新教科書対応
社会

NDC366

調べて、書こう！教科書に出てくる

3巻

全

仕事のくふう、見つけたよ

社会

3巻

揃本体8,400円＋税／各本体2,800円＋税

全

見つけたよ」
（光村）
、
小3社会「はたらく人とわたしたちのくらし」
（東書）
ほか
a教科書 関連単元─G 小3国語「仕事のくふう、

新・小学校国語教科書
（光村）3年に対応

〜社会を変える
プログラミング〜

澤井陽介 G 監修
G AB判上製 G ISBN978-4-8113-1271-2 G 各40ページ

揃本体8,100円＋税／各本体2,700円＋税

a関連科目─G 小5社会「情報化した社会と産業の発展」
（東書）
ほか

身近な産業、
情報と
最新技術でどう変わる？
「くら寿司」
「ヤマト運輸」
「病院」などの身

事を、働いている人・主な仕事・仕事の

近な産業は、情報を活用することで、急

くふうの視点から、やさしく丁寧に解説。

激な進化を遂げています。身近なお店や

調べた内容をまとめる「報告する文章の書

サービスの裏側を探検しているワクワク

き方」から、「発表する／感想を伝える」

感を楽しみながら、自分たちの生活がど

までもガイドします。

う変わるのかを考えていきます。小学校

新 教 科 書 対 応

新 教 科 書 対 応

子どもたちの生活に身近なさまざまな仕

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。
1

お店ではたらく

販売業・飲食業

スーパーマーケット、花屋、書店ほか
978-4-8113-2710-5

2

コンビニ、
スーパー、回転寿司ほか
978-4-8113-2701-3

くらしをささえる

運輸業・観光業

消防署、駅、図書館ほか
978-4-8113-2711-2

3

宅配、バス、旅行会社ほか
978-4-8113-2702-0

ものを作る・育てる

福祉・医療

野菜農家、パン屋、建築現場ほか
978-4-8113-2712-9

社会

教科書から
広げる学習

3巻

全

保育園、点字図書館、病院ほか
978-4-8113-2703-7

社会

NDC750

伝統工芸のよさを伝えよう

しらべてまとめる

青山由紀 G 監修 オフィス303 G 編
G B5判上製 G ISBN978-4-8113-1249-1 G 各44ページ

総合学習

3巻

揃本体8,400円＋税／各本体2,800円＋税

全

a教科書 関連単元─G 小4国語「伝統工芸のよさを伝えよう」
（光村）、小5国語「和の文化について調べよう」、小4社会「古くから伝わる県内の芸のう」
（東書）ほか

NDC291

まちとくらしのうつりかわり

澤井陽介 G 監修
G AB判上製 G ISBN978-4-8113-1270-5 G 各40ページ

a関連科目─G 小3社会「市のうつりかわり」、
小4社会「住みよいくらしをつくる」
（東書）

あなたのまちとくらしの
うつりかわりをまとめてみよう

国語の新教科書掲載の「全国の伝統工芸

おじいさん・おばあさんが子どものころか

の魅力を調べ、発表する授業」を補足す

ら、まちはどのように変わったでしょうか？

るためのシリーズ。47 各都道府県を代表

人口、公共施設、学校、遊び、給食、ゴ

する工芸品を例示しているため、例文を

ミ処理、水道などの様々な変化を豊富な

ヒントに書くコツ、まとめるコツを生徒自

イラストで紹介。社会科 3 年「市のうつり

身で感覚的につかめます。社会科の授業
でも利用できます。

かわり」4 年「住みよいくらしをつくる」の
学習で役立ちます。

よそおい

〜織物・染色ほか〜
978-4-8113-2698-6

2

生活

〜焼き物・木工ほか〜
978-4-8113-2699-3

3

新 教 科 書 対 応

新 教 科 書 対 応

伝統工芸の紹介を
児童ひとりで身につける。

揃本体8,100円＋税／各本体2,700円＋税

小学校中学年〜中学生

小学校中学年〜高校生

国語

1

学びと遊び

〜和紙・遊具ほか〜
978-4-8113-2700-6

2

NDC602

情報を活かして発展する産業

『仕事のくふう、
見つけたよ』編集委員会G 編著
G AB判上製 G ISBN978-4-8113-1264-4 G 各48ページ

情報

新しい教科書にあわせて学ぼう
小学校高学年〜中学生

小学校中学年〜高学年

国語

新教科書対応

新しい教科書にあわせて学ぼう

1

交通、公共施設、人口ほか
978-4-8113-2704-4

2

衣食住、学校、道具ほか
978-4-8113-2705-1

3

水道、ゴミ処理、消防ほか
978-4-8113-2706-8

3

新教科書対応

算数

NDC911

詩をつくろう
3巻

全

中学年から楽しめる数学への扉

和合亮一 G 監修
G B5変型判上製 G ISBN978-4-8113-1262-0 G 各40ページ

3巻

揃本体6,600円＋税／各本体2,200円＋税

（光村）、
a教科書 関連単元─G 小2国語「詩を作ろう 見たこと感じたこと」、小4国語「自分だけの詩集をつくろう」、小6国語「朗読してしょうかいしよう」
小3国語「詩を読もう」
（東書）ほか

