第2巻が類書の少ない「目標6」の関連本
世界中のさまざまな家の中とそこでくらす人々を紹介するシリーズ。各

地の文化がわかる写真を見せ、その土地で定住してきた作者ならでは

の目線で解説することで、子どもの国際理解や環境問題への意識を高

めます。SDGs17の目標のうち、11を中心に、2、6、9 などが関連。

図解 未来を考える みんなのエネルギー小高 s高校

理科

AB判　ISBN978-4-8113-1285-9　 NDC501　揃本体8,100円＋税／各本体2,700円＋税　各48ページ 
明日香壽川 監修　小泉光久 編著全3巻

情報を活かして発展する産業 
〜社会を変える
プログラミング〜

小高 s高校

理科

AB判　ISBN978-4-8113-1271-2　 NDC602　揃本体8,100円＋税／各本体2,700円＋税　各40ページ 
澤井陽介 監修全3巻

❶身近なエネルギーをさがしてみよう
ISBN978-4-8113-2779-2

❷再生可能エネルギーってなんだろう？
ISBN978-4-8113-2780-8

❸新時代のエネルギーを調べてみよう 
ISBN978-4-8113-2781-5

●販売業・飲食業　コンビニ、スーパー、回転寿司ほか
ISBN978-4-8113-2701-3

●運輸業・観光業　宅配、バス、旅行会社ほか
ISBN978-4-8113-2702-0

●福祉・医療　保育園、点字図書館、病院ほか 
ISBN978-4-8113-2703-7

最新かつ定番エネルギー情報がまるわかり

身近な産業、情報と最新技術でどう変わる？

どんなところで利用されているのか、どのようにつくられどのように私

たちのもとへ届くのか、エネルギーの最新情報を紹介するシリーズ。

エネルギー消費と発電の過去、いま、そして未来をヴィジュアルで詳し

く解説しています。SDGsと環境のかかわりについても解説。

「くら寿司」「ヤマト運輸」「病院」などの身近な産業は、情報を活用する

ことで、急激な進化を遂げています。身近なお店やサービスの裏側を

探検しているワクワク感を楽しみながら、自分たちの生活がどう変わる

のかを考えていきます。小学校社会科の学習や中学生のプログラム教

育にも役立ちます。

多様性の素晴らしさ、大切さを学ぶシリーズ

外国につながりを持つ子どもたちは「給食を食べない」「服装が変わってる」

など、文化の違いから学校でトラブルになることも。事例を紹介しながら、

多様な文化を尊重する大切さを学びます。



どうなってるの？ 税金の使われ方幼・保 s小高

特別活動
理科 B5判　ISBN978-4-8113-1261-3　 NDC340　揃本体7,500円＋税／各本体2,500円＋税　各40ページ

『税金の使われ方』編集委員会 編著全3巻

❶くらしを支える　年金・医療・介護ほか
ISBN978-4-8113-2656-6

❷学ぶ・くらしを守る　学校・文化・警察・消防ほか
ISBN978-4-8113-2657-3

❸くらしを作る　道路・水道・防災ほか
ISBN978-4-8113-2658-0

ぼくたちが払う消費税。どう使われているの？
2019年10月、消費税の税率が10％になりました。国民は様々な税

金を払っていますが、それがどう使われているか考えたことがあります

か？  年金、介護、学校、水道……。 税金の使われ方をみんなで考え

るシリーズ。

ユニバーサルデザイン でみんなが過ごしやすい町へ小高 s高校

外国語
国語 AB判　ISBN978-4-8113-1252-1　 NDC369　揃本体8,100円＋税／各本体2,700円＋税　各40ページ

白坂洋一 監修　全3巻

❶交通機関のバリアフリー　ホームドア・ノンステップバスほか 
ISBN978-4-8113-2785-3

❷公共施設のバリアフリー　対面朗読室・多機能トイレほか 
ISBN978-4-8113-2786-0

❸町のバリアフリー　ハンディーガイド・さわる地図ほか
ISBN978-4-8113-2787-7

ユニバーサルデザインを探しに町たんけん！

駅やバスなどの交通機関、病院･図書館･学校などの公共施設、テーマパー

ク･道路･ショッピングセンターなど、町のあちこちにあるユニバーサルデザ

インを探し行こう！　働いている人へのインタビューと共に、最新のユニバー

サルデザインを紹介します。

4 5

世界の家 世界のくらし 〜 SDGsにつながる国際理解〜 幼・保 s小高

特別活動
理科 AB判　ISBN978-4-8113-1284-2　 NDC383　揃本体7,500円＋税／各本体2,500円＋税　各32ページ

ERIKO 著全3巻

同級生は外国人！？  多文化共生を考えよう小高 s高校

外国語
国語 B5判　ISBN978-4-8113-1179-1　NDC334　揃本体7,500円／各本体2,500円　各48ページ

吉富志津代（名古屋外国語大学世界共生学部教授） 監修全3巻

❶キッチン、ダイニング
ISBN978-4-8113-2770-9

❷トイレ、お風呂
ISBN978-4-8113-2771-6

❸玄関、リビング、庭ほか
ISBN978-4-8113-2772-3

❶「どうしてルールが守れないの？」フィリピン人と日本人のダブル・ユウトの場合 ほか

ISBN978-4-8113-2419-7

❷「どうして頭にスカーフを巻いているの？」スリランカ人の女の子・ナヤナの場合 ほか

ISBN978-4-8113-2420-3

❸「日本がきらいなのかな？」ネパール人の男の子・ナビンの場合 ほか

ISBN978-4-8113-2421-0

第2巻が類書の少ない「目標6」の関連本
世界中のさまざまな家の中とそこでくらす人々を紹介するシリーズ。各

地の文化がわかる写真を見せ、その土地で定住してきた作者ならでは

の目線で解説することで、子どもの国際理解や環境問題への意識を高

めます。SDGs17の目標のうち、11を中心に、2、6、9 などが関連。

図解 未来を考える みんなのエネルギー小高 s高校

理科

AB判　ISBN978-4-8113-1285-9　 NDC501　揃本体8,100円＋税／各本体2,700円＋税　各48ページ 
明日香壽川 監修　小泉光久 編著全3巻

