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参加しよう！

東京パラリンピックとバリアフリー

山岸朋央 著 認定NPO法人
小中 s 高校

3巻

全

国語
総合

DPI日本会議 協力

GB5判上製 GISBN978-4-8113-1208-8

NDC780 G各48ページ

点字 はじめの一歩
黒崎惠津子 文 朝倉めぐみ 絵

揃本体6,900円＋税／各本体2,300円＋税

小中 s 一般

3巻

全

GB5変形判上製 GISBN978-4-8113-1186-9

NDC378 G各56ページ 揃本体8,400円＋税／各本体2,800円＋税

aaa教科書 関連単元─オリンピック・パラリンピック関連教育全般

（光村）
、
小6社会「ユニバーサルデザイン」
（東書）
、
小6道徳「点字メニューにちょうせん」
（東書）
、
中学公民 ほか
aaa教科書 関連単元─小4国語「手と心で読む」

パラリンピックの魅力を知り、
障がいについて学ぶ

ルイ・ブライユから現代まで、
点字がまるごとわかる入門編

パラリンピックを前に、東京はいま、障がい

目の見えない人の文字、点字。今、どん

のある人たちが過ごしやすい街に変わってき

なふうに使われているのでしょうか？ 見

ています。本書では、パラリンピック競技の

えない世界でどのように工夫しながら生活

選手のすごさや競技の魅力を紹介しながら、

しているのでしょうか？ 点字のなりたち

障がいのある人たちが不便なく生活していく

や歴史、身の回りの点字から、点字の読

ための街づくりについても知ることができます。

み書きの基本、点字とくらす方法などを

教科書関連 小 国語ほか

教科書関連 オリパラ教育ほか

総合
福祉

2019最新刊

4

丁寧に紹介します。各巻、実際の点字ペー
1

パラリンピック競技を体験！

ジ付き。

―ボッチャ、
ゴールボール など
978-4-8113-2508-8

2

1

ルイ・ブライユと石川倉次、
そして今
978-4-8113-2447-0

パラリンピックで変わる日本
―新しい街とユニバーサルデザイン
978-4-8113-2509-5

3

パラリンピック選手を応援しよう

読む書く、
きほんの「き」

3

点字とくらす

978-4-8113-2449-4

このシリーズもおすすめ! a「みんなを幸せにする新しい福祉技術」→P19

3巻

全

G四六判上製 GISBN978-4-8113-1213-2

NDC916 G平均190ページ 揃本体4,500円＋税／各本体1,500円＋税

NHK 大河ドラマの主人の
半生を子どもむけに解説

NHK 大河ドラマにも登場する、1964 年、
東京にオリンピックが招致されるまでに活
躍した人物を紹介するシリーズ。日本初
のオリンピック選手である金栗四三、オリ
ンピック誘致の陰の立役者・田畑政治、
日本スポーツ界の重鎮・嘉納治五郎の生
涯を紹介。

「暗やみの中のきらめき」→P33
このシリーズもおすすめ! a「子どものための点字事典」

国語
道徳
小低 s 小高

見たい！知りたい！

2巻

全

世界の子どもたちのくらし

GB4変形上製 GISBN978-4-8113-1227-9

aaa教科書 関連単元─小6社会「世界の中の日本」
（東書）
（教出）
ほか

世界のくらしと
文化の多様性を知り、
比較しよう！

NDC384 G平均47ページ 揃本体4,800円＋税／各本体2,400円＋税

教科書関連 小 社会ほか

1964年東京オリンピック物語
近藤隆夫 著

小上 s 一般

2

978-4-8113-2448-7

―特別な器具にも注目
978-4-8113-2510-1

国語
社会

点字のれきし

6

イタリア、ウガンダ、ロシア、イラン、イ
ンド、ペルー、日本の 7 つの家族の、リア
ルな 1 日の生活を紹介する絵本、35ヶ国
の文化と暮らしを、11 のテーマにわけて
紹介する絵本。近くて遠い、遠くて近い
世界各国のさまざまな共通点や違い、驚
くべき多様な文化を学びます。

伝説のオリンピックランナー
〝いだてん〟金栗四三
978-4-8113-2499-9

わたしのくらし 世界のくらし

オリンピックを呼んだ男 田畑政治

マット・ラマス 作・絵 おおつかのりこ 訳

978-4-8113-2550-7

柔道の父、体育の父 嘉納治五郎
978-4-8113-2551-4

「メダルへの道 ニッポンのトップアスリート」→P30
このシリーズもおすすめ! a「みんなでつかんだ栄光のメダル」

2

地球にくらす7人の子どもたちのある1日

978-4-8113-2507-1

世界あっちこっち くらし探検
世界の人々の文化を学ぼう

スージー・レイ 文 グレッグ・パプロツキ 絵
おおつかのりこ 訳

978-4-8113-2534-7

3
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5回で折れる

季節と行事のおりがみ

生活
理科
図工

いしかわ☆まりこ 作
幼児 s 小高

4巻

全

GAB判上製 GISBN978-4-8113-1202-6

NDC750 G各40ページ

揃本体9,600円＋税／各本体2,400円＋税

幼児 s 小高

どんどん！どんぐり工作
まるばやしさわこ 作

3巻

全

GAB判上製 GISBN978-4-8113-1225-5

NDC754 G各32ページ

揃本体7,500円＋税／各本体2,500円＋税

（東書）
、
「あきと なかよし」
（大日本）
、
「あきと ともだちに なろう」
（教出）ほか
aaa教科書 関連単元─小1生活「たのしい あき いっぱい」

学校で使いやすい！
いちばんやさしい
おりがみの本

最新作がいっぱい！
どんぐり工作の決定版！

たった 5 つのステップで完成！いちばんや

小学校 1、2 年生の生活科「自然や物を

さしいおりがみシリーズの登場です。お

使った遊び」小学校 2 年の生活科「どんぐ

ひなさま、こいのぼり、あさがお、おり

りで作ったおもちゃで遊ぼう」など、どん

ひめとひこぼし、秋のくだもの、お月見だ

ぐりごまをはじめ、教科書で掲載されてい

んご、富士山、おに…季節に合わせた作

ます。子どもたちに絶大なる人気を誇る

品は、学校の壁面かざりや、メッセージづ

どんぐりの工作アイディアをまとめたシ

くりにぴったり！

リーズです。

1

はる

2

なつ

〜ひまわり・かぶとむし・ヨット ほか〜
978-4-8113-2516-3

1

3

あき

〜どんぐり・ピアノ・お月見だんご ほか〜
978-4-8113-2517-0

2

めいろ・とんとんずもう ほか

4

ふゆ

3

アクセサリー・クリスマスリース ほか

教科書関連 小 ・ 生活科ほか

図工
特別活動

2019最新刊

1
2

〜さくら・ちょうちょ・おひなさま ほか〜
978-4-8113-2515-6

978-4-8113-2555-2
978-4-8113-2556-9

〜サンタ・てぶくろ・おに ほか〜
978-4-8113-2518-7

978-4-8113-2557-6

このシリーズもおすすめ! a「楽しいハロウィン工作」→P29

小中 s 中学

食べたあとの
お楽しみ！
平田美咲 作

3巻

全

このシリーズもおすすめ! a「どんぐり図鑑」→P25

かわいいパッケージクラフト

GB5判上製 GISBN978-4-8113-1224-8

お菓子のパッケージで作る
かわいい小物

NDC750 G各48ページ

揃本体7,200円＋税／各本体2,400円＋税

家庭科
特別活動

気持ちを伝える
おもてなし
寺西恵里子 作

小低 s 小高

全

4巻

はじめてのおにぎり&サンドイッチ

GAB判上製 GISBN978-4-8113-1211-8

NDC596 G各32ページ

揃本体8,800円＋税／各本体2,200円＋税

aaa教科書 関連単元─小学校家庭科「ご飯をたいておにぎりをつくろう」
「家族のためにパーティーをしよう」
（開隆堂）
、
「感謝を伝えるパーティー」
（東書）ほか

チョコレートの紙箱がスマホケースに、ポ

家庭科に役立つ！ きほんの
おにぎり& サンドイッチ

テトチップスの箱がつながる手紙に変身！

かんたんに作れて、調理実習にもかかせ

捨てるにはもったいない、オシャレなお菓

ないおにぎりとサンドイッチ。具を工夫す

子の空き箱を使って、かわいい雑貨を作

ればおかずと主食も兼ねられて、みんな

るアイディアが満載です。定番パッケージ

大好きなメニューです。楽しいレシピを多

に加え、新作が多数、登場します。

数紹介。家庭科教科書「お世話になった

教科書関連 小学校家庭科ほか

図工
美術
特別活動

こま・やじろべえ・マラカス ほか

人のためのおにぎり・サンドイッチパー
ティー」の項目にも！
にぎっておいしい きほんのおにぎり
978-4-8113-2566-8
気持ちをこめて おにぎりパーティー
978-4-8113-2567-5

お菓子なお手紙

はさんで楽しい きほんのサンドイッチ
978-4-8113-2568-2

お菓子なステーショナリー

感謝を伝える サンドイッチパーティー
978-4-8113-2569-9

978-4-8113-2579-8
978-4-8113-2580-4

お菓子なおしゃれ雑貨
978-4-8113-2581-1

4

このシリーズもおすすめ! a「火も包丁も使わない魔法のレシピ」→P28

5

2019最新刊
教科書関連 小 理科ほか

5

理科
生活科

まいて観察！

2019最新刊

たね図鑑

理科
国語

おくやまひさし 写真・文
小低 s 小高

3巻

全

GAB判上製 GISBN978-4-8113-1223-1

NDC471 G各48ページ

愛蔵版

ジュニア空想科学読本 第3期

柳田理科雄 著 藤嶋マル、
きっか 絵
揃本体7,800円＋税／各本体2,600円＋税

（東書）
、
小5理科「植物の発芽と成長」
（東書）ほか
aaa教科書 関連単元─小3理科「植物を育てよう」

小中 s 中学

3巻

全

G四六判上製 GISBN978-4-8113-1203-3

NDC400 G各216ページ

揃本体4,500円＋税／各本体1,500円＋税

科学する心がうまれる、
日本一笑える理科の本！

たねと成長の様子が
観察できる！

『ラピュタ』の飛行石の仕組みは？ 戦隊

朝顔やヒマワリを育てるとたくさんのタネ

ロボの合体にかかる電気代は？ 『ドラゴ

がとれ、土に植えると芽が出ます。では、

ンボール』の仙豆はどれだけ栄養がある

ジャガイモやチューリップのタネは見たこ

の？ マンガやアニメ、ゲーム、昔話で「あ

とあるでしょうか？ 学校で栽培・観察す

れっ？」と思ったら、それは科学への入り

る身近な植物を中心に、タネの形や大き

口だ！ さあ、その疑問を科学的に検証

さ、運ばれ方、発芽・成長のひみつに迫

しよう！!

るシリーズです。

1

花・やさいのたね
978-4-8113-2531-6

ヒマワリ・イネ ほか

愛蔵版 ジュニア空想科学読本⑦
978-4-8113-2511-8

2

野草のたね

タンポポ・レンゲソウ ほか
978-4-8113-2532-3

愛蔵版 ジュニア空想科学読本⑧
978-4-8113-2512-5

3

木・くだもののたね

愛蔵版 ジュニア空想科学読本⑨
978-4-8113-2513-2

どんぐり・リンゴ ほか

978-4-8113-2533-0

「生き物たちの冬ごし図鑑」
「調べてみよう 名前のひみつ 完全版」→P25
このシリーズもおすすめ! a「生命の博物館」

理科をたのしく！

光と音の実験工作

家庭
社会

平野弘之、
堀亨、
森弘之 監修
小中 s 中学

3巻

全

GAB判上製 GISBN978-4-8113-1196-8

NDC407 G各32ページ

aaa教科書 関連単元─小3理科「太陽と光を調べよう」
（東書）
、
小4理科「電気のはたらき」
（東書）
ほか

新学習指導要領に沿って
「音と光」を紹介

揃本体7,500円＋税／各本体2,500円＋税

旬ってなに？ 季節の食べもの
本多京子 監修

小中 s 中学

4巻

全

GAB判上製 GISBN978-4-8113-1221-7

NDC596 G各32ページ

揃本体9,200円＋税／各本体2,300円＋税

（開隆堂）
「まかせてね 今日の食事」
（東書）、小5社会「わたしたちの生活と食料生産」
（東書）ほか
aaa教科書 関連単元─小学校家庭科「くふうしよう おいしい食事」

指導要領改訂により、これまで中学校で

旬の食べものと、
日本の伝統文化の関係
を学べます

指導されていた「音の性質」が、小学校「光

スーパーマーケットには一年中同じ野菜や

と音の性質」の単元で学習することになり

魚介が並び、「旬がわからなくなった」と

ます。当シリーズで実験しながら、光と音

言われる現代。旬の素材を知り、旬と深

のふしぎを学びましょう。工作をすること

い関わりのある日本の伝統文化について

で屈折や反射のメカニズムを感覚的に理

も学びましょう。このシリーズではさらに

解できます。

一歩掘り下げて、「旬がなくなった理由」

教科書関連 家庭科ほか

教科書関連 小 ・ 理科ほか

3
4

理科
図工

このシリーズもおすすめ! a「愛蔵版ジュニア空想科学読本 第1期・第2期」→P25

についても考察しています。
1

ピンホールカメラ ほか

〜光の性質を学ぼう〜

やまびこマイク ほか

〜音の性質を学ぼう〜

978-4-8113-2496-8

2

978-4-8113-2497-5

3

ソーラークッカー ほか

〜もっと深く知ろう〜

978-4-8113-2498-2

このシリーズもおすすめ! a「柳田理科雄の一日一科学」→P25

6

春

978-4-8113-2574-3

夏

978-4-8113-2575-0

秋

978-4-8113-2576-7

冬

978-4-8113-2577-4

このシリーズもおすすめ! a「栄養素のはたらき」→P23

7
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すらすらよめる日本の古典 原文付き

国語
道徳

長尾剛 文 若菜等＋Ki 絵
小高 s 高校

5巻

全

GA5判上製 GISBN978-4-8113-1216-3

NDC913 G平均196ページ

佐久間 博 著

揃本体9,000円＋税／各本体1,800円＋税

小中 s 高校

3巻

全

GA5判上製 GISBN978-4-8113-1219-4

（光村）
「古文に親しもう」
（東書）
、
中1国語「いにしえの心に触れる」
（光村）ほか
aaa教科書 関連単元─小5国語「古典の世界」

aaa教科書 関連単元─小6道徳「先人の言葉に学ぶ」
（東書）ほか

超訳の現代文と、
古典原文を読み比べ！
教科書に出てくる有名な古典が、愉しくリ

生きる力、努力する力、
思いやるこころを
言葉で届けます。

ズムのよい現代文と、美しい挿し絵で、

いまを生き各界で活躍する著名人たちを

すらすら読めるようになっています。原文

中心に、彼らがつむいだ名言をわかりや

もしっかり収録した
【決定版】
日本の古典コ

すい解説とともに紹介します。自分を見

レクションです。収録作は教科書頻出の

つめ直し、前に進む勇気。未来に向かっ

『竹取物語』
『枕草子』
『徒然草』
『平家物語』

ての努力や夢など… 50 の名言をジャンル

『おくのほそ道』。

ごとに収載しました。

竹取物語

978-4-8113-2526-2

枕草子

978-4-8113-2527-9

徒然草

978-4-8113-2528-6

平家物語

978-4-8113-2529-3

おくのほそ道

978-4-8113-2530-9

知っておきたい
全

3巻

6

978-4-8113-2552-1

谷川俊太郎、
フジコ・ヘミング ほか
978-4-8113-2553-8

山中伸弥、
さかなクン ほか
978-4-8113-2554-5

教科書に出てくる故事成語

特別活動
国語

全国漢文教育学会 編
小高 s 高校

GB5変型判上製 GISBN978-4-8113-1210-1

校内放送でつかえる
ながたみかこ 著 多屋光孫 絵

NDC810 G各40ページ 揃本体6,600円＋税／各本体2,200円＋税

小低 s 小高

3巻

全

学校なぞなぞ

G四六判上製 GISBN978-4-8113-1214-9

NDC798 G各80ページ

aaa教科書 関連単元─小3国語「知ると楽しい故事成語」
（光村）、小4国語「故事成語について知ろう」
（東書）、中1国語「故事成語」
（三省堂）
「今に生きる言葉」
（東書）ほか