詩の「つくり方」のヒントにあふれたシリー

全

和算でタイムスリップ、
世界旅行、
クイズ大会…
算数ってこんなにおもしろい！

ら取り組めるように工夫しました。

と呼びかけます。

見たこと、感じたことを詩にしよう

1

978-4-8113-2653-5

詩のくふうを楽しもう
ことばあそび・ことばさがし

2

自分だけの詩集をつくろう、
朗読しよう

3

978-4-8113-2654-2

978-4-8113-2655-9

NDC150

加藤宣行 G 著
G AB判上製 G ISBN978-4-8113-1239-2 G 各32ページ

a教科書

揃本体7,500円＋税／各本体2,500円＋税

関連単元─G 小3道徳「ぼくらしさってなんだろう 白井健三」
（教出）、小4道徳「レスリングの女王 吉田沙保里」
（学研）
「ふるさとにとどけ、希望の舞 ― 羽生結弦 ―」
（あかつき）、小5道徳「いつも全力で〜首位打者イチロー」
（東書）、小6道徳「技術で「障がい」をなくしたい ― 遠藤 謙ー」
（光文）ほか

道徳の教科書でも多く登場する、スポー
ツ名場面。憧れでもあり、身近であるス
ポーツ選手のエピソードは、子どもたちが
考え議論する題材に最適です。実際の子
供たちの授業をもとにした白熱した対話
を通じ、よりよい自分になるきっかけがみ
つかります。

クラブ活動

まかせてね

3巻

全

NDC596

今日の献立

今 里衣 G 監修 ダンノマリコGレシピ考案
G AB判上製 G ISBN978-4-8113-1237-8 G 各32ページ

（開隆堂）
ほか
a関連科目─G 小5家庭科「まかせてね 今日の献立」

はじめての献立。
15分レシピで調理も簡単。
献立づくりの視点は、栄養バランスや旬、
食べる人の好みなど、さまざまな視点が
必要。前半の理論編では、子どもでもわ
かりやすく、献立を考えられるようになる
手順やポイントを解説します。後半は、子
どもでも簡単 15 分で、1 食分のバランス
献立が作れるレシピを紹介します。