情報を活かして発展する産業 
〜社会を変える
プログラミング〜

小高 s高校

理科

AB判　ISBN978-4-8113-1271-2　 NDC602　揃本体8,100円＋税／各本体2,700円＋税　各40ページ 
澤井陽介 監修全3巻

❶身近なエネルギーをさがしてみよう
ISBN978-4-8113-2779-2

❷再生可能エネルギーってなんだろう？
ISBN978-4-8113-2780-8

❸新時代のエネルギーを調べてみよう 
ISBN978-4-8113-2781-5

●販売業・飲食業　コンビニ、スーパー、回転寿司ほか
ISBN978-4-8113-2701-3

●運輸業・観光業　宅配、バス、旅行会社ほか
ISBN978-4-8113-2702-0

●福祉・医療　保育園、点字図書館、病院ほか 
ISBN978-4-8113-2703-7

最新かつ定番エネルギー情報がまるわかり

身近な産業、情報と最新技術でどう変わる？

どんなところで利用されているのか、どのようにつくられどのように私

たちのもとへ届くのか、エネルギーの最新情報を紹介するシリーズ。

エネルギー消費と発電の過去、いま、そして未来をヴィジュアルで詳し

く解説しています。SDGsと環境のかかわりについても解説。

「くら寿司」「ヤマト運輸」「病院」などの身近な産業は、情報を活用する

ことで、急激な進化を遂げています。身近なお店やサービスの裏側を

探検しているワクワク感を楽しみながら、自分たちの生活がどう変わる

のかを考えていきます。小学校社会科の学習や中学生のプログラム教

育にも役立ちます。

多様性の素晴らしさ、大切さを学ぶシリーズ

外国につながりを持つ子どもたちは「給食を食べない」「服装が変わってる」

など、文化の違いから学校でトラブルになることも。事例を紹介しながら、

多様な文化を尊重する大切さを学びます。



現代の子どもを取り巻く

問題と、子ども自身の繊

細な気持ちを深く描き出

した、傑作児童文学。八

月、夏休み。五年生の美

貴には、夏休みに遊ぶ友

達はいない。学校でも、

だれとも友達になりたく

ないと思っていた。それ

には理由があって……。

太郎のお父さんは、いつ

も太郎に「男らしくしろ」

と言う。でも太郎の心は

ぜんぜんちがう。男らし

くなんてしたくない。太

郎という名前が大きらい。

ズボンよりも、スカートを

はきたいのに......。心と

体のちがいに苦しむ太郎

の成長を描いた感動作。

初代大統領ワシントンは、

大勢の奴隷を所有してい

た。能力が高く大統領夫

人マーサから重用されて

いた女性オーナは、孫娘

の「結婚祝い」として譲渡

されそうになり、耐えか

ねて逃亡を企てる......。

BLMの運動が激しさを

増す今こそ読みたい歴史

の記録。

ルワンダ大虐殺によって、

手足を奪われた人たちの

ために、義足を配布する

活動を20年続ける日本

人義肢装具士・ルダシン

グワ真美さん。アフリカ・

ルワンダの未来へと歩む

人々の手助けをする活動

を紹介するノンフィクショ

ン読み物。

はじめてゲイであること

を公表して当選したハー

ヴェイ・ミルクの生涯と、

運動のシンボルになって

いる「レインボーフラッグ」

誕生の経緯を感動的に描

く。感動の翻訳絵本。

おおきなおなか！ 赤ちゃん

がうまれるのかな？ 受精

から誕生まで、赤ちゃん

がうまれるまでを追う絵

本。不妊治療、未熟児、

ふたご、帝王切開など、

さまざまなうまれかたをす

る子がいるけれど、みん

な同じ、だいじないのち

なのです…。

　　八月のひかり
四六判 ISBN978-4-8113-2606-1

中島信子 著

NDC913 本体1,400円＋税 128ページ

　 太郎の窓
四六判 ISBN978-4-8113-2750-1

中島信子 著

NDC913 本体1,500円＋税 160ページ

　　レインボーフラッグ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　誕生物語

四六判 ISBN978-4-8113-2467-8

ロブ・サンダース 作　スティーブン・サレルノ 絵　日高庸晴 訳

NDC936 本体1,600円＋税 48ページ

　みんなだいじないのち

　　　　赤ちゃんはどうやってうまれるの？
A4判変型 ISBN978-4-8113-2769-3

フランソワーズ・ローラン 作　宋美玄 監修

NDC495 本体1,600円＋税 40ページ

まだまだある。SDGs関連単行本 「目標5」ジェンダー、性の問題を考える単行本

「目標5」ジェンダー、性の問題を考えるシリーズ

くらべてみよう！ 学校のまわりの外国から来た植物幼・保 s小高

特別活動
理科 AB判　ISBN978-4-8113-1288-0　NDC471　揃本体7,500円＋税／各本体2,500円＋税　各32ページ

亀田龍吉 写真・文全3巻

❶校庭  セイヨウアブラナ・オオイヌノフグリ ほか
ISBN978-4-8113-2728-0

❷道路  セイヨウタンポポ・シロツメクサ ほか 
ISBN978-4-8113-2729-7 

❸田んぼ・畑・川　セイタカアワダチソウ・オオオナモミ ほか
ISBN978-4-8113-2730-3 

じつは身近な外来植物。在来種とくらべてみよう！
都市の過酷な環境の中でも育つ外来植物は、学校のまわりで数多く見

られる身近なものばかりです。外来種と在来種をくらべながら、見分

け方のポイント、生息環境の違い、すみ分けして生き残る知恵などを

紹介します。

義足と歩む
　　　　　　　ルワンダに生きる日本人義肢装具士

四六判 ISBN978-4-8113-2596-5

松島恵利子 著

NDC916 本体1,500円＋税 186ページ

地球が危ない！ プラスチックごみ幼・保 s小高

特別活動
理科 AB判 ISBN978-4-8113-1244-6 NDC518 揃本体7,800円＋税／各本体2,600円＋税 各36ページ 

高田秀重、WWFジャパンほか 協力全3巻

❶海洋プラスチック〜魚の量をこえる！？
ISBN978-4-8113-2629-0

❷日本中にあふれるプラスチック 
ISBN978-4-8113-2630-6

❸みんなで減らそう！プラスチック
ISBN978-4-8113-2631-3

プラスチックが地球を滅ぼす日が来る前に！
使ってすぐに捨てられてしまうプラスチックごみ。これらが、いま、生

態系の変化や自然災害の増大など問題の原因となってしまっています。

私たちはプラスチックをどう利用していけばいいのでしょうか。様々な

現実を紹介しながら、子ども自らが考えるきかっけをつくります。
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女子も！　男子も！ 生理を知ろう幼・保 s小高