（光村）
、
小2国語「ことばを楽しもう」
（光村）ほか
aaa教科書 関連単元─小1国語「ことばを たのしもう」

故事成語をおぼえて、
語彙力アップ！
語彙力アップのためにも、おぼえておき

つくり方も解説。
勉強にも役立つ
なぞなぞあそび

たい故事成語。「塞翁が馬」
「呉越同舟」

校内放送などで利用できる、おもしろい、

「五十歩百歩」
「覆水盆に返らず」など、教

話の小ネタになるなぞなぞを集めました。

科書に出てくる基本的な表現を中心に、

一題一題に答えの解説がついています。

意味や出典、小中学生の日常生活にあて

作り方も紹介しているので、語彙力アップ

はめた例を紹介します。

につながります。

生きかたを考える言葉

1

授業編

2

学びを深める言葉

2

給食、
休み時間編

3

歴史から生まれた言葉

3

放課後、
クラブ活動編

1

揃本体5,400円＋税／各本体1,800円＋税

978-4-8113-2582-8

このシリーズもおすすめ! a「声に出そうはじめての漢詩」→P22

1
2

978-4-8113-2558-3

978-4-8113-2583-5
978-4-8113-2584-2

揃本体4,800円＋税／各本体1,600円＋税

教科書関連 小 ・ 国語ほか

教科書関連 中学校国語ほか

国語
道徳

NDC917 G各120ページ

イチロー、
樹木希林 ほか

このシリーズもおすすめ! a「語呂合わせで、完全マスター！ 五色百人一首」→P22

8

きみを変える50の名言

教科書関連 小 道徳ほか

教科書関連 中 国語ほか

1

国語
読書活動

2019最新刊

978-4-8113-2559-0
978-4-8113-2560-6

このシリーズもおすすめ! a「決定版 語彙力アップ！ことばあそび」→P22

9

2019最新刊
伝統あそびで国際交流！

2巻

全

小高 s 一般

英語でおりがみ・あやとり

GAB判上製 GISBN978-4-8113-1209-5

NDC830 G各64ページ

社会
理科

和の文化を発見する
中庭光彦 監修

揃本体7,000円＋税／各本体3,500円＋税

小中 s 中学

aaa教科書 関連単元─2020年度より小3・4「外国語活動」必修化、小5・6「外国語」教科化、中3英語「日本文化紹介」
（東書）、
「Japan, an amazing country」
（三省堂）ほか

3巻

全

水とくらす日本のわざ

GA4変形判上製 GISBN978-4-8113-1220-0

NDC600 G各48ページ 揃本体8,400円＋税／各本体2,800円＋税

「きょう土のはってんにつくす」
（東書）、小5社会「わたしたちの国土」
（東書）、小4理科「自然の中の水」
（大日本）、小5理科「流れる水のはたらき」
（東書）ほか
aaa教科書 関連単元─小3社会「住みよいくらしをつくる」

日英対訳で
おりがみ・あやとり
を楽しもう

日本の伝統的なくらしと
水との関係をさぐります

手を動かす遊びは、言葉がちがっても、

日本の伝統文化を「水」という観点から考

誰にでも楽しめます。おりがみ・あやとり

えるシリーズ。水にまつわる日本ならでは

のやさしい作品・定番の作品を日英対訳、

の伝統的な技術や産業、昔ながらのくら

図や写真入りでわかりやすく紹介。外国

しの中で行われてきた水とのつきあい方、

からきた友だちとのコミュニケーションの

水を通じてくらしを楽しむ方法などを、美

きっかけに最適です。

しいビジュアルで紹介します。

教科書関連 小 ・ 社会ほか

教科書関連 中学校英語ほか

英語
特別活動

2019最新刊

3
5

伝統あそびで国際交流！ 英語でおりがみ
いしかわ☆まりこ 作

大門久美子 編

978-4-8113-2519-4

1

伝統あそびで国際交流！ 英語であやとり

978-4-8113-2586-6

フィグインク、
大門久美子 編

2

978-4-8113-2520-0

4巻

全

NDC790 G各64ページ

揃本体6,400円＋税／各本体1,600円＋税

伝統―打ち水・風呂・ししおどし など
978-4-8113-2588-0

うらないブック

GA5判上製 GISBN978-4-8113-1212-5

かわいくて役に立つ！
図書館向け占いシリーズ

3

福祉
特別活動
小中 s 高校

いのちを救いたい

3巻

全

救急救命24時

GAB判上製 GISBN978-4-8113-1215-6

NDC369 G各32ページ

aaa教科書 関連単元─小4社会「くらしを守る」
（東書）
、
小4社会「安全なくらしを守る」
（日文）ほか

いのちを救う現場の
最先端を写真で解説

キラキラかわいいうらないシリーズ！ あ

日夜最前線で、人々のいのちを守るため

なたの未来、友情、恋愛、気になる人と

に働く仕事を紹介するシリーズ。社会に

の相性、ダークサイド…知りたいことが

は人々のため尽力する仕事があって、そ

みーんなわかっちゃう！ 星座、トランプ、

のおかげで自分たちが安心して生活でき

誕生日、心理テストと人気のうらないがせ

ている、という事実を、子どもたちにつ

いぞろいです。

たえ、尊い命のあり方を考えさせます。

揃本体7,500円＋税／各本体2,500円＋税

教科書関連 小 社会ほか

キラキラ☆ハッピー
ミズマチユミコ 著

小中 s 中学

産業―和紙・染めもの・和食 など
978-4-8113-2587-3

「Welcome to Japan! 中学英語で話そう 日本の文化」→P23
このシリーズもおすすめ! a「ようこそ日本へ！写真英語ずかん」

特別活動
クラブ活動

生活―井戸・水道・堤防 など

4

AED の使用方法も解説。

運命がかわる！？
キラキラ☆ハッピー 星座うらない
978-4-8113-2535-4

ゼッタイあたる！？
わくわく☆ハッピートランプうらない

1

未来がわかる！？

2

ココロがよめる！？
みんなで☆ハッピー 心理テスト

3

東京消防庁、
日本大学病院 協力

978-4-8113-2561-3

978-4-8113-2536-1

ドキドキ☆ハッピー 誕生日妖精うらない
978-4-8113-2537-8

978-4-8113-2538-5

10

密着！救命救急センター
災害・事故現場へ急げ！

東京消防庁、
東海大学医学部付属病院 協力

978-4-8113-2562-0

最先端！ 救命の技術と装備
千葉工業大学、
フクダ電子 協力

978-4-8113-2563-7

11

2019最新刊
国語
社会

2019最新刊

京極夏彦のえほん遠野物語 第二期

国語
読書活動

柳田国男 原作 京極夏彦 文
小低 s 中学

4巻

全

GA4変型判上製 GISBN978-4-8113-1201-9

NDC913 G各32ページ 揃本体6,000円＋税／各本体1,500円＋税

好評シリーズ第二弾！
ふしぎな話こわい話の原点
を絵本で。

文豪ノ怪談 ジュニア・セレクション 第二期
東雅夫 編・註釈 水沢そら、
ハダタカヒト、
玉川麻衣 絵

小高 s 高校

3巻

全

G四六判上製 GISBN978-4-8113-1204-0

NDC913 G平均280ページ 揃本体5,400円＋税／各本体1,800円＋税

日本文学に怪談で親しむ，
人気シリーズ第二弾！
好評につき第二弾が登場！文豪がのこした

怪談の原点『遠野物語』が、新たな語りで

怪談を、文芸評論家・東雅夫が児童向け

よみがえる好評シリーズ、第二弾が登場！

に分かりやすく編集したシリーズ。全収録

山にひそむ恐ろしい狼、うば捨て山をさ

作品に豪華な挿し絵入り、総ルビ、丁寧

まよう幽霊……。

な註釈つき。より深く、怪談と文学の世

気鋭のイラストレー

ターや、人気絵本作家が作画を担当し、

界へあなたを誘います。

より深く、遠野物語の世界に子どもたち
を誘います。

おしらさま
伊野孝行 絵

978-4-8113-2479-1

おいぬさま
中野真典 絵

影

北原白秋・澁澤龍彦 ほか
978-4-8113-2483-8

978-4-8113-2480-7

ごんげさま
軽部武宏 絵

厠

谷崎潤一郎・松谷みよ子 ほか
978-4-8113-2484-5

978-4-8113-2481-4

でんでらの
はたこうしろう 絵

死

内田百閒・林芙美子 ほか
978-4-8113-2485-2

978-4-8113-2482-1

このシリーズもおすすめ! a「京極夏彦のえほん遠野物語 第一期」→P31

国語
道徳

このシリーズもおすすめ! a「文豪ノ怪談 ジュニア・セレクション 第一期」→P31

平和へのとびら 中澤晶子ものがたり集

国語
読書活動

中澤晶子 作
小中 s 中学

全

4巻

G四六判上製 GISBN978-4-8113 -1226-2 NDC913 G平均158ページ

中澤晶子さんの
代表作を集めた文学作品

揃本体5,700円＋税／★本体1,400円＋税 ★本体1,500円＋税

SFショートストーリー傑作セレクション

日下三蔵 編 456、
旭ハジメ、
谷川千佳、
星野勝之 絵
小高 s 高校

4巻

全

G四六判上製 GISBN978-4-8113-1205-7

NDC913 G平均208ページ 揃本体6,400円＋税／各本体1,600円＋税

これが現代文学・
ライトノベルの源流だ！

野間児童文芸新人賞を授賞した『ジグソー

【星新一･筒井康隆・小松左京】……。現

ステーション』をはじめ、中澤晶子氏の代

代文学・ライトノベルに深い影響を与え

表作・名作を集めたシリーズ。広島・チェ

続けている初期 SF 作品から、親しみやす

ルノブイリ・福島などを舞台に、平和とは

い、ショートショート・短篇を集めたアンソ

なにか、命とはなにかを問いかけます。

ロジーシリーズが登場！巻末では、SF の
歴史や各著者のプロフィール・代表作な
どを丁寧に解説。

さくらのカルテ ★
ささめやゆき 絵

時間篇 [人の心はタイムマシン／時の渦]
978-4-8113-2546-0

ジグソーステーション ★
ささめやゆき 絵
978-4-8113-2493-7

ロボット篇 [幽霊ロボット／ヴォミーサ]

あしたは晴れた空の下で ★

異次元篇 [次元を駈ける恋／潮の匂い]

3＋6の夏 ★

未来篇 [人口九千九百億／緑の時代]

小林ゆき子 絵

ささめやゆき 絵

12

978-4-8113-2492-0

978-4-8113-8809-0
978-4-8113-2204-9

978-4-8113-2547-7
978-4-8113-2548-4
978-4-8113-2549-1
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国語
読書活動