揃本体7,200円＋税／各本体2,400円＋税

新 教 科 書 対 応

新 教 科 書 対 応

「考え議論する道徳」を体感。
教室での議論の土台に。

自分をみつめる

イチロー、浅田真央ほか
978-4-8113-2643-6

人とつながる

朝食で元気に

吉田沙保里、女子ソフトボールチームほか
978-4-8113-2644-3

978-4-8113-2640-5

命や社会について考える

978-4-8113-2641-2

羽生結弦、谷真海ほか
978-4-8113-2645-0

4

白熱道徳教室

家庭科

小学校低学年〜中学生

小学校中学年〜中学生

総合学習

スポーツ名場面で考える

3

目指せ！算数クイズ王
細水保宏 G 監修 ガウスの会 G 問題提供

978-4-8113-2709-9

2

算数ミステリーツアー
細水保宏 G 監修 ガウスの会 G 問題提供

978-4-8113-2708-2

1

和算の世界にタイムスリップ

白井一之 G 監修

978-4-8113-2707-5

3巻

a関連科目─G 小6算数「算数卒業旅行」
（東書）
、
「数学への扉」
（教出）
ほか

いていくストーリー要素も入れ、中学年か

でみよう」、
「身近なことを詩にしてみよう」

全

揃本体7,500円＋税／各本体2,500円＋税

を主体的に学べるシリーズです。謎を解

人の詩を引きながら、「自由に詩を読ん

道徳

G AB判上製 G ISBN978-4-8113-1242-2 G 各32ページ

で役立ち、授業のあとも子供たちが算数

修に迎え、教科書に載っている有名な詩

3

白井一之・細水保宏 G 監修

教科書の単元「算数卒業旅行」などの学習

ズ。大活躍中の詩人、和合亮一さんを監

2

算数卒業旅行

新 教 科 書 対 応

新 教 科 書 対 応

詩をつくるヒントを。
類書のないシリーズ。

1

NDC410

新しい教科書にあわせて学ぼう
小学校中学年〜高学年

小学校低学年〜高学年

国語

新教科書対応

新しい教科書にあわせて学ぼう

昼食で楽しく
夕食でのんびり
978-4-8113-2642-9

5

202 0 最 新 刊
社会

地球が危ない！

3巻

全

社会

NDC518

プラスチックごみ

幸運社 G 編

高田秀重／WWFジャパン／
（公財）
かながわ海岸美化財団 G 協力
揃本体7,800円＋税／各本体2,600円＋税

NDC780

オリンピックをささえるスポーツ・テクノロジー
3巻

全

G AB判上製 G ISBN978-4-8113-1244-6 G 各36ページ

便利なプラスチックが
地球を滅ぼす日が来る！

体育

スポーツデザイン研究所G 編著

G AB判上製 G ISBN978-4-8113-1268-2 G 各48ページ

揃本体7,500円＋税／各本体2,500円＋税

スポーツの発展を
支え続ける技術力とは

私たちのまわりには多くのプラスチック製

2020 年オリンピック東京大会を目前に記

品があります。ところが使ってすぐに捨て

録やパフォーマンスの向上を求めて発展

られてしまうプラスチックごみが、地球上

してきた様々な器具や用具、施設を中心

で生態系の変化やや自然災害の増大など

に、その歴史や変遷、最新情報など画像

大変な問題になっています。どう利用して

や図解で紹介。

小学校中学年〜一般

小学校中学年〜中学生

理科

202 0 最 新 刊

いけばいいのか様々な現実を紹介し考え
ていきます。

1
1

海洋プラスチック

魚の量をこえる！
？
978-4-8113-2629-0

2

2

日本中にあふれるプラスチック
3

みんなで減らそう！プラスチック

女子も！男子も！

3巻

全

社会

NDC495

生理を知ろう

3巻

揃本体7,200円＋税／各本体2,400円＋税

全

（東書）
、
「体の中で起こる変化」
（学研）
ほか
a教科書 関連単元─G 小4保健「思春期にあらわれる変化」

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

NDC453

いつ？どこで？ビジュアル版

宋美玄 G 監修
G B5判上製 G ISBN978-4-8113-1253-8 G 各32ページ

理科

巨大地震のしくみ

佐久間博 G 編著 JAMSTEC G 監修
G AB判上製 G ISBN978-4-8113-1266-8 G 各40ページ

揃本体7,500円＋税／各本体2,500円＋税

a関連科目─G 小6社会「自然災害からくらしを守る」
（東書）、小6理科「土地のつくりと変化」
（大日本）、中1科学「動き続ける大地」、中3科学「自然の恵みと災害」
（東書）

巨大地震のメカニズムと
調査の現場から防災を考える

小学校中学年〜高校生

小学校中学年〜中学生

体育

用具

シューズ・ボール・ラケットほか
978-4-8113-2624-5

978-4-8113-2631-3

保健

器具

体操競技・バスケットゴール・コースロープほか
978-4-8113-2623-8

978-4-8113-2630-6

3

施設

陸上トラック・体育館・スイミングプールほか
978-4-8113-2622-1

南海トラフで起きる可能性が大きくなりつ
つある巨大地震。地震発生域での海底プ
レートなどの調査を行う海洋研究開発機
構の協力を得ながら巨大地震のメカニズ
ムと調査の最前線および防災に関する最
新の備えや情報を紹介していきます。