特別活動
理科 B5判　ISBN978-4-8113-1253-8　 NDC495　揃本体7,200円＋税／各本体2,400円＋税　各32ページ 

宋美玄 監修全3巻

❶生理ってなんだろう
ISBN978-4-8113-2539-2

❷生理のなやみ
ISBN978-4-8113-2540-8

❸心と体の成長と生理
ISBN978-4-8113-2541-5

これからは男子にも知っておいてほしい、女性の身体のこと
生理とのつきあい方は自分で決めること。そのためには正しい知識が

必要です。そして同じ社会で生きていくかぎり、生理のことは男子も知っ

ていなければいけません。家族や友達、将来の恋人を助けることもで

きるでしょう。生理って何？　何が大変？　マンガと解説で紹介。男子

のギモンにも答えます。

もっと知りたい！　話したい！ セクシュアルマイノリティ小高 s高校

理科

B5判　ISBN978-4-8113-1107-4　NDC367　揃本体7,200円／各本体2,400円　各48ページ
日高庸晴（宝塚大学看護学部教授） 著全3巻

❶セクシュアルマイノリティについて
ISBN978-4-8113-2238-4

❷わたしの気持ち、みんなの気持ち
ISBN978-4-8113-2239-1

❸未来に向かって
ISBN978-4-8113-2240-7

LGBTQって何だか知ってますか？
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。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シリーズです。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。

　　　　わたしは大統領の奴隷だった
　　　　ワシントン家から逃げ出した奴隷の物語

四六判 ISBN978-4-8113-2816-4

エリカ・アームストロング・ダンバー／キャサリン・ヴァン・クリーヴ 著　渋谷弘子 訳

NDC936 本体1,600円＋税 208ページ



わたしがかわる みらいもかわる
SDGsはじめのいっぽ

みんなとちがう
きみだけど

世界でいちばん貧しい
大統領のスピーチ

たかく とびたて 
女の子

小低 s小高

小低 s小高

小低 s小高

小低 s小高

特別活動
国語

特別活動
国語

特別活動
国語

特別活動
国語

AB判 ISBN978-4-8113-2722-8 NDC360
本体1,800円＋税 36ページ

Ａ4判変型 ISBN978-4-8113-2591-0 NDC933
本体1,600円＋税 32ページ

AB判変型 ISBN978-4-8113-2067-0 NDC916
本体1,600円＋税 32ページ  

A4判変型 ISBN978-4-8113-2715-0 NDC367 
本体1,800円＋税 42ページ

原琴乃 作　MAKOオケスタジオ 絵
山田基靖 監修

ジャクリーン・ウッドソン 文　
ラファエル・ロペス 絵

くさばよしみ 編　
中川学 絵

ラケル・ディアス・レゲーラ 作・絵　
星野由美 訳

小さな子もわかる
類書がない
初のSDGs絵本

多様性の
意義を学ぶなら
この絵本

持続可能な社会
実現に向けて
定番のこの一冊

女性活躍社会
実現のために
届けたい一冊

作者の原琴乃さんは、外務省

で国内外の持続可能な開発目

標（SDGs）推進を担当してき

た、言わばSDGsの第一人者

です。この一冊を通じて、と

もすればわかりにくい・教えに

くいSDGsの基本的な理念を

理解し、具体的な行動を身に

つけていくことができます。

きょうしつに　はいると、そこ

にいる　みんなが　きみとは

　ちがっています――外見、言

葉、家庭環境...ちがうことは、

苦しいことかもしれません。で

も、すてきなことでもあります。

リンドグレーン記念文学賞受賞

作家の最新作。

2012年、ブラジルのリオデジャ

ネイロで開かれた国際会議。

南米のウルグアイのムヒカ大

統領はのちに世界の人々から

絶賛されるスピーチをのこしま

す。この絵本はその全容を紹

介するものです。SDGs17の

目標のうち、12のほかに、

11、13、17などが関連。

それぞれの夢をもった3人の女

の子。ヤルキさんがくれた翼

をもっています。ところが、そ

こに悪の軍団があらわれ......。

女性をとりまく様々な障害につ

いて考える絵本。どうか夢を

あきらめないで。だれでもみ

んな翼をひろげれば、空たか

くまでとんでいけるのだから。

17の目標の関連書が揃うカタログ
持続可能な社会を実現するための★★★★★★★★★★★★★★★★

ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）とは
Sustainable（持続可能）・Development（開
発）・Goals（目標）の略語。持続可能なよりよ
い世界をめざし 2015 年国連サミット 193 か国
で採択された。17の目標を 2016 年から 2030
年の 15年間で達成する計画。