赤川次郎 ホラーの迷宮

2019最新刊

冬のアスリートたち

国語
道徳

赤川次郎 著
小中 s 高校

4巻

全

G四六判上製 GISBN978-4-8113-1222-4

NDC913 G平均208ページ 揃本体6,000円＋税／各本体1,500円＋税

満薗文博、
師岡亮子、
甲斐毅彦、
林 直史、
田中 充 著
小中 s 一般

6巻

全

G四六判上製 GISBN978-4-8113-1206-4

怖い話や奇妙な物語など、
傑作揃いの短編集

アスリートたちの
活躍と足跡を紹介します。

大ベストセラー作家・赤川次郎さんの作

記憶に新しい平昌五輪。その舞台で輝い

品の中から、ちょっと怖い話や不思議な

たトップアスリートの幼少期から現在まで

物語を集めました。収録作品はすべて短

の足跡と活躍を紹介するスポーツ伝記読

編で、気軽に読みはじめることができます。

み物。人一倍の努力とアクシデントや挫

読書の素晴らしさ、想像の世界にはばた

折を乗り越え数々の栄冠を勝ち取り、さ

くことのの楽しさを知ることのできるシ

らなる飛躍のために進化を続けるアスリー

リーズです。

トたちの姿が見えてきます。

受取人、
不在につき―
978-4-8113-2570-5

砂に書いた名前

羽生結弦 あくなき挑戦の軌跡

978-4-8113-2477-7

葛西紀明 不屈のレジェンド

978-4-8113-2486-9

978-4-8113-2571-2

小平奈緒

お出かけは
［13日の金曜日］

高木菜那・美帆 ともに頂点へ

978-4-8113-2572-9

高梨沙羅

長距離電話

このシリーズもおすすめ! a「赤川次郎 ミステリーの小箱」→P30

国語
読書活動

978-4-8113-2495-1

さらなる飛躍 978-4-8113-2487-6

新海誠ライブラリー

全

5巻

G四六判上製 GISBN978-4-8113-1207-1

『君の名は。』ほか、
大ヒットアニメ映画の
原作小説セット！

978-4-8113-2501-9

「メダルへの道 ニッポンのトップアスリート」→P30
このシリーズもおすすめ! a「みんなでつかんだ栄光のメダル」

国語
社会

新海誠、
あきさかあさひ、
大場惑 著
小高 s 高校

揃本体9,600円＋税／各本体1,600円＋税

栄光と友情 978-4-8113-2488-3

カーリング女子 チームと栄冠

978-4-8113-2573-6

NDC916 G各156ページ

NDC913 G平均264ページ 揃本体9,000円＋税／各本体1,800円＋税

もしものときの妖怪たいさくマニュアル
村上健司 著 山口まさよし 絵

小低 s 小高

3巻

全

GA5判上製 GISBN978-4-8113-1217-0

NDC387 G各80ページ

揃本体4,800円＋税／各本体1,600円＋税

妖怪の傾向を知って、
対策をたてよう。
妖怪がいま目の前に現われたら、どうす

2016 年公開のアニメ映画『君の名は。』が

れば良いのか？その妖怪の正体は？などを

記録的大ヒットとなった新海誠監督。監督

ストーリー形式をまじえて紹介。傾向と対

自らが手がけた原作小説をセットにしたこ

策をチャートなどで分析します。さらにコ

のシリーズでは、新海監督独自の繊細な

ラムでは妖怪にまつわる由来、名所など

世界観を、
たっぷりと味わうことができます。

も解説します。

本を手に取れば、映画の感動が蘇ります！

小説

君の名は。

978-4-8113-2502-6

小説

言の葉の庭

978-4-8113-2503-3

小説 星を追う子ども
978-4-8113-2504-0
小説 秒速 センチメートル
978-4-8113-2505-7

5

小説

ほしのこえ

978-4-8113-2506-4

このシリーズもおすすめ! a「細田守作品集」→P31

14

海や水辺にあらわれる妖怪
978-4-8113-2521-7

山にあらわれる妖怪
978-4-8113-2522-4

家や街にあらわれる妖怪たち
978-4-8113-2523-1

！ 日本一周妖怪めぐり」→P20
このシリーズもおすすめ! a「47都道府県！

15
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国語
道徳
幼児 s 小高

中学年からのノンフィクション

3巻

全

2019最新刊

動物だいすき！

GA5判上製 GISBN978-4-8113-1228-6 NDC900 G平均110ページ

国語
道徳

嶋田香 訳

揃本体4,600円＋税／★各本体1,500円＋税 ★本体1,600円＋税

小中 s 中学

中学年から読める！
動物ノンフィクション

愛蔵版
全

3巻

野生どうぶつを救え！

本当にあった
涙の物語 第2期

G四六判上製 GISBN978-4-8113-1200-2

保護猫活動をする小学生、目の見えないセラピー

動物たちの SOS！
感動のノンフィクション

犬、野生のテンとくらした一家など、人と動物と

小さなおりの中のヒョウの母子、洪

のかかわりや動物をとりまく問題を考える、中学

水で母を亡くした子グマ、違法に売

年からのノンフィクションを集めました。写真が

買されたトラの子ども─。過酷な

トラの子を助けだせ！

いっぱいで手に取りやすいシリーズです。

環境から、動物たちを助けることが

978-4-8113-2491-3

できるのか !?

NDC936 G平均128ページ 揃本体4,500円＋税／各本体1,500円＋税

ふるさとに帰ったヒョウ
サラ・スターバック 著

978-4-8113-2489-0

仲間をみつけた子グマ
ジェス・フレンチ 著

978-4-8113-2490-6
ルイーザ・リーマン 著

KADOKAWA 刊『野

生どうぶつを救え！ 本当にあった涙

スマイリー 目の見えないセラピー犬★

の物語』愛蔵版の第 2 期。

ジョアン・ジョージ 著／中家多惠子 訳

978-4-8113-2524-8

山の子テンちゃん

「中学年からのノンフィクション 動物だいすき！」→P16
このシリーズもおすすめ! a「愛蔵版 野生動物を救え！第1期」→P32、

空から落ちてきた小さないのち★
佐和みずえ 著

978-4-8113-2565-1

すてねこたちに未来を

国語
理科

小学4年生の保護ねこ活動★
菅聖子 著

978-4-8113-2585-9

教科書関連 道徳ほか

小低 s 中学

ちがいは豊かさ

4巻

全

絵本で考える多文化共生

GA4判変型上製 GISBN978-4-8113-1229-3 NDC900 G平均40ページ

揃本体7,000円＋税／★各本体1,800円＋税 ★本体1,600円＋税

aaa教科書 関連単元─小3道徳「同じ小学校でも」、
小5道徳「同じでちがう」
（光村）ほか

小高 s 高校

畑の害虫・アブラムシをやっつけるために、高校生が始めた「テントウムシ大作戦」。ユニークな方法を思
いついた彼らに、次々とふりかかる難問─。食べものと農業、いのち、環境のいまとこれからについ
て考える食農ノンフィクション。

小高 s 高校

の踊り子の女性の伝記、生まれた「島」を覚えて
社会、学校を目指すために読んでおきたいセット。
ジュノ・ディアス、
ジャクリーン・ウッドソンの新作も！

わたしの島をさがして ★

本体1,500円＋税

原爆のむごさを今に伝える広島平和記念資料館（原爆資料館）は、ひとりの男の執念と努力によって誕生
した。その名は長岡省吾─。資料館の誕生秘話や初代館長でもある長岡の知られざるエピソードを紹介。
広島が「平和の街」に変貌を遂げる様子も描いています。

国語
国際理解

978-4-8113-2514-9

お話の種をまいて

プエルトリコ出身の司書プーラ・ベルプレ ★

世界のいまを伝えたい

フォトジャーナリスト久保田弘信

アニカ・アルダムイ・デニス 作／パオラ・エスコバル 絵／星野由美 訳

978-4-8113-2589-7

スイレンの花のように

小高 s 高校

平和をつなぐカンボジアの踊り子 ★

久保田弘信 著
G四六判上製 GISBN978-4-8113-2564-4 G208ページ

パスカル・ルメートル 作・絵／たかのゆう 監訳

ジャクリーン・ウッドソン 作／ラファエル・ロペス 絵／都甲幸治 訳

G四六判上製 GISBN978-4-8113-2500-2 G188ページ

広島平和記念資料館初代館長の感動秘話。
ズ
タイム
ヨーク
／
ニュー ラー 1 位 ・
セ
ー
ト
ベス ・ライブラリ
ル
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ジュノ・ディアス 作／レオ・エスピノサ 絵／都甲幸治 訳

みんなとちがうきみだけど ★

ヒロシマをのこす

平和記念資料館を
つくった人・長岡省吾

佐藤真澄 著

いない移民の女の子の物語など、多文化共生の

978-4-8113-2590-3

本体1,500円＋税

GA5判上製 GISBN978-4-8113-2578-1 G128ページ

飛ばないテントウムシは、農薬の代わりになれるのか !?

国語
平和学習

多様性を知り認め合う
きっかけになる絵本
アメリカに南米文化を広めた司書や、カンボジア

2018 レ賞
プ
・ベル
ー
プーラ部門オナ
画家

978-4-8113-2591-0

「伝記絵本 新たな一歩をふみだした人たち」→P32
このシリーズもおすすめ! a「同級生は外国人！？」→P18、
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テントウムシ大作戦

谷本雄治 著

「愛蔵版 野生動物を救え！第2期」→P17
このシリーズもおすすめ! a「愛蔵版 野生動物を救え！第1期」→P32、

国語
道徳
国際理解

野菜を
守れ！

本体1,500円＋税

日本を代表するジャーナリストが語る報道の意義。

2016 年 2 月、イラク北部での IS 掃討作戦に、外国人として唯一従軍取材を行うなど、世界で活躍中の
久保田弘信。なぜジャーナリストは危険を顧みず戦地等に赴くのか、自らの半生を振り返りながら、その
理由を語る。自己責任論がはびこるいま読みたい一冊。
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好評既刊シリーズ
2018 年度 選書ベスト10 のセットには

2018 年度
第

1位

選

書

はだしのゲン

中沢啓治

四六上製判 ISBN978-4-8113-7971-5 NDC726
揃本体23,800円／各本体1,400円 各173〜231ページ

中沢啓治／著

17 巻

全

平和学習・道徳

ロングセラー「はだしのゲン」で知ら
れる筆者の、選びぬかれた珠玉の作
品集。時を経ても色あせない、平和
と命の尊さを訴える名作ぞろいです。

●ユーカリの木の下で

社会・総合学習

平和学習・道徳

ありのままの
セクシュアルマイノリティ きみがいい

日本の戦争と動物たち
A4判上製 ISBN978-4-8113-1185-2 NDC391
揃本体7,800円／各本体2,600円 各40ページ

もっと知りたい！
話したい！
全

3巻

東海林次男、牛田守彦・平井美津子／著 平和学習・道徳
戦時中、
兵士だけでなく、
動物たちも動員され、
戦場で
戦い、動物実験や毛皮に利用され、命を奪われました。
豊富な資料や写真、事実をもとにしたお話などで、平
和な現代と戦時中を比較しながら、低学年の子どもに
も分かりやすいです。

●いつか見た青い空  上巻・下巻

❶戦場に連れていかれた動物たち

ISBN978-4-8113-2433-3

●ゲキの河  上巻・下巻

❷戦争に利用された動物たち

ISBN978-4-8113-2434-0

●おはよう ●野球バカ   ほか

❸動物園から消えた動物たち

ISBN978-4-8113-2435-7

平和学習に役立つ 戦跡ガイド
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

全

3巻

平和学習に役立つ戦跡ガイド編集委員会／編
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など。第2 巻では浦上天
主堂など。第3 巻では旧海軍司令部壕などを紹介。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。

池上彰・増田ユリヤの 今だからこそ 世界を知ろう！
AB判 ISBN978-4-8113-1116-6 NDC302
揃本体9,600円／各本体3,200円 各64ページ

全

3巻

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

全

3巻

日高庸晴（宝塚大学看護学部教授）
／著 保健・体育
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。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。

❶セクシュアルマイノリティについて
❷わたしの気持ち、みんなの気持ち

ジャーナリスト後藤健二 ノンフィクション
シリーズ
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

後藤健二／著

気をつけよう！ ブラックバイト・ブラック企業
B5判 ISBN978-4-8113-1138-8 NDC366
揃本体7,200円／各本体2,400円 各36ページ

全

3巻

4巻

社会・道徳

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。

●ダイヤモンドより平和がほしい☆
❸未来に向かって

全

●ルワンダの祈り★

●エイズの村に生まれて☆

●もしも学校に行けたら★

考えよう！ 女性活躍社会
B5判 ISBN978-4-8113-1140-1 NDC367
揃本体7,200円／各本体2,400円 各48ページ

全

3巻

社会・総合学習

ブラックバイトから子どもたちを守る会／編 社会・キャリア教育

孫奈美／編

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。

辞めたいのにやめさせてもらえない！ 売り上げノルマを
達成できないと罰金？ 学業に支障が出るほどの働き方
など、雇用者の違法な対応が問題となっています。主
に高校生がバイトをする際の具体的なトラブルの事例
を紹介しながら、
働くときの権利と義務を解説します。

育児や介護中の会社員、在宅ワーカー、専業主婦…社会のさま
ざまなところで「活躍」をしている現代の女性たち、
日本初の女
性知事や宇宙飛行士など道を切り開いてきた女性たちにインタ
ビュー。長時間労働、待機児童、介護離職、夫婦別姓などの問
題を取り上げながら、
さまざまな視点から女性活躍を考えます。

池上彰・増田ユリヤ／著

社会・キャリア教育

❶ヒロシマ

ISBN978-4-8113-2082-3

❶常識はひとつじゃない？

ISBN978-4-8113-2266-7

❶タイムカードを押してから残業！？

ISBN978-4-8113-2162-2

❶みんなが働きやすい社会って？

ISBN978-4-8113-2335-0

❷ナガサキ

ISBN978-4-8113-2083-0

❷イスラム教・中東問題ってなに？

ISBN978-4-8113-2267-4

❷テストなのに休めない！？

ISBN978-4-8113-2163-9

❷「女性初」にインタビュー！

ISBN978-4-8113-2336-7

❸オキナワ

ISBN978-4-8113-2084-7

❸日本食なのに海外産？

ISBN978-4-8113-2268-1

❸ノルマ達成できないと罰金！？

ISBN978-4-8113-2164-6

❸データでみる女性活躍社会

ISBN978-4-8113-2337-4

ビジュアル版

近代日本移民の歴史

B5判 ISBN978-4-8113-1135-7 NDC210
揃本体12,000円／各本体3,000円 各64ページ

全

4巻

「近代日本移民の歴史」編集委員会／編
歴史・国際理解

明治後期、貧困層を中心に遠い地に渡った人々は、差別に
苦しみながらも日系人社会を築きます。また、
アジアの人々に
対して差別する側に回った史実もありました。この歴史を知
ることは、現代の難民・移民問題を考えるヒントにもなるでしょう。

18

マークでランキングを表示しています。

中沢啓治／著

平和マンガシリーズ

世界でいちばん貧しい大統領の本

同級生は外国人！？ 多文化共生を考えよう
B5判上製 ISBN978-4-8113-1179-1 NDC334
揃本体7,500円／各本体2,500円 各48ページ

全

3巻

吉富志津代（名古屋外国語大学世界共生学部教授）
／監修
総合学習・国際理解

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。

橋本麻里の美術でたどる日本の歴史

みんなを幸せにする 新しい福祉技術

B5判 ISBN978-4-8113-1111-1 NDC210
揃本体11,400円／各本体3,800円 各56ページ

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

橋本麻里／編著

全

3巻

社会・美術

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。

孫奈美／編著

全

3巻

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。

❶南アメリカ～ブラジル ❷北アメリカ～ハワイ・西海岸

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

●古代ー縄文・弥生・古墳・飛鳥・奈良・平安

❶手話を通訳するタブレット

ISBN978-4-8113-2131-8

❸太平洋〜南洋諸島・オーストラリア

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

●中世ー鎌倉・南北朝・室町・安土桃山

❷自分の足で行きたい所に行ける車いす

ISBN978-4-8113-2132-5

❹アジア〜満州・東南アジア

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

●近世 近代ー江戸・明治・大正・昭和

❸食べる喜びを届けるソフト介護食

ISBN978-4-8113-2133-2
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47都道府県！
！

妖怪めぐり日本一周

B5変型判上製 ISBN978-4-8113-1165-4 NDC291
揃本体 6,900円／各本体 2,300円 各80ページ

全

社会科見学！

B5判上製 ISBN978-4-8113-1180-7 NDC318
揃本体6,900円／各本体2,300円 各32ページ

3巻

伊藤まさあき／絵
社会

だいだらぼっち、
おとろし、
キジムナー、木葉天狗…各都道府県の基本情報、名
産や名所を紹介し、
その県にあらわれる妖怪を楽しくて少しこわ〜いイラストとあ
わせて紹介。楽しみながら日本地理にもくわしくなれる
！

全

3巻

しらべよう！

世界の選挙制度

B5判上製 ISBN978-4-8113-1192-0 NDC310
揃本体5,600円／各本体2,800円 各64ページ

全

2巻

東京都三鷹市／協力 オフィス303／編 社会・特別活動

大野一夫／著

社会科教科書でたびたび登場する市区町村役場（役
所）は子どもに身近な施設。でも意外と何をする場所か
知られていません。本書の架空の市庁舎を訪れること
で、実際の役所の仕事がわかります。住民票や婚姻
届などの公的書類の役割、議会の仕組みなども解説。

総選挙や地方選挙、１８歳選挙権、EU国民投票な
ど、日本国内のみならず世界においても選挙が注目を
集めています。現代社会のグローバル化により、国や
世界の方向を左右する選挙の重要性が認識されてい
ます。世界各国の選挙、国政事情を紹介します。