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。

1

生理ってなんだろう

1

978-4-8113-2539-2

2

生理のなやみ

2

978-4-8113-2540-8

3

心と体の成長と生理
978-4-8113-2541-5

6

地震はなぜ起きるの？
978-4-8113-2634-4

調査の現場を見にいこう！
978-4-8113-2635-1

3

地震！
！そのとき 防災チェック
978-4-8113-2636-8

7

202 0 最 新 刊
特別活動

季節と行事のきりがみ

うつして切るだけ！

４巻

全

図画工作

NDC750

3巻

全

揃本体9,600円＋税／各本体2,400円＋税

壁面やカードに活躍する
かわいい作品たち

NDC751

小さなたべもの屋さん

ねんどでつくる！

いしかわ☆まりこG 作
G AB判上製 G ISBN978-4-8113-1240-8 G 各40ページ

食育

ねんドル岡田ひとみ G 作
G AB判上製 G ISBN978-4-8113-1241-5 G 各32ページ

揃本体7,500円＋税／各本体2,500円＋税

幼児〜一般

幼児〜小学校中学年

図画工作

202 0 最 新 刊

まるでホンモノ！
ねんど工作の新定番

折ったおりがみに型紙をなぞって書き、そ

子どもたちに定番のねんど工作。なかで

のとおりに切るだけ！お花、くだもの、行

も今、大人気のミニチュアフードの作り方

事のモチーフなど、季節を感じる作品が

をやさしく紹介。ホンモノそっくりで、小っ

かんたんにつくれます。壁面やカードに大

ちゃくてかわいいアイテムがたくさん。写

活躍のすてきな切り紙作品がいっぱいです。

真の撮り方、メニューカード作り、ラッピ
ング、お店作りなどのアイデアも収録。

1

はる

さくら・新学期・ひなまつりほか
978-4-8113-2613-9

2

なつ

ねんどのパン屋さん

あさがお・七夕・花火ほか
978-4-8113-2614-6

3

メロンパン、
クロワッサンほか
978-4-8113-2647-4

あき

ねんどのカフェ

もみじ・お月見・ハロウィンほか
978-4-8113-2615-3

4

マカロン、パンケーキほか
978-4-8113-2648-1

ふゆ

ねんどのケーキ屋さん

雪の結晶・クリスマス・お正月ほか
978-4-8113-2616-0

家庭科

フォトジェニック・スイーツ

かんたん！おいしい！

４巻

全

宮沢うららG 著

家庭科

NDC596

G AB判上製 G ISBN978-4-8113-1265-1 G 各48ページ

SNS映え間違いなし！の
かわいいスイーツ

今、人気のお菓子は、おいしいのは当た

特別活動

今日からやろう

3巻

揃本体9,600円＋税／各本体2,400円＋税

全

NDC590

お手伝いはわたしの仕事

寺西恵里子 G 作
G AB判上製 G ISBN978-4-8113-1250-7 G 各32ページ

（開隆堂）
、
「私の仕事と生活時間」
（東書）
ほか
a関連科目─G 小学校家庭科「やってみよう家庭の仕事」

「名もなき家事」から
はじめたい習慣

り前、見た目のかわいさも大事なポイン

家族の靴をそろえる、朝カーテンを開け

トです。写真映えするオシャレなスイーツ

る、食卓で出たゴミをかたづける、洗濯

を作りたい！という願いを叶えるアイディ

ものをたたむ、傘をかわかす…やってい

アレシピと撮影ポイントやテクニックを紹

るかな？ 小学生でもできるいろんなお

介します。

揃本体6,900円＋税／各本体2,300円＋税

小学校低学年〜高学年

小学校中学年〜一般

特別活動

ショートケーキ、モンブランほか
978-4-8113-2649-8

手伝いをカタログのように紹介。長期休
みの宿題にもぴったりです。

きらきら☆カラフルスイーツ
978-4-8113-2716-7

びっくり！そっくりスイーツ

1

ときめくパンアート

2

978-4-8113-2718-1

わくわく！へんしんスイーツ
978-4-8113-2719-8

8

すまい編
978-4-8113-2666-5

978-4-8113-2717-4

食事編
978-4-8113-2667-2

3

身だしなみ編
978-4-8113-2668-9

9
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47都道府県

３巻

全

社会

NDC830

かんたん英語でふるさと紹介

日本一周妖怪めいろ

3巻

全

揃本体7,500円＋税／各本体2,500円＋税

小5.6「外国語」教科化
a教科書 関連単元─G 2020年度より小3.4「外国語活動」必修化、

NDC291

発見！

石川めぐみ G 監修
G AB判上製 G ISBN978-4-8113-1243-9 G 各32ページ

あそび

伊藤まさあきG 絵
G 310×227上製 G ISBN978-4-8113-1236-1 G 各32ページ

揃本体6,000円＋税／各本体2,000円＋税

妖怪といっしょに日本一周

日本各地の食べものや名所を、
英語で紹介してみよう

巨大な妖怪だいだらぼっちが琵琶湖や富

小学校中学年〜中学生

小学校中学年〜中学生

英語
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士山をつくったって知ってた？ こわくて
かわいい妖怪といっしょにめいろで日本一

自分のふるさとの名物や名所を、英語で

周。楽しみながら各地方の地理や気候、

紹介したい！ でもこれって英語でなんて

自然のようす、名所名産やくらしについて

言うの？ そんなときに、この本を探して

もわかるよ。

みてください。やさしい英語とそのバリ
エーションで、ふるさとを紹介する英語が
きっと見つかります。

1

自然の巻

食べもの・おみやげ

978-4-8113-2603-0

978-4-8113-2637-5

2
3

観光・名所

名所の巻

978-4-8113-2638-2

978-4-8113-2604-7

お祭り・伝統

くらしの巻

978-4-8113-2639-9

NDC340

どうなってるの？

３巻

全

理科

税金の使われ方

身近な生き物

『税金の使われ方』編集委員会 G 編著
G B5判上製 G ISBN978-4-8113-1261-3 G 各40ページ

生活

3巻

揃本体7,500円＋税／各本体2,500円＋税

全

a教科書 関連単元─G 小6社会「選挙のしくみと税金の働き」
（東書）
、
中学公民「財政と国民の福祉」
（日文）
ほか

NDC480

淡水魚・淡水生物

さいたま水族館 G 監修

a関連科目─G 小5理科「メダカのたんじょう」
（大日本）
、
「魚のたんじょう」
（東書）
ほか

ぼくたちが払う消費税。
どう使われているの？

初の子どもむけ淡水魚、
淡水生物図鑑。

2019 年 10 月、消費税の税率が 10％にな

全国 47 都道府県にすむ淡水魚、淡水生物

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、

株式会社風讃社 G 編

G AB判上製 G ISBN978-4-8113-1247-7 G 各32ページ

揃本体7,200円＋税／各本体2,400円＋税

小学校低学年〜中学生

小学校高学年〜高校生

社会

978-4-8113-2605-4

（水生昆虫・両生類など）を紹介する子ど
もむけシリーズ。どんなところで実際に見
ることができるか、その生態の特徴につ

水道……。 税金の使われ方をみんなで

いてなど、わかりやすく解説しています。

考えるシリーズ。

外来生物や固有種などのキーワードも解
説。

1

くらしを支える

1

学ぶ・くらしを守る

2

くらしを作る

3

年金・医療・介護ほか
978-4-8113-2656-6

2

学校・文化・警察・消防ほか
978-4-8113-2657-3

3

道路・水道・防災ほか
978-4-8113-2658-0

10

学校編

〜コイ、
メダカ、ザリガニほか〜
978-4-8113-2692-4

田んぼ・まち編

〜フナ、
ドジョウ、
カエルほか〜
978-4-8113-2693-1

きれいな水編

〜マス、イワナ、サンショウウオほか〜
978-4-8113-2694-8
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理科

もっと知りたい

3巻

全

体育

NDC479

さくらの世界

NDC780

キミも運動ができるようになる

勝木俊雄 G 監修
G AB判上製 G ISBN978-4-8113-1256-9 G 各40ページ

保健

3巻

全

揃本体8,400円＋税／各本体2,800円＋税

（大日本）
、
「春のしぜんにとび出そう」
（東書）
、
小4理科「季節と生き物（春）」
（大日本）
、
a教科書 関連単元─G 小3理科「しぜんのかんさつをしよう」
「あたたかさと生き物」
（東書）
、
中学国語1「桜守三代」
（光村）
、
中学国語2「言葉の力」
（光村）
ほか