この表と解説は

わたしがかわる みらいもかわる
SDGsはじめのいっぽ
から転載しています。本の内容は本カタログの表紙で紹介しています。

vol.2

〒102-0071
東京都千代田区富士見１-６-１
富士見ビル1F
TEL.03-6862-5200
https://www.choubunsha.com/

FAX.03-6862-5202

取扱店

前例のない大雨や猛暑な

ど、観測史上はじめてと

いう異常な天気が、世界

中で起こっています。こ

の危機を止めるため、世

界のあちこちで立ち上

がった、十代の子どもた

ちの活躍を紹介します。

　気候危機！
　　　　子どもたちが地球を救う

四六判 ISBN978-4-8113-2751-8

堤江実 著　功刀正行 監修

NDC916 本体1,400円＋税 108ページ

ユニセフの職員として、

アフリカのルワンダで働く

ことになった著者。ルワ

ンダには子どものための

娯楽が何もないことを知

り、ルワンダで初めての

子ども向けラジオ番組を

作ろう、と決意します。

夢をかなえることの素晴

らしさを教えます。

修学旅行で広島平和記

念資料館を訪れた５人。

それぞれに悩みを抱え、

戦争とは遠い世界で暮ら

す14歳の胸の内は……。

登場人物に共感を覚えな

がら、物語に登場する被

爆資料などを通して平和

について深く考えていく

作品です。

　　希望、きこえる？
　　　　　 ルワンダのラジオに子どもの歌が流れた日

四六判 ISBN978-4-8113-2745-7

榮谷明子 著

NDC916 本体1,500円＋税 152ページ

 　ワタシゴト
　14歳のひろしま

四六判 ISBN978-4-8113-2727-3

中澤晶子 作　ささめやゆき 絵

NDC913 本体1,400円＋税 128ページ

目標	 頁	 　＜セット本＞　シリーズ名	 	 	 		 									巻数	 コード	 　本体価格	　　	注文数

  2 2 今日からなくそう！	食品ロス　わたしたちにできること  3 1275 　7,800 

  3 2 いのちを救いたい　救急救命 24時     3 1215 　7,500 

  4 2 点字　はじめの一歩      3 1186 　8,400 

  5 3 女子も！　男子も！　生理を知ろう    3 1253 　7,200 

  5 3 もっと知りたい！　話したい！　セクシュアルマイノリティ  3 1107 　7,200 

  6 4 世界の家　世界のくらし〜SDGs につながる国際理解〜  3 1284 　7,500

  7 4 図解　未来を考える　みんなのエネルギー	 	   3 1285 　8,100

  8 4 どうなってるの？　税金の使われ方    3 1261 　7,500 

  9 5 情報を活かして発展する産業　〜社会を変えるプログラミング〜 3 1271 　8,100 

 10 5 同級生は外国人⁉　多文化共生を考えよう    3 1179 　7,500 

 11 5 ユニバーサルデザインでみんなが過ごしやすい町へ   3 1252 　8,100 

 14 6 地球が危ない！　プラスチックごみ    3 1244 　7,800 

 15 6 くらべてみよう！　学校のまわりの外国から来た植物  3 1288 　7,500 

目標	 頁	　　＜単行本＞　書名	 コード	 本体価格			　注文数

  1 6  八月のひかり 2606 1,400 

  3  6  義足と歩む　ルワンダに生きる日本人義肢装具士 2596 1,500 

  5  1  たかく	とびたて　女の子 2715 1,800 

  5  3  太郎の窓 2750 1,500 

  5 3  みんなだいじないのち　赤ちゃんはどうやってうまれるの？ 2769 1,600 