社会

❶北海道・東北・関東

ISBN978-4-8113-2380-0

● 1階

暮らしを守る仕事

ISBN978-4-8113-2424-1

❷中部・近畿編

ISBN978-4-8113-2381-7

● 2階

健康と文化のための仕事

ISBN978-4-8113-2425-8

●ヨーロッパ・アメリカ・ロシア ほか

ISBN978-4-8113-2468-5

❸中国・四国・九州・沖縄

ISBN978-4-8113-2382-4

● 3階 まちをつくる仕事

ISBN978-4-8113-2426-5

●アジア・アフリカ・オセアニア ほか

ISBN978-4-8113-2469-2

しらべよう！ 47都道府県の野菜・くだもの

47都道府県！！ ご当地キャラと日本一周♪

しごと場たんけん

B5判上製 ISBN978-4-8113-1174-6 NDC291
揃本体7,200円／各本体3,600円 各120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

AB判 ISBN978-4-8113-1149-4 NDC670
揃本体7,500円／各本体2,500円 各48ページ

全

野菜・くだもの探検隊／編著

2巻

全

ご当地キャラ探検隊／編著

社会

「私の住んでいる県では、どんな野菜やくだものを作っ
ているの？」全国の生産量をもとに野菜・くだものを写真
で紹介。地域野菜や都道府県の基本情報の他、「イ
チゴは野菜だった」などのコラムも。地理学習にも使え
ます。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。

3巻

社会・地理

東京中央卸売市場／協力

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。

日本の市場
全

ニシ工芸／編

3巻

社会・特別活動

日本の物流の中心を担う「市場」の謎にせまるシリー
ズ。写真で市場の一日の流れを紹介し、そこで働く
人々の姿が見て取れます。
イラストや地図を用いて市
場の役割も解説。新設される豊洲市場も掲載していま
す。

写真とデータでわかる 日本の貿易
B5判 ISBN978-4-8113-1113-5 NDC678
揃本体6,900円／各本体2,300円 各32ページ

全

日本貿易会／監修

3巻
社会

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。

❶北海道・東北・関東編

ISBN978-4-8113-2025-0

❶魚市場

ISBN978-4-8113-2309-1

❶輸入のしくみ

ISBN978-4-8113-2232-2

❶しらべよう！  47 都道府県の野菜

ISBN978-4-8113-2439-5

❷中部・近畿編

ISBN978-4-8113-2026-7

❷青果市場・花き市場

ISBN978-4-8113-2310-7

❷輸出のしくみ

ISBN978-4-8113-2233-9

❷しらべよう！  47 都道府県のくだもの

ISBN978-4-8113-2440-1

❸中国・四国・九州・沖縄編

ISBN978-4-8113-2027-4

❸食肉市場ほか

ISBN978-4-8113-2311-4

❸貿易なんでもランキング

ISBN978-4-8113-2234-6

これだけは
知っておきたい

教科書に出てくる日本の城

B5判 ISBN978-4-8113-1130-2 NDC210
揃本体7,000円／各本体3,500円 各104ページ

全

2巻

これだけは
知っておきたい

本の城編集委員会／編

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

これだけは知っておきたい 教科書に出てくる日

恵知仁／作  

全

2巻

社会・地理

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。

社会・歴史

この 2 冊でお城博士になれる
！教科書に出てくる
お城、修学旅行や社会科見学で訪れることの多
いお城を中心に、歴史上のできごと（社会、歴史、
地理）
にかかわる国内のお城を写真で紹介。見
学の事前学習にも最適。

改訂新版 イラストで学べる税金のしくみ

未来をつくる これからの

B5判 ISBN978-4-8113-1146-3 NDC340
揃本体6,000円／各本体2,000円 各48ページ

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

大野一夫／著

全

福田行宏／絵

3巻
社会

税金ってなんだろう？  どうやって集め、何に使うんだろ
う？   租税教育に重きをおいている現在。学校現場から
の要望に応え、本誌掲載データなどを最新に刷新して
の改訂版となります。税金のしくみをよりわかりやすく解
説します。

エコ企業

孫奈美／編著

全

4巻

社会・環境

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。

❶再資源化率97％のリサイクル工場

ISBN978-4-8113-2028-1

❶税金とはなにか

ISBN978-4-8113-2353-4

❷新エネルギーに挑戦！海洋温度差発電

ISBN978-4-8113-2029-8

●東日本編

ISBN978-4-8113-2279-7

●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

❷日本の税制度

ISBN978-4-8113-2354-1

❸安全な水を届ける自転車一体型浄水器

ISBN978-4-8113-2030-4

●西日本編

ISBN978-4-8113-2280-3

●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

❸くらしと税金

ISBN978-4-8113-2355-8

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

日本の手仕事

AB判上製 ISBN978-4-8113-1172-2 NDC380
揃本体9,200円／各本体2,300円 各52ページ

遠藤ケイ／絵と文

写真で学ぶ
全

4巻

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

平川陽一／編著

社会・国語

職人さんによってひとつひとつ丁寧に作り出された
品物には、
大量生産されたものとは比べものになら
ないほどの魅力があります。伝統の技に裏打ちさ
れた確かな技術と品質はどのように生み出されて
いるのか。
イラストと解説で楽しく分かりやすく紹介
します。
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みんなの市役所

すごいぞ！
！
全

3巻

社会・総合学習

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。

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

小賀野実／写真

はたらく船 大図鑑
全

3巻

総合学習・社会

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。

❶ヨーロッパ

ISBN978-4-8113-2100-4

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

●大工さん・すし職人さん ほか ●下駄職人さん・紙すき職人さん ほか

❷南北アメリカ・オセアニア

ISBN978-4-8113-2101-1

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

●ガラス職人さん・建具師さん ほか ●機織りさん・筆職人さん ほか

❸アジア・アフリカ

ISBN978-4-8113-2102-8

❸クレーン車・ダンプトラック・除雪車ほか

ISBN978-4-8113-2096-0

AB判 ISBN978-4-8113-1114-2 NDC550
揃本体6,900円／各本体2,300円 各32ページ

池田良穂（大阪府立大学教授）／監修

全

3巻

社会・総合学習

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。

❶人をはこぶ船

❷ものをはこぶ船

❸調査する船
21

決定版

語彙力アップ！ことばあそび

四六判上製 ISBN978-4-8113-1181-4 NDC814
揃本体4,800円／各本体1,600円 各64ページ

全

Welcome to
Japan!

3巻

ながたみかこ／文 多屋光孫、田川秀樹、イケウチリリー／絵
国語・特別活動

9位

選

3巻
2018 年度

英語・国際理解

書

「サル相撲もするさ」
「先生先週、青春総集編」
「鼻水が全世界にはなた
れた」……教科書で紹介される言葉遊びである回文、
早口言葉、
だじゃ
れを、
ゆかいな絵とともに掲載。たのしく語彙力をアップできます。
「つくりか
た」も解説。
レクリエーションや遠足でも使えます。

第

6位

選

書

日常生活から、交通機関、流行っているもの、季節の行事や伝統あそ
びについてなど、
日本文化を英語で紹介する際に役立つ、
やさしい会
話文とすぐに使える単語を集めました。外国人との交流の機会が増え
る 2020 年を前に、
知っておきたい表現ばかりです。

●まさかさかさま 回文めいじん

ISBN978-4-8113-2427-2

❶はじめまして！日本へようこそ

ISBN978-4-8113-2413-5

●なまむぎなまごめ 早口ことば

ISBN978-4-8113-2428-9

❷日本の街を歩こう

ISBN978-4-8113-2414-2

●笑うのだれじゃ だじゃれあそび

ISBN978-4-8113-2429-6

❸伝統文化でおもてなし

ISBN978-4-8113-2415-9

教科書に出てくる にたいみ・はんたい・なかまのことば

語呂合わせで、完全マスター!

B5変型判上製 ISBN978-4-8113-1183-8 NDC814
揃本体6,000円／各本体2,000円 各40ページ

A5判 ISBN978-4-8113-1158-6 NDC911
揃本体6,400円／各本体1,600円 ☆80ページ ★96ページ

青木こずえ／編

全

つぼいひろき／絵

3巻

● 教科書に出てくる  にたいみのことば

ISBN978-4-8113-2458-6

● 教科書に出てくる  はんたいのいみのことば

ISBN978-4-8113-2459-3

● 教科書に出てくる  なかまのことば

ISBN978-4-8113-2460-9

学習漢字がすべて入った! 漢字でおはなし
A5判 ISBN978-4-8113-1109-8 NDC811
揃本体4,800円／各本体1,600円 各87ページ

全

川北亮司／作

3巻

❷３・４年生

ISBN978-4-8113-2270-4

❸５・６年生

ISBN978-4-8113-2271-1

すぐに使える!

はじめての敬語

A5判 ISBN978-4-8113-1098-5 NDC810
揃本体5,400円／各本体1,800円 各80ページ

唐沢明／文

成瀬瞳／絵

全

3巻

4巻

●青札☆
●黄札☆
●緑札☆
●ピンク札・オレンジ札★

全国漢文教育学会／編著

国語・道徳

2巻
絵本

ISBN978-4-8113-2159-2

ISBN978-4-8113-2372-5

❷まち・自然

ISBN978-4-8113-2160-8

●ミニオンズ バナナ バナナ バナナ！

ISBN978-4-8113-2373-2

❸日本のくらし

ISBN978-4-8113-2161-5

●ミニオンズ イーブルパニック

全

3巻

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
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。

低学年からの

スポーツ・ルール

A5判 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 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野球・ドッジボール・バレーボール

ISBN978-4-8113-2127-1

ISBN978-4-8113-2262-9

❶初級編 「止める」と「蹴る」

ISBN978-4-8113-2156-1

❷サッカー・バスケットボール・ラグビー

ISBN978-4-8113-2128-8

ISBN978-4-8113-2263-6

❷中級編 「ドリブル」
「シュート」
「ディフェンス」


ISBN978-4-8113-2157-8

❸テニス・バドミントン・卓球

ISBN978-4-8113-2129-5

ISBN978-4-8113-2264-3

❸上級編

ISBN978-4-8113-2158-5

❹柔道・剣道・相撲・空手

ISBN978-4-8113-2130-1

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

レナウド・コリン／文

英語・国際理解

2020年に向けて、英語力アップ！  身近なものを写真で
紹介し、英語での言いかた、発音を掲載。
「修学旅行」
「職員室」など学校でよく使うことば、
「お寿司」
「折り紙」
など日本のくらしに関連することばもいっぱい。来日する
外国の人と交流するのにも役立ちます。

ながたみかこ／文 どいまき／絵 国語・特別活動
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。

声に出そう

A4変型判 ISBN978-4-8113-1125-8 NDC950
揃本体2,400円／各本体1,200円 各48ページ

❶家・学校

ISBN978-4-8113-2371-8

❶探してみよう！
❷直してみよう！
❸考えてみよう！

3巻

えほん ミニオンズ
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。

ISBN978-4-8113-2370-1

四六判 ISBN978-4-8113-1106-7 NDC811
揃本体4,500円／各本体1,500円 各80ページ

全

大門久美子／編

10秒チャレンジ めざせ！漢字マスター

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。

全

3巻

国語・古典

「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。※小学国語教科書（三省堂６年）で紹介
※中学国語教科書（光村２年）で紹介

❶おはようございます／失礼します ほか

ISBN978-4-8113-2200-1

❶自然のうた

❷行って来ます／どちら様ですか？ほか

ISBN978-4-8113-2201-8

❷旅のうた

ISBN978-4-8113-8542-6

ほか

ISBN978-4-8113-2202-5

❸生きかたのうた

ISBN978-4-8113-8543-3

❸おじゃまします／おかけください

AB判 ISBN978-4-8113-1139-5 NDC834
揃本体7,500円／各本体2,500円 各40ページ

国語・特別活動

国語

ISBN978-4-8113-2269-8

全

ようこそ日本へ！写真英語ずかん

2005年刊行以来、版を重ねてきた『五色百人一首であそぼ
う』を、
情報量を２倍、
オールカラー化し、
全面改訂しました。語
呂合わせで覚える技、
歌のキーワードを写真やイラスト、
地図と
ともに詳しく解説、
詠み人の情報も追加した、
決定版です。

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。

❶１・２年生

五色百人一首

小宮孝之、近江利江／著 向山洋一／ 監修

国語

小学校2 年生の教科書でとりあげられている、類語
（にたいみのことば）
、反対語（はんたいのいみのこと
ば）
、関連語（なかまのことば）。
イラストをたのしみなが
ら数多くの単語を覚えられます。辞書引きできない小さ
な子どもの理解を助けます。
クイズつき。
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全

大門久美子／編著

2018 年度
第

中学英語で話そう 日本の文化

B5変型判上製 ISBN978-4-8113-1178-4 NDC830
揃本体6,600円／各本体2,200円 各64ページ

ISBN978-4-8113-8541-9

試合ですぐ使える戦術と技術

あぶない！ 守ろう！ だいじな目
B5判 ISBN978-4-8113-1101-2 NDC496
揃本体7,000円／各本体3,500円 各63ページ

枝川宏（えだがわ眼科クリニック院長）／監修

全

2巻

保健・体育

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。

❶身近なトラブル ❷守るために知っておこう

栄養素のはたらき バランスよく食べて
元気になる!
AB判 ISBN978-4-8113-1071-8 NDC596
揃本体7,200円／各本体2,400円 各36ページ

全

石井幸江（昭和女子大学管理栄養学科教授）／監修

3巻

秋山浩子／編

家庭科・食育・総合学習

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
〔ビタミン〕
❸野菜を食べればキレイになる?
 ISBN978-4-8113-2147-9
23

はじめてのAI（エーアイ）いま知っておきたい
未来のくらし
AB判上製 ISBN978-4-8113-1189-0 NDC007
揃本体7,800円／各本体2,600円 各48ページ

全

愛蔵版 ジュニア空想科学読本 第１期・２期

3巻

中島秀之／監修 松林弘治／著 角川アスキー総合研究所／編

柳田理科雄／著

2018 年度

情報・総合学習

第

4位

選

書

ニュースや CM などで、AI（人工知能）
という言葉を日常的に耳にするよう
になってきました。
身の回りの色々なものにすでに取り入れられている AI、
で
も、
そもそもAI ってなんだろう？ AIと人間の関係はこれからどうなっていく
のだろう？いま知っておくべき事柄をやさしくまとめた格好の入門書です。

❶こんなにある！  身の回りの人工知能

ISBN978-4-8113-2461-6

❷人工知能のはじまりとこれから

ISBN978-4-8113-2462-3

❸人工知能のしくみとディープラーニング

ISBN978-4-8113-2463-0

パソコンが
なくてもわかる

はじめてのプログラミング

AB判 ISBN978-4-8113-1159-3 NDC007
揃本体6,900円／各本体2,300円 各32ページ

全

第１期
第２期

気をつけよう!