みんなが大好きなさくら、
そのすべてに迫ります。

近藤隆夫 G 著

前波卓也 G 協力

G AB判上製 G ISBN978-4-8113-1248-4 G 各32ページ

揃本体7,500円＋税／各本体2,500円＋税

できる子もできない子も。
マル秘テク満載。

小学校中学年〜中学生

小学校中学年〜中学生

生活

202 0 最 新 刊

全国の教育現場を取材するスポーツジャー
ナリスト近藤隆夫が「どの子もコツをつか

日本にはさくらは何種類あるの？ 一番身

めば上達する」をコンセプトに、連続写真

近な「そめいよしの」ってどんなさくら？

でコツや失敗しがちな例、練習の方法な

さくらの春夏秋冬はどんなようす？ 文学、

どを解説。元フィギア代表トレーナーが基

絵画、音楽に出てくるさくらって？ 春に

礎能力が上がる体幹トレーニングも紹介。

なるたび、だれもが気になるさくらの話
題が満載のシリーズです。

1

さくらってどんな木？

1

978-4-8113-2680-1

2

さくらを見にいこう

2

978-4-8113-2681-8

3

3

978-4-8113-2682-5

特別活動

図画工作

NDC547

ネット動画

小寺信良 G 監修

炎上、
依存する前に
読みたいシリーズ。

NDC725

かんたんレベルアップ

株式会社メディア・ビュー G 編

G B5判上製 G ISBN978-4-8113-1245-3 G 各32ページ

特別活動

3巻

揃本体7,500円＋税／各本体2,500円＋税

全

絵のかきかた

女子美術大学付属高等学校・中学校 G 監修 ニシ工芸株式会社 G 編
G AB判上製 G ISBN978-4-8113-1234-7 G 各48ページ
揃本体7,500円＋税／各本体2,500円＋税
a関連科目─G 小6図工「季節を感じて」
（開隆堂）
、
「絵の具スケッチ」
（日文）
ほか

YouTube や TikTok をはじめとするネット

授業、
部活で。
生徒ひとりで解決できる本。

上のツールで利用される動画の、危険性

デッサンと水彩の描きかたの具体的なポ

とより良い付き合い方を解説するシリー

イントを、風景、人物、静物のモチーフ

ズ。長時間利用や依存、炎上、違法行為

ごとに解説するシリーズ。女子美大の現

など、実際に起きたトラブル例とその解

役教師が監修しており、わかりやすい言

決法も紹介していて実用的です。

小学校中学年〜高校生

小学校高学年〜一般

3巻

ボールを投げる・受ける・けるほか

978-4-8113-2697-9

気をつけよう！
全

なわとび、とび箱、鉄棒ほか
978-4-8113-2696-2

くらしの中のさくら

道徳

徒競走、幅とび、垂直とびほか
978-4-8113-2695-5

葉で、描画力、観察力のアップの秘訣を
紹介しています。生徒が教師に頼らず、
レベルアップを図れます。

1

動画を見るのがやめられない

1

978-4-8113-2686-3

2

動画投稿に潜むワナ

2

978-4-8113-2687-0

3

大丈夫 !？ 動画の著作権

978-4-8113-2688-7

12

風景をかこう
978-4-8113-2597-2

人物をかこう
978-4-8113-2598-9

3

静物をかこう
978-4-8113-2599-6
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道徳

NDC369

楽しく知ろうバリアフリー

3巻

全

からだをたすける道具

特別活動

NDC790

みんなでもりあがる！

４巻

斎藤多加子 G 著 （公財）鉄道弘済会 義肢装具サポートセンター G 協力
G B5判上製 G ISBN978-4-8113-1254-5 G 各32ページ
揃本体6,900円＋税／各本体2,300円＋税

全

学校クイズバトル

学校クイズ研究会 G 編

田中ナオミGまんが・イラスト

G 四六判上製 G ISBN978-4-8113-1251-4 G 各80ページ

最先端の
義足・義手・車いすは、
とっても便利でカッコいい！

「ナマケモノが週に一度だけ地上に下りる

最近の義足・義手・車いすは、機能がす

理由は？」
「世界初の冷凍食品って？」
「日

揃本体6,400円＋税／各本体1,600円＋税

めざせ雑学王！
知識が増える楽しいクイズ

小学校低学年〜高学年

小学校中学年〜高学年

特別活動

202 0 最 新 刊

本ではじめてラーメンを食べた人は？」な

ごい、デザインもクール！ 粘土絵作家・

ど、役立つ楽しいクイズをマンガの導入

斎藤多加子さんのユーモアあふれる粘土

で多数紹介。

人形が、「からだをたすける道具」を紹介
するシリーズ。バリアフリーについてたく
さん考え、おおらかに話し合うための題
材にぴったりです。

食べものクイズ王
978-4-8113-2669-6

あったらいいな、こんな義足

動物クイズ王

978-4-8113-2659-7

978-4-8113-2670-2

あったらいいな、
こんな義手

ことばクイズ王

978-4-8113-2660-3

978-4-8113-2671-9

スポーツクイズ王

978-4-8113-2661-0

978-4-8113-2672-6

読書活動

特別活動

NDC387

意味がわかるとゾッとする話

3巻

全

橘 伊津姫G 著

3分後の恐怖

G 四六判並製 G ISBN978-4-8113-1269-9 G 各152ページ

あなたも３分後に
恐怖の中に引き込まれる
3 分で読み切れるショートストーリー。読
み終えてから 3 分後！ 後から怖さが追い
かけてくる鳥肌作品を収載。何が怖いの
かを考えながら読み進める「怪談」読み物