  5  3  レインボーフラッグ誕生物語 2467 1,600 

 10 1  みんなとちがうきみだけど 2591 1,600 

目標		頁	　　＜単行本＞　書名	 コード	 本体価格					注文数

 10 6  わたしは大統領の奴隷だった	ワシントン家から逃げ出した奴隷の物語 2816 1,600 

 12 1  世界でいちばん貧しい大統領のスピーチ 2067 1,600 

 13  7  気候危機！　子どもたちが地球を救う 2751 1,400 

 16 7  ワタシゴト　14歳のひろしま 2727 1,400 

 16 7  希望、きこえる？　ルワンダのラジオに子どもの歌が流れた日 2745 1,500 

 17 1  わたしがかわる	みらいもかわる　SDGs はじめのいっぽ 2722 1,800 

いのちを救いたい 救急救命24時幼・保 s小高

特別活動
理科 AB判　ISBN978-4-8113-1215-6　NDC369　揃本体7,500円／各本体2,500円　各32ページ

東京消防庁、日本大学病院、東海大学医学部付属病院、千葉工業大学、フクダ電子 協力全3巻

今日からなくそう！ 食品ロス わたしたちにできること小高 s高校

外国語
国語 AB判 ISBN978-4-8113-1275-0 NDC588 揃本体7,800円＋税／各本体2,600円＋税 各36ページ

上村協子 監修全3巻

❶密着！ 救命救急センター　 
ISBN978-4-8113-2561-3

❷災害・事故現場へ急げ！ 
ISBN978-4-8113-2562-0

❸最先端！ 救命の技術と装備 
ISBN978-4-8113-2563-7

❶食べられるのに捨てられちゃうの？
ISBN978-4-8113-2723-5

❷本当は食べ物が足りない国・日本
ISBN978-4-8113-2724-2 

❸食品ロスとSDGS
ISBN978-4-8113-2725-9

命の尊さに全力を尽くす人々の活躍を知る
日夜最前線で、人々のいのちを守るために働く仕事を紹介するシリーズ。

社会には人々のため尽力する仕事があって、そのおかげで自分たちが

安心して生活できている、という事実を、子どもたちにつたえ、尊い命

のあり方を考えさせます。AEDの使用方法も解説。

点字 はじめの一歩小高 s高校

理科

B5判変型　ISBN978-4-8113-1186-9　NDC378　揃本体8,400円／各本体2,800円　各56ページ
黒崎惠津子 文　朝倉めぐみ 絵全3巻

●点字のれきし　ルイ・ブライユと石川倉次、そして今 
ISBN978-4-8113-2447-0

●読む書く、きほんの「き」 
ISBN978-4-8113-2448-7

●点字とくらす 
ISBN978-4-8113-2449-4

誰もが等しく学べる世の中を目指して

目の見えない人の文字、点字。今、どんなふうに使われているのでしょ

うか？　見えない世界でどのように工夫しながら生活しているのでしょ

うか？  点字のなりたちや歴史、身の回りの点字から、点字の読み書き

の基本、点字とくらす方法などを丁寧に紹介します。各巻、実際の点

字ページ付き。

コロナウイルスの影響でさらに大きな問題に！

私たちの周りには沢山の食べ物があふれていますが、日本は多くの食べ物

を外国からの輸入に頼っているのが現実です。今こそ「エシカル消費」を学

んで、無駄をなくすために何をすれば良いか考えましょう。

このカタログだけでSDGs全17ゴールすべての関連書が揃います！
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
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わたしがかわる みらいもかわる
SDGsはじめのいっぽ