ＳＮＳ
全

❷ゲームを作ってみよう！

ISBN978-4-8113-2375-6

❸コンピューターを動かす魔法の言葉

3巻

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

ISBN978-4-8113-2376-3

第２期

3

B5判上製 ISBN978-4-8113-1177-7 NDC007
揃本体7,200円／各本体2,400円 各36ページ

巻

ストップ！ ゲーム依存
B5判 ISBN978-4-8113-1150-0 NDC361
揃本体6,900円／各本体2,300円 各32ページ

藤川大祐／監修 オフィス303 ／編

3巻

道徳・特別活動

スマートフォンのゲームが大流行の中、運転中の事故
や課金トラブルなどの話題が新聞など各メディアを賑
わしています。本シリーズは、
最新のゲームに関するトラ
ブルを、
とくに「依存」についての話題を中心に解説し、
その解決法を提案します。
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渡辺勝巳／監修

B5判 ISBN978-4-8113-1119-7 NDC404
揃本体9,600円／各本体2,400円 各47ページ

3巻

小学校低学年からわかる、宇宙や星のことがやさし
く理解できるシリーズ。
「季節があるのはなぜ？」、
「太
陽とかげの動き」、「月の形の変化」、「夏の星座と
冬の星座」など、小学校教科書に出てくる話題を中
心に、ヴィジュアルでていねいに紐解きます。マンガ
やイラストを用いてやさしく解説しています。

全

4巻

栄光ゼミナール／監修
理科・算数

雲には乗れるの？一本の鉛筆で何文字書ける？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。

ISBN978-4-8113-2316-9

●春の空想科学

❸星とせいざ

ISBN978-4-8113-2317-6

●冬の空想科学

ISBN978-4-8113-2315-2

●夏の空想科学

●秋の空想科学

生命の博物館
いのち

全

2巻

ジェニー・ブルーム、キャシー・ウィリス／著 ケイティ・スコット／絵
今泉忠明／日本語版監修

多田多恵子／日本語版監訳

理科・特別活動

ページを開けば、そこは24時間、365日、いつでも動物界・植物界を探検できる特別
な博物館。実物を写しとったかのような美しい細密画を見ながら、動物と植物の進化
の歴史や分類、生物の多様性を学びます。イギリスで発売以来、約30か国で翻訳さ
れ、50万部以上を売り上げたベストセラーシリーズです。

7位

選

柳田理科雄／著

理科・生活

❷太ようとわく星

2018 年度
第

書

柳田理科雄の1日1科学

A3変形判上製 ISBN978-4-8113-1171-5 NDC462
揃本体6,400円／各本体3,200円 各102ページ

書

学校で知っておきたい
全

全

3位

選

ISBN978-4-8113-2048-9

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。投
稿動画で友だちのことをしゃべってしまって…、お風呂から出たら未読メッセージが120
になっていて…！
？ゲーム機やスマホを使っていて、犯罪に巻き込まれたり、他の人の権
利を侵害してしまうことも
！
トラブルを具体的な事例で紹介する最新シリーズ。
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

第

ISBN978-4-8113-2047-2

情報・道徳・総合学習

全

AB判 ISBN978-4-8113-1151-7 NDC440
揃本体6,900円／各本体2,300円 各32ページ

絵でめぐる

3巻

2018 年度

❶月と地きゅう

永坂武城、原克彦（目白大学社会学部メディア表現学科教授）／監修

全

3巻

四六判上製 ISBN978-4-8113-1188-3 NDC400
揃本体4,500円／各本体1,500円 各216ページ

ISBN978-4-8113-2046-5

気をつけよう！情報モラル

第１期

四六判 ISBN 978-4-8113-1144-9 NDC400
揃本体4,500円／各本体1,500円 各216ページ

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。

プログラミングってなんだろう？ 本書は、
パソコンがなくても子
どもたちがプログラミングの基礎を学べる、画期的な入門書
です。この本を使って遊びながら学ぶうちに、
コンピュー
ターの仕組みやプログラミングの考え方を、
自然に理解することができます。
ISBN978-4-8113-2374-9

全

3巻

情報・道徳

情報・特別活動

❶プログラミングって何だろう？

全

小寺信良
（インターネットユーザー協会代表理事）
／著

坂村健／監修 松林弘治／著 角川アスキー総合研究所／編

理科・国語

やさしくわかる 星とうちゅうのふしぎ

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

3巻

藤嶋マル／絵

「どこでもドア」はいつか実現するの？  タケコプターが本当にあったら、空を飛べるの？  
かめはめ波を撃つには、どうすればいい？  浦島太郎はなぜ、玉手箱を開けたら白髪
のおじいさんになったの？
アニメやマンガや昔話でおなじみの現象を科学的に検証すると、オドロキの結論がみ
えてくる。科学への興味がめばえる大人気シリーズ。かきおろし原稿を追加して、待
望の愛蔵版が登場！

著作権

B5判 ISBN978-4-8113-1147-0 NDC021
揃本体7,500円／各本体2,500円 各40ページ

全

3巻

●アニマリウム   ようこそ、動物の博物館へ

ISBN978-4-8113-2285-8

●ボタニカム   ようこそ、植物の博物館へ

ISBN978-4-8113-2392-3

生き物たちの冬ごし図鑑

探して発見！
観察しよう

AB判上製 ISBN978-4-8113-1157-9 NDC470、480
揃本体9,200円／各本体2,300円 各32ページ

小寺信良／著 上沼紫野、一般社団法人インターネット

今泉忠明／監修

ユーザー協会／監修

星輝行、亀田龍吉／写真・文

道徳・情報

「友だちが描いた絵をまねしてよいの？」、
「音楽会で歌うときは許
可がいるの？」など、授業中や部活動、課外授業などの学校に関
する事柄を中心に、子どもに身近な著作権の話題を解説。なぜ著
作権が必要なのか、
どのように活用すればよいのかもわかります。

❶ゲームにはまる理由

ISBN978-4-8113-2312-1

❷進化するゲームの世界

ISBN978-4-8113-2313-8

❷運動会の旗に漫画キャラを描いてもいいの？

❸データで見るゲームの最新事情

ISBN978-4-8113-2314-5

❸ネットの写真は SNSで使ってもいいの？

全

調べてみよう 名前のひみつ

4巻

宮國晋一、亀田龍吉、森上信夫、小林安雅／写真・文
理科・生活・総合学習

佐藤裕樹／著

名前の由来・語源を伝えるビジュアル図鑑。植物編
では「どんぐり図鑑」に日本と外国産40種、「雑草図
鑑」に身近な雑草90種。生きもの編では「昆虫図
鑑」にオオムラサキ、カブトムシほか111種、「海の生
きもの図鑑」にアメフラシ、ネコザメほか126種を収載。

理科・生活

寒い冬は、生き物にとっては生きるか死ぬかの試
練のときです。生き物が冬を過ごす様子や春、夏、
秋の姿とのちがいを図鑑で紹介します。１年や一
生のライフサイクルがわかる表がついて、
身近な生
き物を観察するときの手引き書にもぴったりです。

❶本の一部をコピーして授業で配ってもいいの？
●昆虫

●動物

●鳥

●植物

植物編
生きもの編

全
全

2巻

AB判 ISBN978-4-8113-1155-5 NDC470
揃本体6,400円／各本体3,200円 各64ページ

2巻

AB判 ISBN978-4-8113-1118-0 NDC480
揃本体6,400円／各本体3,200円 各64ページ

●どんぐり図鑑
●昆虫図鑑

●雑草図鑑

●海の生きもの図鑑

25

｢単位｣の
学習に役立つ

はかってみよう長さ・重さ・時間

AB判上製 ISBN978-4-8113-1173-9 NDC410
揃本体7,200円／各本体2,400円 各32ページ

全

新間竹彦／著

3巻
算数

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

ISBN978-4-8113-2436-4

❷ 1 円玉で重さをはかろう

ISBN978-4-8113-2437-1

❸かげで時間をはかろう

ISBN978-4-8113-2438-8

これならできる！
授業が変わる

アクティブラーニング

B5判 ISBN978-4-8113-1132-6 NDC371
揃本体9,200円／各本体2,300円 各52ページ

全

4巻

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。

ISBN978-4-8113-2466-1

日本と世界のくらし
どこが同じ？どこがちがう？

全

●食
●衣
●住

3巻

ISBN978-4-8113-2450-0

❷授業で自信まんまん！

ISBN978-4-8113-2451-7

❸どんな舞台でもへっちゃら！

ISBN978-4-8113-2452-4

授業が楽しくなる

教科別マジック

A5判 ISBN978-4-8113-1141-8 NDC798
揃本体4,800円／各本体1,600円 各64ページ

土門トキオ／編著

全

3巻
学校行事

「総合的な学習の時間や教科の授業の導入時・学級
活動に役立つ」をコンセプトに学校現場において恒
常的な人気のある手品（マジック）
を教科に関連付け
て収載しました。低学年から高学年まで、楽しく活用
できます。

❶魔法の数字ボード！
❷アルファベットの予言！？
❸漢字のテレパシー！
！

ISBN978-4-8113-2338-1
ISBN978-4-8113-2339-8
ISBN978-4-8113-2340-4

夢活！なりたい！アニメの仕事
AB判上製 ISBN978-4-8113-1182-1 NDC726
揃本体7,500円／各本体2,500円 各48ページ

全

3巻

人気漫画家が教える！まんがのかき方
B5変型判 ISBN978-4-8113-1143-2 NDC724
揃本体9,600円／各本体2,400円 各48ページ

全

4巻

代々木アニメーション学院／監修 キャリア教育・図画工作

久世みずき／作

子どもたちに大人気、
アニメーションに関わる職業を紹
介。どんな仕事をしているのか、
そのテクニックなど、
「最
新のプロの仕事」を文と豊富な写真で紹介。実際に職
業に就く方法も解説。現場で活躍中のプロが「今後の
アニメ」についても教えてくれます。
「ポケットモンスター」
の声優・松本梨香さんなど、著名人インタビューも掲載。

小中学生に大人気の漫画家・久世みずきによる、簡
単でわかりやすいまんがのかき方本が登場！ 全巻
読破すると、
巻末のお手本まんがと同じものがかける
テクニックが身につきます。
日本が世界にほこる「まん
が」文化を、
実践的かつ楽しく学べるシリーズです。

❶アニメーター
❷声優
❸監督・背景美術・音響 ほか

図画工作・美術

ISBN978-4-8113-2430-2
ISBN978-4-8113-2431-9

❶キャラクター基本編

❷背景・キャラクター応用編

ISBN978-4-8113-2432-6

❸物語・コマ割り編

❹仕上げのテクニック編

むのたけじ 100歳のジャーナリストからきみへ

トムとジェリーのトリックアートシリーズ

超びっくり！奇妙で妖しい？ 錯覚美術館

A5判 ISBN978-4-8113-1097-8 NDC917
揃本体7,500円／各本体1,500円 各72ページ

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

A4変型判 ISBN978-4-8113-1110-4 NDC720
揃本体5,600円／各本体2,800円 各48ページ

全

むのたけじ、菅聖子／著

「主体的・対話的で深い学び（アクティブ・ラーニン
グ）」の授業では、発表やグループでの対話が重要
です。発表が苦手な子も、声の出し方、話し方のコ
ツさえ覚えれば、見違えるほど話し上手に！ 今、身
につければ、一生、役立つ基本を覚えられます。

26

教科書に出てくる「くらしの中の和と洋」

B5判 ISBN978-4-8113-1142-5 NDC383
揃本体7,200円／各本体2,400円 各48ページ

総合学習

❶おなかの中から声を出そう！

書

❸図形のもよう 市松・亀甲 ほか

❸いろいろな表とグラフの読みかた

❹未来の生き方・学び方を考えよう

常永美弥／絵

10 位

選

かったら?

❶アクティブラーニングを知ろう ❷新しい授業を体験しよう

白石謙二／著

日本では、伝統的な「和」のもようが現代のくらしの中でもあちこちで使わ
れています。身のまわり和のもようを見つけながら、
さまざまなもようの由来
や意味を解説するシリーズ。美しいビジュアルを楽しんで眺めるうちに、
日
本の伝統文化への理解が深まります。

第

ISBN978-4-8113-2465-4

国語・社会・国際理解

3巻

美術・国語

❷風景・もののもよう 霞・矢絣 ほか

私たちの身の回りの様々なモノや慣習も、
世界へ目
を向けると、様式や素材など、
日本と共通でありな
がら、
独自の発展をし、
異なる様式になっているもの
など、
多岐に及んでいます。
日本文化と世界の文化
を対比学習できるシリーズです。

全

2017年度

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

総合学習

AB判上製 ISBN978-4-8113-1184-5 NDC809
揃本体7,200円／各本体2,400円 各48ページ

3巻

ISBN978-4-8113-2464-7

上羽陽子、野林厚志、日高真吾／監修

魔法の話し方トレーニング

全

❶植物・動物のもよう 桜・千鳥 ほか

勉強の目的も、やり方も変わる
！ これからの子ども
たちは、受け身の学びではなく、主体的・対話的
な深い学びが重視されます。アクティブラーニング
の背景と実践をよりわかり易く解説。授業にも役立
ちます。

❸いろいろな授業の方法

B5判上製 ISBN978-4-8113-1190-6 NDC727
揃本体8,100円／各本体2,700円 各48ページ

小山弓弦葉／監修

算数・総合学習・社会

小林昭文 編／著

発表・スピーチ
に自信がつく！

3巻

渡辺美智子（慶應義塾大学大学院教授）／監修

イメージがしづらい「単位」を楽しく学べる本が登場。
自分たちの体や道具を使ってはかってみることで、
理
解を深めます。またさまざまな「単位」を比べて見ら
れる写真も掲載。楽しく学習に役立てることができる
シリーズです。

❶からだを使って長さをはかろう

全

和の文化をうけつぐ 日本の伝統もよう

5巻
道徳

戦前、戦中、戦後を生き抜き、2016年８月に101歳
でこの世を去ったむのたけじ氏。その視点は現役
ジャーナリストとして、さまざまな方向に向けられて
いました。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