読書活動

NDC030

ギネス世界記録

ジュニア版
おもしろびっくり！

3巻

全

揃本体4,200円＋税／各本体1,400円＋税

株式会社角川アスキー総合研究所 G 編
G AB判上製 G ISBN978-4-8113-1257-6 G 各32ページ

写真とイラストで
見て楽しむ、
いろんな「世界一」の本

揃本体8,100円＋税／各本体2,700円＋税

小学校中学年〜高学年

小学校中学年〜高校生

あったらいいな、こんな車いす

毎年更新される世界一の記録「ギネスブッ
ク」。その中から、日本の子ども向けに記
録を厳選した、写真やイラストで楽しく読

でありながら、「謎解き」の一面をも持ち

めるシリーズです。日本の子どもの世界

合わせています。

一の記録や、「世界記録に挑戦！」など、
身近な話題もいっぱいです。ギネスワー
ルドレコーズ公認書籍。

おうまがとき

1

978-4-8113-2650-4

まえぶれ

2

978-4-8113-2651-1

むなさわぎ
978-4-8113-2652-8

14

世界一はやい
978-4-8113-2683-2

世界一ながい
978-4-8113-2684-9

3

世界一おおきい
978-4-8113-2685-6
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読書活動

体育

未来に羽ばたくオリンピックアスリートたち
４巻

全

理科

NDC916

愛蔵版

満園文博、
布施鋼治、
矢内由美子、
高樹ミナG 編著
G A5判上製 G ISBN978-4-8113-1218-7 G 各154ページ

3巻

全

揃本体6,400円＋税／各本体1,600円＋税

読書活動

NDC400

ジュニア空想科学読本

第4期

柳田理科雄 G 著 きっか G 絵
G 四六判上製 G ISBN978-4-8113-1263-7 G 各216ページ

オリンピック団体競技
そのチームワークの神髄とは

『おしりたんてい』の顔は、
顔ですか、
お尻ですか？

2020 年オリンピク東京大会。日本代表と

『進撃の巨人』の立体機動装置で本当に巨

してメダルが期待される団体競技を取り

人と闘える！？『名探偵コナン』の毛利蘭

上げ、それぞれのプレーヤーがどのよう

はどれだけ強い？『ポケモン』のサトシは

にオリンピックのステージへ飛躍していっ

実はポケモンより強い？ アニメ・マンガ・

たのか、それぞれの種目について取材を

昔話のふとした疑問を、科学的に解き明

中心にその道程を紹介する伝記読み物。

かす理科の本！ 愛蔵版限定の書き下ろし

揃本体4,500円＋税／各本体1,500円＋税

小学校中学年〜中学生

小学校中学年〜高校生

道徳

202 0 最 新 刊

を収録。

男子陸上４００メートルリレー

満薗文博 G 著

978-4-8113-2542-2

卓球ジャパン女子
高樹ミナG 著

978-4-8113-2543-9

愛蔵版 ジュニア空想科学読本 ⑩
978-4-8113-2626-9

体操ニッポン男子
山田ゆかりG 著

愛蔵版 ジュニア空想科学読本 ⑪
978-4-8113-2627-6

978-4-8113-2544-6

日本女子レスリング

愛蔵版 ジュニア空想科学読本 ⑫
978-4-8113-2628-3

布施鋼治 G 著

978-4-8113-2545-3

国語

NDC164

世界の神々と四大神話
４巻

全

言葉がひろがる

3巻

橘 伊津姫G 編著
G A5判上製 G ISBN978-4-8113-1267-5 G 各88ページ

世界の四大神話に登場する
神々を紹介
世界四神話をゲームやアニメなどにも登
場する神々や英雄を中心に歴史や宗教な
どの背景は省き、神々の逸話を紹介しま
す。北欧神話ではオーディン、ロキ、フ
レイ、ヘルなどの神々のほか、ラグナロ

特別活動

全

揃本体7,200円＋税／各本体1,800円＋税

NDC914

イラスト子ども川柳

G 四六判上製 G ISBN978-4-8113-1235-4 G 各80ページ

子どもってスゴーイ！
！
子どもたちが実作した川柳を、イラストつ

揃本体4,800円＋税／各本体1,600円＋税

小学校中学年〜中学生

小学校中学年〜高校生

国語

きで楽しく紹介！子どもたちの詠む句から
伝わる、ユーモアや柔軟な心におどろき
ます。それぞれの家庭での親子の掛け合
いや、祖父母が詠んだ句も魅力があり堪
能できます。さあ、きみも作ってみよう！