みんなとちがう
きみだけど

世界でいちばん貧しい
大統領のスピーチ

たかく とびたて 
女の子

小低 s小高

小低 s小高

小低 s小高

小低 s小高

特別活動
国語

特別活動
国語

特別活動
国語

特別活動
国語

AB判 ISBN978-4-8113-2722-8 NDC360
本体1,800円＋税 36ページ

Ａ4判変型 ISBN978-4-8113-2591-0 NDC933
本体1,600円＋税 32ページ

AB判変型 ISBN978-4-8113-2067-0 NDC916
本体1,600円＋税 32ページ  

A4判変型 ISBN978-4-8113-2715-0 NDC367 
本体1,800円＋税 42ページ

原琴乃 作　MAKOオケスタジオ 絵
山田基靖 監修

ジャクリーン・ウッドソン 文　
ラファエル・ロペス 絵

くさばよしみ 編　
中川学 絵

ラケル・ディアス・レゲーラ 作・絵　
星野由美 訳

小さな子もわかる
類書がない
初のSDGs絵本

多様性の
意義を学ぶなら
この絵本

持続可能な社会
実現に向けて
定番のこの一冊

女性活躍社会
実現のために
届けたい一冊

作者の原琴乃さんは、外務省

で国内外の持続可能な開発目

標（SDGs）推進を担当してき

た、言わばSDGsの第一人者

です。この一冊を通じて、と

もすればわかりにくい・教えに

くいSDGsの基本的な理念を

理解し、具体的な行動を身に

つけていくことができます。

きょうしつに　はいると、そこ

にいる　みんなが　きみとは

　ちがっています――外見、言

葉、家庭環境...ちがうことは、

苦しいことかもしれません。で

も、すてきなことでもあります。

リンドグレーン記念文学賞受賞

作家の最新作。

2012年、ブラジルのリオデジャ

ネイロで開かれた国際会議。

南米のウルグアイのムヒカ大

統領はのちに世界の人々から

絶賛されるスピーチをのこしま

す。この絵本はその全容を紹

介するものです。SDGs17の

目標のうち、12のほかに、

11、13、17などが関連。

それぞれの夢をもった3人の女

の子。ヤルキさんがくれた翼

をもっています。ところが、そ

こに悪の軍団があらわれ......。

女性をとりまく様々な障害につ

いて考える絵本。どうか夢を

あきらめないで。だれでもみ

んな翼をひろげれば、空たか

くまでとんでいけるのだから。

17の目標の関連書が揃うカタログ
持続可能な社会を実現するための★★★★★★★★★★★★★★★★

ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）とは
Sustainable（持続可能）・Development（開
発）・Goals（目標）の略語。持続可能なよりよ
い世界をめざし 2015 年国連サミット 193 か国
で採択された。17の目標を 2016 年から 2030
年の 15年間で達成する計画。