●生きる ●育つ ●人類

かんたん！めちゃウケ

マジック

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

土門トキオ／編著

全

4巻

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

全

4巻

おまけたらふく舎、竹内龍人 ほか／編著
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。

全

涌田利之、MONALISA ／編著 竹内龍人／監修

2巻

図画工作・美術

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。

●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

●だまし絵コレクション

ISBN978-4-8113-2256-8

●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

●錯視アートコレクション

ISBN978-4-8113-2257-5

錯覚体験‼ ３Ｄトリックアート
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

永井秀幸／編著

全

3巻

図画工作・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。

教科書に出てくる

日本の画家

B5判 ISBN978-4-8113-1017-6 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

図画工作・美術

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。

●かんたん！めちゃウケマジック②

❶立てたらびっくり！
！

ISBN978-4-8113-2037-3

❶近世の画家 ～雪舟、葛飾北斎、俵屋宗達ほか～

ISBN978-4-8113-2333-6

●かんたん！めちゃウケマジック③

❷開いてびっくり！
！

ISBN978-4-8113-2038-0

❷日本画家 ～横山大観、東山魁夷、上村松園ほか～

ISBN978-4-8113-2334-3

●かんたん！めちゃウケマジック④

❸飛び出てびっくり！
！

ISBN978-4-8113-2039-7

❸洋画家 ～黒田清輝、岸田劉生、高橋由一ほか～

ISBN978-4-8113-2332-9
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かんたん

15 分！

火も包丁も使わない魔法のレシピ

AB判上製 ISBN978-4-8113-1175-3 NDC596
揃本体7,200円／各本体2,400円 各48ページ

全

楽しい

3巻

寺西恵里子／作

神代洋一／編著

第

5位

選

書

火のかわりに電子レンジや炊飯器、
包丁のかわりにハサミを使った料理本
が登場。
「焼きうどん」
「クリームシチュー」
「マシュマロトースト」など、
誰で
も安全でかんたんに作れる『魔法のレシピ』が満載。お料理初心者さん
や低学年にもオススメです。

❶まんぷくごはん

ISBN978-4-8113-2441-8

❷しっかりおやつ

ISBN978-4-8113-2442-5

❸ハッピー☆スイーツ

ISBN978-4-8113-2443-2

かんたん
15 分！

第１期
第２期

材料3つで すいすいスイーツ

AB判 ISBN978-4-8113-1156-2 NDC596
揃本体9,600円／各本体2,400円 各48ページ

全

宮沢うらら／著

4巻

家庭科・クラブ活動

●今、作りたい！ 話題のスイーツ

ISBN978-4-8113-2323-7

●栄養満点！ 甘くないおやつ

ISBN978-4-8113-2324-4

●四季を楽しむ！ 行事スイーツ

ISBN978-4-8113-2325-1

●プレゼントにぴったり！  チョコスイーツ

ISBN978-4-8113-2326-8

全

3巻

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

3巻

A5判上製 ISBN978-4-8113-1191-3 NDC790
揃本体4,800円／各本体1,600円 各80ページ

魔女やおばけ
に変身！

B5変型判 ISBN978-4-8113-1100-5 NDC594,596
揃本体9,300円／☆本体1,300円 ★本体1,400円 平均35ページ

AB判上製 ISBN978-4-8113-1166-1 NDC750
揃本体7,200円／各本体2,400円 各40ページ

全

7巻

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。

ぷるるん♪ とろーりひんやりスイーツ☆ ● かんたん！おいしい！冷たいスイーツ☆ ● かんたん！お
いしい！チョコスイーツ☆ ● 女子力向上委員会♥ おさいほうレッスン★ ● おいしい！スイーツ☆マ
ジック☆ ● 女子力アップ↑ おまじないスイーツ★ ●たべたあとにもおたのしみ！？  お菓子な文房具☆
●

楽しいハロウィン工作

いしかわ☆まりこ／著

全

3巻

2018 年度
第

8位

選

書

見つけておぼえる！さがし絵タウン
A4判上製 ISBN978-4-8113-1170-8 NDC360
揃本体5,400円／各本体1,800円 各32ページ

全

3巻

永井もりいち／絵

特別活動・図画工作

ポリ袋や紙袋、新聞紙など、すぐに手に入る材料で
ハロウィンの仮装をつくろう
！ デビルやがいこつ、う
さぎやサムライなどに変身しよう。教室が楽しくなる折
り紙・切り紙の壁面かざり、もっとかんたんに変身で
きるおめん、お菓子入れなどのこものも紹介。

特別活動・地理

道路標識・記号・マークなどを盛りこんださがし絵シリー
ズです。ゆかいな動物キャラクターなどを探しながら楽
しく学べます。標識・記号・マークは、見開き一覧で日
本と海外との比較ができる解説ページも
！

❶かぼちゃ・ドラキュラ ほか

ISBN978-4-8113-2397-8

●道路標識

ISBN978-4-8113-2389-3

❷妖精・忍者 ほか

ISBN978-4-8113-2398-5

●記号とマーク くらし・公共施設

ISBN978-4-8113-2390-9

❸ハロウィン折り紙・切り紙・こもの

ISBN978-4-8113-2399-2

●記号とマーク トラベル・リゾート

ISBN978-4-8113-2391-6

ミラクルかんたん! スイーツマジック

はじめてでもかんたん！ 楽しいねんど

たのしい あやとり大図鑑

子どもの心を育む 花育をはじめよう

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

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

AB判 ISBN978-4-8113-1115-9 NDC798
揃本体6,400円／各本体3,200円 各64ページ

AB判 ISBN978-4-8113-1148-7 NDC793
揃本体6,400円／各本体3,200円 各64ページ

全

5巻

寺西恵里子／作

寺西恵里子／作     
家庭科・クラブ活動

「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。

全

4巻

❷ヒモとマルで作ろう

❸夢の世界を作ろう ❹雑貨を作ろう

❶ハル ❷ナツ ❸アキ ❹フユ ❺パーティー

はじめてのだしクッキング

はじめてでもかんたん！ エコなリメイク

AB判 ISBN978-4-8113-1120-3 NDC596
揃本体9,600円／各本体2,400円 各48ページ

B5判 ISBN978-4-8113-1108-1 NDC594
揃本体9,600円／各本体2,400円 各48ページ

宮沢うらら／著

全

4巻

食育・クラブ活動・家庭科

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

  

全

4巻

     

全

2巻

生活・特別活動

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。

理科・特別活動

花を通して豊かな心を育む「花育」活動が全国
の学校で広まりつつあります。そのバイブルとなる
のがこのシリーズ。花の触れ方や育て方、簡単な
いけばなの扱い方、謝恩会での花の飾り方などを
解説。
キャリア教育に役立つ、花に関わる職業解
説も充実しています。

●花とふれあおう

ISBN978-4-8113-2307-7

●みんなであやとり

ISBN978-4-8113-2242-1

●みんなのくらしと花

ISBN978-4-8113-2308-4

迷宮招待！異世界への入り口

犬がくれたもの。
わんこ

四六判 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

道徳・国語・総合学習

●いつかまたキミとあえたら。

四六変型判 ISBN978-4-8113-1112-8 NDC147
揃本体6,500円／各本体1,300円 各150ページ

橘  伊津姫／著

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。
❶チラシ・雑誌 ❷牛乳パック ❸ジーンズ・古着 ❹ペットボトル

2巻

ISBN978-4-8113-2241-4

図画工作・技術・家庭科

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。

大久保有加／著

全

●ひとりであやとり

わんこ大スキ♡委員会／作

寺西恵里子／作

  ●魚だしでかんたん麺料理

●野菜だしでいろいろスープ ●合わせだしで世界のごちそう

フィグインク／編

図画工作・生活・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。

❶ジオラマを作ろう

28

全

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 平田美咲／作 図画工作・技術・家庭科

たった３つの材料だけで、驚くほど本格的なお菓子が作れます。
かかる時間も5 分～ 15 分と簡単なものばかり。
クラブ活動や家
庭科の授業、放課後、家に帰った後、夕食前に、習い事の前に、
子ども自身が「毎日でも簡単に作れる」レシピがいっぱいです。

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。
バス車内のほかに室内や少
人数で楽しめるレクリエーションも多数収載。学校行事やグループ活動にも最適なプロ
グラムが充実。

2018 年度

家庭科・特別活動

バスレク アイデアガイド

  ●きっと忘れないよ。
●キミとであった日。

全

5巻

趣味・クラブ

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します。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 ●パラレルワールド・異空間伝説
●古代文明・UFO・ピラミッド ●妖怪・妖精・不思議迷宮
●死後の世界・地獄・天国
29

赤川次郎 ミステリーの小箱
四六判上製 ISBN978-4-8113-1187-6 NDC913
揃本体7,500円／各本体1,500円 平均200ページ

全

細田守作品集
B6判上製 ISBN978-4-8113-1168-5 NDC913
揃本体5,400円／各本体1,800円 平均280ページ

5巻

赤川次郎／著

細田守／原作

2018 年度

国語・読書活動

第

1位

選

3巻

細田守、岩井恭平／著

2018 年度
第

国語・読書活動

書

大ベストセラー作家・赤川次郎さんの著書の中から、
子どもたちにぜひ読んで
もらいたい短編をセレクト。「謎解きミステリー」「ホラー」「泣ける話」「学園
小説」「自由と社会の物語」の5テーマでまとめました。読書の楽しさを知る
第一歩となるシリーズです。

2位

選

書

日本を代表するアニメ監督・細田守の大ヒットアニメ映画『サマーウォーズ』
『おおかみこどもの雨と雪』『バケモノの子』の原作小説三冊セット。どれも、
子どもたちに希望を与える物語ばかりです。本を手に取れば、アニメの興奮
が蘇ります！

●謎解き物語

真夜中の電話

●こわい物語 十代最後の日

●サマーウォーズ

ISBN978-4-8113-2410-4

●泣ける物語

命のダイヤル

●学校の物語

●おおかみこどもの雨と雪

ISBN978-4-8113-2411-1

●自由の物語

洪水の前

●バケモノの子

ISBN978-4-8113-2412-8

愛蔵版

保健室の午後

告白予行練習シリーズ

四六判上製 ISBN978-4-8113-1193-7 NDC913
揃本体4,800円／各本体1,600円 平均256ページ

全

HoneyWorks／原案 藤谷燈子／著

3巻

怪盗レッド

愛蔵版

四六判 ISBN978-4-8113-1145-6 NDC913
揃本体6,000円／各本体1,500円 平均238ページ

●愛蔵版 告白予行練習

ISBN978-4-8113-2470-8

●愛蔵版 告白予行練習 ヤキモチの答え

ISBN978-4-8113-2471-5

●愛蔵版 告白予行練習 初恋の絵本

ISBN978-4-8113-2472-2

チームでつかんだ栄光のメダル
四六判 ISBN978-4-8113-1136-4 NDC916
揃本体7,500円／各本体1,500円 平均156ページ

全

❶２代目怪盗、デビューする☆の巻
❸学園祭は、おおいそがし☆の巻

●体操男子

●卓球

●女子レスリング

メダルへの道 ニッポンのトップアスリート
四六判 ISBN978-4-8113-1105-0 NDC916
揃本体6,000円／各本体1,500円 平均150ページ

全

4巻

  ❹豪華客船で、怪盗対決☆の巻

蒼きSAMURAI
本郷陽二／編

●やまびと

●かっぱ

●ざしきわらし

怪奇！
！都市伝説
鈴木牧生／イラスト
国語・特別活動

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！
！

全

4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

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2期

全

5巻

四六判 ISBN978-4-8113-1099-2 NDC916
揃本体7,500円／各本体1,500円 平均150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

侍メジャーリーガー列伝
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

全

4巻

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、
努力と成長の日々を綴ります。

●つないだ絆   なでしこジャパン
●田中将大

●ダルビッシュ有

シェイクスピア名作コレクション
四六判 ISBN978-4-8113-1131-9 NDC933
揃本体16,000円／各本体1,600円 平均168ページ

全

10 巻

ウィリアム・シェイクスピア／原作 小田島雄志／文
体育・伝記・ノンフィクション

●イチロー

●岩隈久志

東雅夫／編 山科理絵、中川学、谷川千佳、羽尻利門、金井田英津子 ／絵
国語・読書活動

第1期

さむらい

5巻

文豪がのこした怪談を、
アンソロジスト東雅夫が児童向
けに分かりやすく編集したシリーズ。一流の絵師・イラス
トレーターによる挿絵を豊富に使い、読みやすくなって
います。総ルビ、丁寧な注釈つき。

平川陽一／編

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。
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。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。

全

国語・社会

●まよいが

体育・伝記・ノンフィクション

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ます。それぞれの足跡と
活躍を紹介します。

●体操ニッポンの新星   白井健三

4巻

山男、河童、座敷童、迷い家… 岩手県遠野
につたわる怪異の物語を拾集した柳田国男の名著
『遠野物語』が、京極夏彦による新たな語りと、現
地取材にもとづいて描かれた美しい絵で、初の本
格絵本シリーズとしてよみがえった！ 文学・民俗
学の古典から生まれた、ふしぎで怖い絵本。

わたしは見た

本郷陽二／編

●日本の誇る天才スイマー   萩野公介

遠野
賞
文化
受賞！

❷中学生探偵、あらわる☆の巻

本郷陽二／編           体育・伝記・ノンフィクション

●世界の頂点へ   錦織  圭

四六判 ISBN978-4-8113-1134-0 NDC913
揃本体8,000円／各本体1,600円 平均256ページ

全

京極夏彦／文 柳田国男／原作 中川学、近藤薫美子、北原明日香、町田尚子／絵

あ お

体育・伝記・ノンフィクション

●競泳

文豪ノ怪談 ジュニア・セレクション

A4変型判 ISBN978-4-8113-1104-3 NDC913
揃本体6,000円／各本体1,500円 各32ページ

国語・読書活動

本郷陽二／編

●陸上男子400mリレー

4巻

京極夏彦の えほん遠野物語

「明日から、
おまえたちが怪盗レッドだ！」春休みのあ
る日、
アスカとケイは父からそんな宣告をうける。
２人
はねずみ小僧を先祖にもつ家系で、
13 才になると、
怪盗にならなくてはいけないらしく……？ 角川つば
さ文庫で大人気のシリーズ、
待望の愛蔵版が登場！

5巻

南米で初めて開催されたリオオリンピック。
日本代表
は金メダル１２個をはじめ史上最多のメダル４１個を
獲得しました。特に注目度の高い５種目をとりあげ、
チームワークを活かしてメダルを獲得したアスリート
たちを紹介します。

全

秋木真／作 しゅー／絵

国語・読書活動

幼なじみの優に片思い中の女子高生・夏樹。本当の
気持ちをごまかす内に、
同じ美術部所属の美桜、
あか
り達と想いがこじれて……!? 関連動画再生数が 4
億回を超える HoneyWorks の代表曲が、
「初恋の絵
本」
「ヤキモチの答え」をまじえ登場！
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全

里中満智子／絵

国語・歴史・読書活動

日本を代表するシェイクスピア学者の小田島雄志が、
戯
曲を物語の形に再構成。
マンガ界の重鎮である里中満
智子が華麗な挿絵をつけました。児童書シェイクスピア
の決定版！わかりやすい人物相関図つき。

❶ロミオとジュリエット
❷夏の夜の夢
❸ヴェニスの商人
❹ジュリアス・シーザー

❺十二夜
❻ハムレット
❼オセロー
❽リア王

❾マクベス
テンペスト

●夢  夏目漱石・芥川龍之介 ほか

●獣  太宰治・宮沢賢治 ほか

●恋  川端康成・江戸川乱歩 ほか

●呪  小泉八雲・三島由紀夫 ほか

●霊  星新一・室生犀星 ほか

トイレの花子さん リターンズ
B6判並製 ISBN978-4-8113-1167-8 NDC387
揃本体5,200円／各本体1,300円 平均152ページ

平川陽一／編

全

4巻

国語・読書活動

誰しもが一度は耳にしているトイレの花子さん。浮か
んでは消える怪談や恐怖伝説の中でも、
その名前は
まさに伝説と言える。いま 20 年の時を超え、
恐怖をし
たがえ、
花子さんが再び帰ってきた。