クなどの神話を掲載。

北欧神話

オーディン・ロキほか
978-4-8113-2618-4

ギリシャ神話

ゼウス・ヘラクレスほか
978-4-8113-2619-1

エジプト神話

ラー・オシリスほか
978-4-8113-2620-7

インド神話

シヴァ
・ガネーシャほか
978-4-8113-2621-4

16

1

冬なのに 家族はスマホ ねっちゅうしょう

熊田松雄 G 編

高村忠範 G 絵

978-4-8113-2610-8

2

いい天気 ぼくの頭は ノーテンキ
熊田松雄 G 編

多屋光孫 G 絵

978-4-8113-2611-5

3

うちの犬 やさいだいすき ベジタリワン
熊田松雄 G 編

岩間みどりG 絵

978-4-8113-2612-2
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えほん

２巻

全

保健体育

NDC950

ミニオンズ

揃本体2,600円＋税／各本体1,300円＋税

G A4判上製 G ISBN978-4-8113-1258-3 G 各48ページ

かわいいミニオンたちが
世界じゅうで大かつやく！

保健体育

読書活動

NDC495

登場。

赤ちゃんが
生まれるまで

ミランダ・ポール G 文 ジェイソン・チンG 絵 川井清考G 訳

ミニオンズ

G AB判上製 G ISBN978-4-8113-2609-2 G 32ページ

ミニオン にほんへいく！
978-4-8113-2601-6

コルデコットオナー受賞作家が、受精から誕生まで、赤ちゃんがお腹の中にいるときの様子と、

ミニオンズ

その外の人々の暮らしぶりを丁寧に、そして美しく描いた一冊。日本で活躍中の生殖医療専

ドキドキせかいいっしゅう
978-4-8113-2602-3

門医と産婦人科医が翻訳、監修を担当。

マルジック＆モリソー G さく・え ふしみみさをG やく

揃本体2,600円＋税／各本体1,300円＋税

G B5変型判上製 G ISBN978-4-8113-1238-5 G 各44ページ

マーラ・ロックリフG 作 シモーナ・チラオロG 絵 杉本詠美 G 訳
G 207×253上製 G ISBN978-4-8113-2607-8 G 60ページ

本体1,800円＋税

作品をつくったのは、最初はカメラの宣伝用でした。映画はやがてビジネスとなり、しだいに
女性は映画業界からしめだされていきます…歴史にうもれていた映画人の伝記絵本。

あり、はなく

その マルメルさんいっかが すんでいました。はなく

読書活動

総合学習

NDC367

たかく とびたて 女の子

ずらーり。

みんな、それはしあわせに くらして

いました。 ところが、あるばん ......。

ラケル・ディアス・レゲーラG 作・絵

星野由美 G 訳

G A4変型判上製 G ISBN978-4-8113-2715-0 G 42ページ

本体1,800円＋税

「ガイケンビジン」があらわ
それぞれの夢をもった 3 人の女の子。そこに悪の軍団ソレハムリ」

はなくそ だいピンチ！
978-4-8113-2593-4

れ、自分でも知らないうちに、空なんて飛べないとあきらめてしまいます。けれど、小さなきっ

はなくそ ゆうかいじけん

かけで、大切なことに気づくのです。どうか夢をあきらめないで。だれでもみんな翼をひろ

978-4-8113-2594-1

げれば、空たかくまでとんでいけるのだから。

NDC210

大化から令和まで

日本の元号大事典

日本の元号大事典編集委員会 G 編著

G A4判上製 G ISBN978-4-8113-2600-9 G 180ページ

本体4,800円＋税

初の元号である「大化」から「令和」まで 248 の元号を網羅し、ひとつひとつ解説する決定版の事典。元号
「今上天皇とは」など、
をたどりながら、日本の歴史を振り返ります。
「元号の決め方」
「長い元号ベスト10」
コラムも充実しています。