この表と解説は

わたしがかわる みらいもかわる
SDGsはじめのいっぽ
から転載しています。本の内容は本カタログの表紙で紹介しています。

vol.2

〒102-0071
東京都千代田区富士見１-６-１
富士見ビル1F
TEL.03-6862-5200
https://www.choubunsha.com/

FAX.03-6862-5202

取扱店

前例のない大雨や猛暑な

ど、観測史上はじめてと

いう異常な天気が、世界

中で起こっています。こ

の危機を止めるため、世

界のあちこちで立ち上

がった、十代の子どもた

ちの活躍を紹介します。

　気候危機！
　　　　子どもたちが地球を救う

四六判 ISBN978-4-8113-2751-8

堤江実 著　功刀正行 監修

NDC916 本体1,400円＋税 108ページ

ユニセフの職員として、

アフリカのルワンダで働く

ことになった著者。ルワ

ンダには子どものための

娯楽が何もないことを知

り、ルワンダで初めての

子ども向けラジオ番組を

作ろう、と決意します。

夢をかなえることの素晴

らしさを教えます。

修学旅行で広島平和記

念資料館を訪れた５人。

それぞれに悩みを抱え、

戦争とは遠い世界で暮ら

す14歳の胸の内は……。

登場人物に共感を覚えな

がら、物語に登場する被

爆資料などを通して平和

について深く考えていく

作品です。

　　希望、きこえる？
　　　　　 ルワンダのラジオに子どもの歌が流れた日

四六判 ISBN978-4-8113-2745-7

榮谷明子 著

NDC916 本体1,500円＋税 152ページ

 　ワタシゴト
　14歳のひろしま

四六判 ISBN978-4-8113-2727-3

中澤晶子 作　ささめやゆき 絵

NDC913 本体1,400円＋税 128ページ

目標	 頁	 　＜セット本＞　シリーズ名	 	 	 		 									巻数	 コード	 　本体価格	　　	注文数

  2 2 今日からなくそう！	食品ロス　わたしたちにできること  3 1275 　7,800 

  3 2 いのちを救いたい　救急救命 24時     3 1215 　7,500 

  4 2 点字　はじめの一歩      3 1186 　8,400 

  5 3 女子も！　男子も！　生理を知ろう    3 1253 　7,200 

  5 3 もっと知りたい！　話したい！　セクシュアルマイノリティ  3 1107 　7,200 

  6 4 世界の家　世界のくらし〜SDGs につながる国際理解〜  3 1284 　7,500

  7 4 図解　未来を考える　みんなのエネルギー	 	   3 1285 　8,100

  8 4 どうなってるの？　税金の使われ方    3 1261 　7,500 

  9 5 情報を活かして発展する産業　〜社会を変えるプログラミング〜 3 1271 　8,100 

 10 5 同級生は外国人⁉　多文化共生を考えよう    3 1179 　7,500 

 11 5 ユニバーサルデザインでみんなが過ごしやすい町へ   3 1252 　8,100 

 14 6 地球が危ない！　プラスチックごみ    3 1244 　7,800 

 15 6 くらべてみよう！　学校のまわりの外国から来た植物  3 1288 　7,500 

目標	 頁	　　＜単行本＞　書名	 コード	 本体価格			　注文数

  1 6  八月のひかり 2606 1,400 

  3  6  義足と歩む　ルワンダに生きる日本人義肢装具士 2596 1,500 

  5  1  たかく	とびたて　女の子 2715 1,800 

  5  3  太郎の窓 2750 1,500 

  5 3  みんなだいじないのち　赤ちゃんはどうやってうまれるの？ 2769 1,600 