❶だれかに話すと呪われる  学校の怖い話
❷あの日の恐怖がよみがえる  学校の怖い話
❸闇に浮かぶ呪いの影  学校の怖い話
❹ふり向いてはいけない  学校の怖い話

はじめてのミステリー 名探偵登場！
！
四六判 ISBN978-4-8113-1153-1 NDC913,933
揃本体6,400円／各本体1,600円 平均184ページ

全

4巻

コナン・ドイル、
アガサ・クリスティー、
江戸川乱歩、
横溝正史／著

国語・読書活動

世界一有名な名探偵シャーロック
・ホームズ、
ふつうのお
ばあさんが名推理を披露するミス・マープル、
オシャレで
カッコいい明智小五郎、
映画やドラマでもおなじみの金
田一耕助……。
世界の、
日本の名探偵のことをもっと知
！
  名探偵たちの代表的な短編に加え、
キャラクター
ろう
紹介、
読書案内、
楽しい「名探偵クイズ」
もついています！

●シャーロック・ホームズ ●ミス・マープル ●明智小五郎
●金田一耕助
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幸せな生き方をさがす こころの
「え？」ほん
AB変型判 ISBN978-4-8113-1124-1 NDC150
揃本体6,400円／各本体1,600円 各66ページ

全

4巻

愛蔵版 野生どうぶつを救え！本当にあった涙の物語
四六判上製 ISBN978-4-8113-1169-2 NDC936
揃本体6,000円／各本体1,500円 平均128ページ

4巻

ルイーザ・リーマン ほか／著 嶋田香／訳 国語・道徳

道徳・キャリア教育

お母さんからはぐれた子ゾウのニーナ、せまいプール
で弱ってしまったイルカ、家族をなくしたかわいそうな
ライオン……。つらい状態にあった動物たちが自然
に帰っていくまでを描く感動の実話。KADOKAWA
刊『野生どうぶつを救え！ 本当にあった涙の物語』の
愛蔵版シリーズ。

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。

●命はどうしてたいせつなの？

●お金があればしあわせなの？ ●恋ってなに？

シリーズ

●ひとりぼっちの子ゾウ

●海に帰れないイルカ

●さらわれたチンパンジー ●家族をみつけたライオン

沖縄の心

絵本

四六判 ISBN978-4-8113-1080-0 NDC913
揃本体5,600円／各本体1,400円 平均147ページ

全

4巻

遊川和彦、真鍋和子、上條さなえ／作 ひろはたえりこ／文
国語・平和学習

戦後70年以上がたっても、沖縄が経験してきた歴史は
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。

災害を考える

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

小泉八雲／高村忠範／なかだえり

全

4巻

国語・社会

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 ★

● 改装版 さとうきび畑の唄

●ひまわり

●大洪水 !!  あばれ川とたたかった男 ★

● 改装版 ぬちどぅたから

●ぼくのおじいちゃん、ぼくの沖縄

●奇跡の一本松  大津波をのりこえて ★

伝記絵本 新たな一歩をふみだした人たち

B4変型判 ISBN978-4-8113-1076-3 NDC956
揃本体10,000円／各本体2,500円 平均48ページ

AB判上製、
A4変型判上製 ISBN978-4-8113-1194-4 NDC289
揃本体7,000円／◆本体1,600円●本体1,800円 平均40ページ

全

4巻

国語・社会・歴史・伝記

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。

ロブ・サンダース ほか／著

全

4巻

国語・社会

アメリカ最高裁の女性判事となったルース・ギンズ
バーグの伝記映画「ビリーブ」
「RBG」公開中！
時代の常識を打ちやぶった人物を描いた伝記絵
本。ゲイであることを公表してはじめて公職に当
選したハーヴェイ・ミルクなど、
子どもたちが「社会
の在り方」を考えるきっかけに！

●ネルソン・マンデラ ●キング牧師とローザ・パークス

●レインボーフラッグ誕生物語 ◆ ●炎をきりさく風になって ●

●コルチャック先生

●ジェームズ、私を撮って！●

   ●ワンガリ・マータイ

ナチス・戦争に立ち向かう
AB変型判ほか ISBN978-4-8113-1123-4 NDC933
揃本体6,600円／☆本体1,600円  ★本体1,800円 平均36ページ

全

4巻

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

●大統領を動かした女性 ●

灰谷健次郎童話セレクション
A5判 ISBN978-4-8113-1152-4 NDC913
揃本体6,400円／各本体1,600円 平均180ページ

●パパ・ヴァイト  ナチスに立ち向かった盲目の人☆ ●杉原千畝と命のビザ
●ぼくが５歳の子ども兵士だったとき －内戦のコンゴで－★

自由への道☆

●壁  ベルリン ひきさかれた家族☆

4巻

灰谷健次郎／著

国語・社会・歴史・伝記

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。

全

国語・読書活動

今なお読み継がれる児童文学作家・灰谷健次郎さ
んの名作群から、短い童話作品を中心にセレクショ
ン。はじめて灰谷作品に触れる子どもたちにも、
かつ
て読んでいた大人たちにも手にとってほしい、
心あた
たまるシリーズです。

❶ろくべえ   まってろよ

❷だれも知らない

❸しかられなかった子のしかられかた

❹海になみだはいらない

● ……よみもの

◆ …… 絵本

楽 し い！ 役 立 つ！ 単 行 本
ワンダーガーデン

子どものための

クリスティーナ・S・ウィリアムズ／絵
ジェニー ･ブルーム／文
A3変型判 48ページ
本体2 ,800円
ISBN978 -4 -8113 -2251 -3

黒崎惠津子／著
福田行宏／イラスト
B5判 120ページ
本体3 ,200円
ISBN978 -4 -8113 -8540 -2

生命の扉 5つの楽園、多彩な生きもの

点字事典

子どものための

手話事典

全日本ろうあ連盟／監修
イケガメシノ／絵
B5判 184ページ
本体3 ,000円
ISBN978 -4 -8113 -8199 -2

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。

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。

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。

ん
ひらがなだいへんしん

レシピにたくした
料理人の夢

里山で木を織る

まつもとさとみ／作
すがわらけいこ／絵
A5判上製 64ページ
本体1 ,200円
978 -4 -8113 -2388 -6

ひらがなの
「ん 」に誘われて、
「んどうかい 」に参加した
なっちゃん。かけっこで転んだ
「ん」は、
「く」に変身！ あ
れ？ 今度は
「つ」
になっちゃった！ 初めてひらがなを習
う子供たちにぴったりな幼年童話です。

ミウの
花まる夏休み
きたじまごうき／作
A5判 64ページ
本体1 ,200円
ISBN978 -4 -8113 - 2286 -5
ミウ が池でつかまえた魚は、まさか新種！？ 何を食
べる？あれれ、動かなくなっちゃった！観察を始めて、
ミウの毎日はワクワク、ハラハラ、新しい発見の連続。

国をつなぐ奇跡の鳥
クロツラヘラサギ

伝記絵本 世界を動かした人びと
アラン・セール ほか
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全

大野正人／作 中川学、ハラアツシ、赤澤英子、熊本奈津子／絵

●夢はどうしてかなわないの？

★…… 学習に役立つ本

今関信子／著
四六判 175ページ
本体1 ,400円
ISBN978 -4 -8113 -2265 -0

百瀬しのぶ／文
四六判 170ページ
本体1 ,400円
ISBN978 -4 -8113 -2287 -2
体が動かなくなる難病の母に代わり、6歳で台所にた
ち始めた昇兵は、いつしか料理人を志すが、ある日昇
兵も同じ病に…。昇兵は「火を使わないレシピ本を作
る」新たな夢をめざすことに。

ぼくたちのおばけ沼

「ひとりぼっち」
の友情物語
中村淳／著
藤本四郎／絵
四六判 135ページ
本体1 ,400円
ISBN978 -4 -8113 -2318 -3

転校、いじめ、孤立、友情などで揺れ動く子どもの気持
ちを描写する物語。 主人公はクラス でいつもひとり
ぼっちのヒロアキと釣りを通して少しずつ友情を育む。
そんなある日ヒロアキの体に異変が…。

暗やみの中の
点字をつくった
きらめきルイ
・ブライユ
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
四六判 224ページ
本体1 ,500円
ISBN978 -4 -8113 -8975 -2

藤布がおしえてくれた宝物
川北亮司／作
山田花菜／絵
四六判 136ページ
本体1 ,400円
ISBN978 -4 -8113 -2302 -2

藤の木から布を織る
「藤織り」を40年に渡り取材した
著者渾身のノンフ ィクシ ョン。日本の伝統技術ととも
に、
自然と共生する大切さを子どもたちの目線で描く。

ようこそ、
ペンション・アニモーへ
光丘真理／作
岡本美子／絵
四六判 189ページ
本体1 ,400円
ISBN978 -4 -8113 -2250 -6

都会を離れ、山奥のペンシ ョン に移り住んだ小学５
年生の新菜。戸惑いながらも、山の仲間とふれあい、
大切なものを見つけていく。 動物とのふれあいの温
かさ、
自然の豊かさを描いた物語。

新聞は、
あなたと世界をつなぐ窓

（疑問符）
？
が
！（感嘆符）に変わるとき
― 新聞記者、
ワクワクする

小国綾子／著
四六判 134ページ
本体1 ,400円
ISBN978 -4 -8113 -2135 -6

ママのアメリカ出張中、ぼくが預けられたのは、オトコ
だけどオンナの格好をするマリさん。マリさんの生き
方にふれ、ぼくに変化が訪れます。

全国紙と地方紙は違うの？ 夜中に大事件が起きた
ら？ 実際の記事を例に新聞の役割とおもしろさを
伝えます。NIE活動の実践例も。

わきあがる疑問が、
「ああ、そうか！」
と感嘆に変わる瞬
間を追い求め、取材に奔走する女性記者の物語。キャ
リア教育に必携です。

兵士になったクマ

私を救った
オットー・ヴァイト

スラムにひびく
バイオリン

ビビ・デュモン・タック／著
長野徹／訳
四六判 287ページ
本体1 ,500円
ISBN978 -4 -8113 -2205 -6

第二次世界大戦下、ポ ーランド の若いふたりの兵士
はパレスチナ の山岳地帯で子グマ が入った袋を抱え
たイラン人の少年と出会います。ヴォイテクの実話を
もとにしたお話。

えほん

障害者権利条約
ふじいかつのり／作
AB判 36ページ
本体1 ,500円
ISBN978 -4 -8113 -2186 -8

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。

インゲ・ドイチェクローン／著
藤村美織／訳
四六判 157ページ
本体1 ,200円
ISBN978 -4 -8113 -2227 -8

第二次世界大戦下、ナチスの反ユダヤ政策に抵抗し、
ユダヤ人障害者たちを救ったドイツの英雄、オットー・
ヴァイト。彼に助けられ、生き延びたインゲ・ドイチュク
ローンがヴァイトのもとで働いた日々を綴った本。

ぼくたち
ハダカデバネズミ
平田昌広／文
平田景／絵
A4判変型 32ページ
本体1 ,300円
ISBN978 -4 -8113 -2592 -7

主人公のデバっちは、トンネルを進むうちにいろいろ
な部屋や仲間たちにであいます。名前も見た目もへん
だけど、なんだかカワイイ珍獣ハダカデバネズミの初
絵本。

福島に奇跡を届けたエル・システマ
岩井光子／著
四六判 160ページ
本体1 ,400円
ISBN978 -4 -8113 -2377 -0

震災で被災した福島県相馬市。震災後、
「エル・ シス
テマ」
というオーケストラが誕生しました。音楽を通じ
て明日を探す子どもたちの姿を描くノンフィクション。

発見！
？宇宙生物
北村雄一／著
四六判 179ページ
本体1 ,400円
ISBN978 -4 -8113 -2243 -8
グリ ーゼ667 Cに生息するかもしれない「宇宙シロク
マ」など、学術的に存在の可能性が考えられる宇宙生
物を、著者が星を巡り紹介するサイエンス読み物。

男鹿和雄／画
吉永小百合／編
B5判 50ページ
本体1 ,600円
ISBN978 -4 -8113 -0183 -9

声の出ないぼくと
マリさんの一週間

ヴォイテク

未来をはこぶ
オーケストラ

サイ・モンゴメリー／著
杉本詠美／訳
四六判 220ページ
本体1 ,600円
ISBN978 -4 -8113 -2168 -4

世界有数の動物学者であり、自閉症啓発のための講
演活動にも取り組む彼女の児童向け伝記です。

四六判 120ページ
本体1 ,400円
ISBN978 -4 -8113 -2136 -3

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。

詩画集

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。小学４年国語教科書
にも取り上げられている人物ルイ・ブライユの少年時
代から、点字を発明するまでの物語。

木村葉子／著

ブリジット・ラベ／著
A5判 48ページ
本体1 ,500円
ISBN978 -4 -8113 -8559 -4

テンプル・グランディン

自閉症と生きる

戦争や都市開発によって絶滅の危機にある渡り鳥・クロ
ツラヘラサギ。研究・保護活動によって、日本・韓国・北朝
鮮の人々の国境を越えた交流が深まる。
「国境」をこえて
平和や自然保護という目的のもと、心の交流を深める。

松本聰美／作
渡邊智子／絵
四六判 160ページ
本体1 ,400円
ISBN978 -4 -8113 -2134 -9

仕事とお金

哲学のおやつ
10代からの考えるレッスン

ゴミを楽器に変えたリサイクル・オーケストラ
スーザン・フッド／著
A4変型判 40ページ
本体1 ,800円
ISBN978 -4 -8113 -2365 -7

ゴミ処理場のまちで生まれた少女アーダ。音楽好きの
家族に囲まれ、バイオリン にあこがれていた……。南
米パラグアイの実話が絵本に。

はなくそ
だいピンチ！

マルジック＆モリソー／作・絵
ふしみみさを／訳
Ｂ5判変型 38ページ
本体1 ,300円
ISBN978 -4 -8113 -2593 -4

むかし、あるところにはなくそむらがあり、はなくその
いっかがすんでいました。あるひ、はなくそのてんて
きのあいつがやってきて、むらはだいピンチ！
！ …フ
ランスからやってきたユーモア絵本！

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。

セルマの行進

リンダ14歳 投票権を求めた戦い

リンダ・ブラックモン・ロワリー／著
渋谷弘子／訳
四六判 120ページ
本体1 ,600円
ISBN978 -4 -8113 -2 210 -0

1960年代のアメリカ・アラバマ州。黒人指導者は、職
を失う心配のない子どもに投票権を求める抗議の行
進をさせることに。 運動に14歳で参加した少女の語
る実話。

ウィニー

「プーさん」
になったクマ
サリー・M・ウォーカー／原作
さくまゆみこ／訳
A4変型判 33ページ
本体1 ,600円
ISBN978 -4 -8113 -2272 -8

陸軍の獣医ハリーは、駅で小さなクマ にであう。クマ
は部隊のマスコットに…。
「プーさん」のモデルになっ
たクマの実話。

はなくそ
ゆうかいじけん
マルジック＆モリソー／作・絵
ふしみみさを／訳
Ｂ5判変型 38ページ
本体1 ,300円
ISBN978 -4 -8113 -2594 -1

はなのかたちのすてきないえにすんでいたはなくそ
のいっか。ゆびがやってきて、
さらわれたさきには…？
読み聞かせで大爆笑まちがいなし、フランスからやっ
てきたユーモア絵本！
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頁
7
17
14
11
13
9
5
12
10
9
4
2
8
7
14
8
2
4
16
16
3
10
5
12
15
13
6
3
15
6
11
頁
19
33
33
18
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
19
19
17
33

セット名〔 新刊・新掲載 〕

書店名
（番線印）

本体
1,700
1,600
1,500
1,400
1,400
1,400
1,500
1,400
3,000
3,200
1,400
1,600
1,400
1,800
1,200
1,600
1,500
1,600

注文数

頁
33
33
33
33
33
17
33
33
33
19
33
33
17
33
33
33
33
33

3
3
4
3
4
3
4
4
4
3
4
3
3
4
5
5
3
3
4
3
3
2
3
4
6
3
3
2
3
3
3

揃本体

注文数

4,500
4,500
6,000
7,500
6,400
5,400
8,800
6,000
6,400
4,800
9,600
6,900
6,600
9,200
9,000
9,000
4,500
7,200
7,000
4,600
8,400
7,000
7,500
5,700
9,600
5,400
7,800
4,800
4,800
7,500
8,400

単行本
哲学のおやつ 仕事とお金
（8559）
テンプル・グランディン 自閉症と生きる（2168）
発見！ 宇宙生物（2243）
★はなくそ だいピンチ！（2593）
★はなくそ ゆうかいじけん（2594）
★ヒロシマをのこす 平和記念資料館をつくった人・長岡省吾（2500）
兵士になったクマ ヴォイテク（2205）
ぼくたちのおばけ沼（2318）
★ぼくたちハダカデバネズミ（2592）
ホセ・ムヒカと過ごした８日間 世界でいちばん貧しい大統領が見た日本（2364）
ミウの花まる夏休み（2286）
未来をはこぶオーケストラ（2377）
★野菜を守れ！ テントウムシ大作戦（2578）
ようこそ、ペンション・アニモーへ（2250）
レシピにたくした料理人の夢（2287）
私を救ったオットー・ヴァイト（2227）
ワンダーガーデン 生命の扉 ５つの楽園、多彩な生きもの（2251）
ん ひらがな 大へんしん！（2388）

本体
1,500
1,600
1,400
1,300
1,300
1,500
1,500
1,400
1,300
1,100
1,200
1,400
1,500
1,400
1,400
1,200
2,800
1,200

注文数

学校名・図書館名

〒102-0071 東京都千代田区富士見1- 6 -1 富士見ビル１F
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TEL 03-6862-5200

巻数

★愛蔵版 ジュニア空想科学読本 第３期(1203）
★愛蔵版 野生どうぶつを救え！ 本当にあった涙の物語 第２期(1200）
★赤川次郎 ホラーの迷宮(1222)
★いのちを救いたい 救急救命24時(1215)
★ＳＦショートストーリー傑作セレクション(1205)
★きみを変える５０の名言(1219)
★気持ちを伝えるおもてなし はじめてのおにぎり＆サンドイッチ(1211）
★京極夏彦のえほん遠野物語 第二期(1201)
★キラキラ☆ハッピー うらないブック(1212)
★校内放送でつかえる 学校なぞなぞ(1214)
★５回で折れる季節と行事のおりがみ(1202)
★参加しよう！ 東京パラリンピックとバリアフリー (1208)
★知っておきたい 教科書に出てくる故事成語(1210)
★旬ってなに？ 季節の食べもの(1221)
★新海誠ライブラリー (1207)
★すらすらよめる日本の古典 原文付き(1216)
★1964年東京オリンピック物語(1213)
★食べたあとのお楽しみ！ かわいいパッケージクラフト(1224)
★ちがいは豊かさ 絵本で考える多文化共生(1229)
★中学年からのノンフィクション 動物だいすき！ (1228)
★点字 はじめの一歩(1186)
★伝統あそびで国際交流！英語でおりがみ・あやとり(1209)
★どんどん！どんぐり工作(1225)
★平和へのとびら 中澤晶子ものがたり集(1226)
★冬のアスリートたち(1206)
★文豪ノ怪談 ジュニア・セレクション 第二期(1204)
★まいて観察！ たね図鑑(1223)
★見たい！知りたい！世界の子どもたちのくらし(1227)
★もしものときの妖怪たいさくマニュアル(1217)
★理科をたのしく！ 光と音の実験工作(1196)
★和の文化を発見する 水とくらす日本のわざ(1220)
単行本
悪役 世界でいちばん貧しい大統領の本音（2249）
ウィニー「プーさん」になったクマ（2272）
えほん 障害者権利条約（2186）
絵本 はだしのゲン（0050）
？（疑問符）が！
（感嘆符）に変わるとき（2135）
国をつなぐ奇跡の鳥 クロツラヘラサギ（2265）
暗やみの中のきらめき 点字をつくったルイ・ブライユ（8975）
声の出ないぼくとマリさんの一週間（2134）
子どものための手話事典（8199）
子どものための点字事典（8540）
里山で木を織る（2302）
詩画集 小さな祈り（0183）
新聞は、あなたと世界をつなぐ窓（2136）
スラムにひびくバイオリン
（2365）
世界でいちばん貧しい大統領からきみへ（2248）
世界でいちばん貧しい大統領のスピーチ（2067）
★世界のいまを伝えたい フォトジャーナリスト久保田弘信（2564）
セルマの行進 リンダ14歳 投票権を求めた戦い（2210）

FAX 03-6862-5202

★＝2019年度新刊・新掲載

50音順に掲載

〒102-0071
東京都千代田区富士見1- 6 -1

《注文書》
頁

セット名

30 愛蔵版 怪盗レッド（1145）
30 愛蔵版 告白予行練習シリーズ（1193）
25 愛蔵版 ジュニア空想科学読本 第１期（1144）
25 愛蔵版 ジュニア空想科学読本 第２期（1188）
32 愛蔵版 野生どうぶつを救え！ 本当にあった涙の物語（1169）
30 蒼きＳＡＭＵＲＡＩ ワールドカップをめざせ！（1034）
30 蒼きＳＡＭＵＲＡＩ ２（1099）
30 赤川次郎 ミステリーの小箱（1187）
23 あぶない！ 守ろう！ だいじな目（1101）
18 池上彰・増田ユリヤの 今だからこそ 世界を知ろう！（1116）
21 改訂新版 イラストで学べる税金のしくみ（1146）
23 Welcome to Japan! 中学英語で話そう 日本の文化（1178）
23 栄養素のはたらき バランスよく食べて元気になる！（1071）
25 絵でめぐる 生命の博物館（1171）
32 絵本 災害を考える（8379）
23 えほん ミニオンズ（1125）
22 学習漢字がすべて入った! 漢字でおはなし（1109）
24 学校で知っておきたい 著作権（1147）
19 考えよう！ 女性活躍社会（1140）
28 かんたん15分！ 材料３つで すいすいスイーツ（1156）
28 かんたん15分！ 火も包丁も使わない魔法のレシピ（1175）
26 かんたん！めちゃウケ マジック（1038）
22 教科書に出てくる にたいみ・はんたい・なかまのことば（1183）
27 教科書に出てくる 日本の画家（1017）
31 京極夏彦のえほん遠野物語（1104）
24 気をつけよう！ ＳＮＳ（1053）
24 気をつけよう！ 情報モラル 第１期（1020）
24 気をつけよう！ 情報モラル 第２期（1177）
19 気をつけよう！ ブラックバイト・ブラック企業（1138）
22 決定版 語彙力アップ！ ことばあそび（1181）
22 声に出そう はじめての漢詩（8299）
29 子どもの心を育む 花育をはじめよう（1148）
（1130）
20 これだけは
知っておきたい 教科書に出てくる日本の城
（1072）
20 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
26 これならできる！ 授業が変わる アクティブラーニング（1132）
22 語呂合わせで、完全マスター！ 五色百人一首（1158）
25 探して発見！ 観察しよう 生き物たちの冬ごし図鑑（1157）
30 侍メジャーリーガー列伝
（1081）
27 錯覚体験！！３Ｄトリックアート（1049）
32 幸せな生き方をさがす こころの「え？」ほん（1124）
31 シェイクスピア名作コレクション（1131）
21 しごと場たんけん 日本の市場（1149）
19 ジャーナリスト後藤健二ノンフィクションシリーズ（8395）
21 社会科見学！ みんなの市役所
（1180）
20 写真で学ぶ世界遺産（1088）
21 写真とデータでわかる 日本の貿易（1113）
22 10秒チャレンジ！ 漢字マスター
（1106）
26 授業が楽しくなる 教科別マジック（1141）
28 女子力アップ！ スイーツ・手作りレッスン
（1100）
25 調べてみよう 名前のひみつ 生きもの編（1118）
25 調べてみよう名前のひみつ 植物編（1155）
21 しらべよう！ 世界の選挙制度（1192）
20 しらべよう！ 47都道府県の野菜・くだもの（1174）
32 シリーズ 沖縄の心（1080）
22 すぐに使える！はじめての敬語（1098）
21 すごいぞ!!重機大集合（1065）
23 すごテク！ サッカー上達バイブル（1083）
24 ストップ！ ゲーム依存（1150）
29 たのしいあやとり大図鑑（1115）
29 楽しいバスレクアイデアガイド１（8367）
29 楽しいバスレクアイデアガイド２（1191）
26 「単位」の学習に役立つ はかってみよう 長さ・重さ・時間（1173）

巻数 揃本体 注文数 頁

4 6,000
3 4,800
3 4,500
3 4,500
4 6,000
4 6,000
5 7,500
5 7,500
2 7,000
3 9,600
3 6,000
3 6,600
3 7,200
2 6,400
4 6,800
2 2,400
3 4,800
3 7,500
3 7,200
4 9,600
3 7,200
4 5,200
3 6,000
3 7,500
4 6,000
3 6,900
3 6,600
3 7,200
3 7,200
3 4,800
3 6,000
2 6,400
2 7,000
2 7,600
4 9,200
4 6,400
4 9,200
4 6,000
3 6,900
4 6,400
10 16,000
3 7,500
4 5,400
3 6,900
3 8,400
3 6,900
3 4,500
3 4,800
7 9,300
2 6,400
2 6,400
2 5,600
2 7,200
4 5,600
3 5,400
3 6,900
3 6,000
3 6,900
2 6,400
3 4,800
3 4,800
3 7,200

30
27
23
32
32
31
18
27
18
32
26
18
20
27
32
29
29
24
28
31
19
24
18
18
21
26
18
26
31
18
31
29
29
21
28
19
26
28
30
19
25
25
27
23
20
20
31
31
27
28

富士見ビル１F
セット名

FAX 03-6862-5202

TEL 03-6862-5200
巻数 揃本体 注文数

チームでつかんだ栄光のメダル（1136）
5
超びっくり！ 奇妙で妖しい？ 錯覚美術館（1110） 2
低学年からのスポーツ・ルール（1085）
4
伝記絵本 新たな一歩をふみだした人たち（1194） 4
伝記絵本 世界を動かした人びと（1076）
4
トイレの花子さん リターンズ（1167）
4
同級生は外国人！？ 多文化共生を考えよう（1179）
3
トムとジェリーのトリックアートシリーズ（1069） 4
中沢啓治平和まんがシリーズ（7971）
17
ナチス・戦争に立ち向かう
（1123）
4
日本と世界のくらし
「くらしの中の和と洋」
（1142） 3
どこが同じ？どこがちがう？ 教科書に出てくる
日本の戦争と動物たち（1185）
3
4
日本の手仕事
（1172）
人気漫画家が教える！ まんがのかき方（1143）
4
灰谷健次郎童話セレクション（1152）
4
はじめてでもかんたん！ エコなリメイク（1108） 4
はじめてでもかんたん！ 楽しいねんど
（1077） 4
はじめてのＡＩ いま知っておきたい未来のくらし（1189） 3
はじめてのだしクッキング（1120）
4
はじめてのミステリー 名探偵登場！（1153） 4
橋本麻里の美術でたどる日本の歴史
（1111）
3
パソコンがなくてもわかる はじめてのプログラミング（1159） 3
はだしのゲン 愛蔵版（0408）
10
はだしのゲン コミック版（0400）
10
はたらく船大図鑑（1114）
3
発表・スピーチに自信がつく！ 魔法の話し方トレーニング（1184） 3
ビジュアル版 近代日本移民の歴史
（1135）
4
表とグラフを使おう！ 自由研究・プレゼンにチャレンジ（1073） 3
文豪ノ怪談 ジュニア・セレクション
（1134）
5
平和学習に役立つ戦跡ガイド（1064）
3
細田守作品集（1168）
3
魔女やおばけに変身！ 楽しいハロウィン工作（1166） 3
見つけておぼえる！ さがし絵タウン（1170）
3
未来をつくる これからのエコ企業
（1042）
4
ミラクルかんたん！ スイーツマジック
（1067） 5
みんなを幸せにする 新しい福祉技術
（1075）
3
むのたけじ100歳のジャーナリストからきみへ（1097） 5
5
迷宮招待！ 異世界への入り口（1112）
メダルへの道 ニッポンのトップアスリート
（1105） 4
もっと知りたい！ 話したい！ セクシュアルマイノリティ（1107） 3
やさしくわかる 星とうちゅうのふしぎ（1151） 3
柳田理科雄の１日１科学（1119）
4
夢活！ なりたい！ アニメの仕事（1182）
3
ようこそ日本へ！ 写真英語ずかん（1139）
3
（1045） 3
47都道府県！！ ご当地キャラと日本一周♪
47都道府県！！ 妖怪めぐり日本一周
（1165）
3
わたしは見た 怪奇!! 都市伝説 第一期
（1041） 4
わたしは見た 怪奇!! 都市伝説 第二期
（1068） 4
和の文化をうけつぐ 日本の伝統もよう（1190） 3
犬（わんこ）がくれたもの。
（1066）
4
書店名
（番線印）

7,500
5,600
8,000
7,000
10,000
5,200
7,500
6,000
23,800
6,600
7,200
7,800
9,200
9,600
6,400
9,600
9,200
7,800
9,600
6,400
11,400
6,900
12,000
6,800
6,900
7,200
12,000
7,200
8,000
7,500
5,400
7,200
5,400
9,200
12,000
7,200
7,500
6,500
6,000
7,200
6,900
9,600
7,500
7,500
6,000
6,900
5,200
5,200
8,100
5,600

学校名・図書館名

50音順に掲載
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