  5  3  レインボーフラッグ誕生物語 2467 1,600 

 10 1  みんなとちがうきみだけど 2591 1,600 

目標		頁	　　＜単行本＞　書名	 コード	 本体価格					注文数

 10 6  わたしは大統領の奴隷だった	ワシントン家から逃げ出した奴隷の物語 2816 1,600 

 12 1  世界でいちばん貧しい大統領のスピーチ 2067 1,600 

 13  7  気候危機！　子どもたちが地球を救う 2751 1,400 

 16 7  ワタシゴト　14歳のひろしま 2727 1,400 

 16 7  希望、きこえる？　ルワンダのラジオに子どもの歌が流れた日 2745 1,500 

 17 1  わたしがかわる	みらいもかわる　SDGs はじめのいっぽ 2722 1,800 

いのちを救いたい 救急救命24時幼・保 s小高

特別活動
理科 AB判　ISBN978-4-8113-1215-6　NDC369　揃本体7,500円／各本体2,500円　各32ページ

東京消防庁、日本大学病院、東海大学医学部付属病院、千葉工業大学、フクダ電子 協力全3巻

今日からなくそう！ 食品ロス わたしたちにできること小高 s高校

外国語
国語 AB判 ISBN978-4-8113-1275-0 NDC588 揃本体7,800円＋税／各本体2,600円＋税 各36ページ

上村協子 監修全3巻

❶密着！ 救命救急センター　 
ISBN978-4-8113-2561-3

❷災害・事故現場へ急げ！ 
ISBN978-4-8113-2562-0

❸最先端！ 救命の技術と装備 
ISBN978-4-8113-2563-7

❶食べられるのに捨てられちゃうの？
ISBN978-4-8113-2723-5

❷本当は食べ物が足りない国・日本
ISBN978-4-8113-2724-2 

❸食品ロスとSDGS
ISBN978-4-8113-2725-9

命の尊さに全力を尽くす人々の活躍を知る
日夜最前線で、人々のいのちを守るために働く仕事を紹介するシリーズ。

社会には人々のため尽力する仕事があって、そのおかげで自分たちが

安心して生活できている、という事実を、子どもたちにつたえ、尊い命

のあり方を考えさせます。AEDの使用方法も解説。

点字 はじめの一歩小高 s高校

理科

B5判変型　ISBN978-4-8113-1186-9　NDC378　揃本体8,400円／各本体2,800円　各56ページ
黒崎惠津子 文　朝倉めぐみ 絵全3巻

●点字のれきし　ルイ・ブライユと石川倉次、そして今 
ISBN978-4-8113-2447-0

●読む書く、きほんの「き」 
ISBN978-4-8113-2448-7

●点字とくらす 
ISBN978-4-8113-2449-4

誰もが等しく学べる世の中を目指して

目の見えない人の文字、点字。今、どんなふうに使われているのでしょ

うか？　見えない世界でどのように工夫しながら生活しているのでしょ

うか？  点字のなりたちや歴史、身の回りの点字から、点字の読み書き

の基本、点字とくらす方法などを丁寧に紹介します。各巻、実際の点

字ページ付き。

コロナウイルスの影響でさらに大きな問題に！

私たちの周りには沢山の食べ物があふれていますが、日本は多くの食べ物

を外国からの輸入に頼っているのが現実です。今こそ「エシカル消費」を学

んで、無駄をなくすために何をすれば良いか考えましょう。

このカタログだけでSDGs全17ゴールすべての関連書が揃います！
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
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