読書活動

総合学習

NDC913

ハダカデバネズミ

ぼくたち
平田昌広 G 文

平田景G 訳

G A4変型判上製 G ISBN978-4-8113-2592-7 G 32ページ

本体1,300円＋税

人気急上昇中の珍獣・ハダカデバネズミ。キモカワイイ姿はとても個性的。その姿もさるこ

幼児〜小学校高学年

小学校高学年〜一般

社会

小学校低学年〜一般

いえが

世界初の女性映画
監督アリス・ギイ

世界初の映画監督が女性だったのを知っていますか。アリス・ギィ・ブラシェが「動く写真」の

はなくそが大あばれ！
読み聞かせで大爆笑の絵本
かたちの

NDC936

「映画」をつくった人

とびだせ！はなくそ

あるところに、はなくそむらが

総合学習

小学校低学年〜高学年

幼児〜小学校低学年

読書活動

NDC953

そむらには、はなの

堤治G 監修
本体1,600円＋税

幼児〜一般

とつき とおか

ミニオンズが時空をこえてかつやくする、楽しい絵本が

はなくそたちは

本体1,800円＋税

はじめての性教育にぴったりの絵本です。

代のアメリカ、さらには宇宙にまで進出。日本にもやっ

むかし

藤田千枝 G 訳

G A4変型判上製 G ISBN978-4-8113-2720-4 G 26ページ

ウィリーはブラウンさんの体の中に住む精子。3 億匹のライバルと戦う水泳大会では、たった

てきて大騒動をまきおこします。大人気キャラクター・

２巻

ニコラス・アラン G 作

ちびっこ精子の
だいぼうけん

１つの賞品・卵子を勝ち取れるでしょうか？ 生命誕生のしくみ・過程を精子の目線から迫った、

かわいいミニオンたちが、古代エジプトや西部開拓時

全

NDC495

およげ！ウィリー

第２期

レナウド・コリンG 絵 ステファン・ラパスG 文

読書活動

読書活動

小学校低学年〜高学年

小学校低学年〜高学年

読書活動

202 0 最 新 刊

とながら、土の中のコロニーでみんなが役割分担しながら暮らす生態もユニークです。ペー
ジを開くたびにトンネルとつながる部屋があらわれます。

18

19

202 0 最 新 刊
国語

読書活動

NDC913

八月のひかり
中島信子 G 著

総合学習

NDC916

義足と歩む
本体1,400円＋税

G 四六判上製 G ISBN978-4-8113-2606-1 G 128ページ

八月、夏休み。五年生の美貴は、働くお母さんのかわりに料理や洗たくをして、毎日を家ですごしていた。

松島恵利子G 著

ルワンダに生きる
日本人義肢装具士
本体1,500円＋税

G 四六判上製 G ISBN978-4-8113-2596-5 G 186ページ

サッカーがしたい。仕事をして家族を養いたい。マニキュアがぬりたい……。ルワンダ大虐殺によって、手

美貴には、夏休みに遊ぶような仲良しの友達はいない。学校でも、だれとも友達になりたくないと思ってい

足を奪われた人たちの願いをかなえ、未来へと歩む手助けをするため、義足を配布する活動を 20 年続け

た。それには理由があって……。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

る日本人義肢装具士を紹介するノンフィクション。

小学校高学年〜高校生

小学校中学年〜高校生

読書活動

202 0 最 新 刊

出した、傑作児童文学。

国語

読書活動

NDC913

こどもしょくどう
足立紳 G 原作 ひろはたえりこG 文

総合学習

NDC936

十歳、ぼくは突然「敵」とよばれた

G 四六判上製 G ISBN978-4-8113-2608-5 G 144ページ

本体1,400円＋税

アンドレア・ウォーレンG 著 もりうちすみこG 訳

日系アメリカ人の政治家
ノーマン・ミネタ

G 四六判上製 G ISBN978-4-8113-2714-3 G 248ページ

本体1,600円＋税

車の中で寝泊まりし、行方不明の親を待ち続ける姉妹……。おずおずと手を差し伸べる主人公……。豊か

アメリカ人のつもりで育ったのに、太平洋戦争中、
「ジャップ」
「敵」とよばれ、強制収容された少年ノーマン。

に見える日本社会のひずみを受け、満足に食事をとることのできない子どもたちがいる。苦しい状況の中

市長や下院議員を務め、日系人強制収容に対する公式謝罪を定めた法を成立させる。9.11 当時は運輸大

にも光を見つけ、前を向いて歩き出す子どもたちと支援者たちをえがく。話題の映画『こどもしょくどう』
（監

臣で、自らの経験から、信仰や容貌を理由にした搭乗拒否を禁じた。人種差別を考える上で欠かせない歴

督：日向寺太郎）
のノベライズ単行本。

史の記録。

国語

読書活動

NDC913

星に語りて
山本おさむG 原作 広鰭恵利子G 文

NDC916

憎しみを乗り越えて

〜Starry Sky〜

G 四六判上製 G ISBN978-4-8113-2632-0 G 140ページ

東日本大震災を題材にした映画『星に語りて〜Starry Sky〜』
（山本おさむ脚本

社会

本体1,400円＋税

松本動監督）のノベライ

ズ単行本。障害者と支援者の交流が、あたたかい挿し絵とともに細やかに描き出され、深い感動をよびます。

佐藤真澄 G 著

ヒロシマを語り継ぐ
近藤紘子

G 四六判上製 G ISBN978-4-8113-2617-7 G 214ページ

本体1,500円＋税

生後 8 か月で被爆した主人公は顔にやけどを負った少女と接する中で米国への憎悪を募らせる。あるときエ
ノラ・ゲイのパイロットと出会いその気持ちに変化が……。谷本清、シュモー、カズンズらと接し平和を語
り継ぐ女性の物語。

国語

NDC913

読書活動

総合学習

NDC913

ぼくたちのだんご山会議

いのちのカプセルにのって

おおぎやなぎちかG 作 佐藤真紀子G 絵

岡田なおこG 著 サカイノビーG 絵

G A5判上製 G ISBN978-4-8113-2713-6 G 128ページ

本体1,500円＋税

G A5判上製 G ISBN978-4-8113-2646-7 G 124ページ

本体1,600円＋税

ぼくの町のはずれには、だんご山と呼ばれて親しまれている山がある。ある日そこにテーマパークができる

身体に障害があり支援学級に通っているあかりは、外に出るのがすきではなく、なんでも「どうせできないよ」

ことがわかり、子ども達は大喜び！ だけど、おじいちゃんは大反対！「ありのままの自然を守らなければな

と思いがち。子犬のマモルとであったことをきっかけに、友だちに心を開きはじめる。また、散歩でであった、

らない」
って。たしかに山がなくなるのはいやだ……。でも……。おおぎやなぎちかさんの新境地の物語と、

同じ障がいをもつおばあさんと知りあい、自分を見つめなおす…。

小学校中学年〜中学生

小学校中学年〜中学生

読書活動

小学校高学年〜高校生

小学校高学年〜高校生

読書活動

小学校高学年〜高校生

小学校中学年〜高校生

読書活動

佐藤真紀子さんの暖かい絵がひとつになり心打つ児童文学が生まれました。

国語

NDC913

読書活動

理科

NDC913

だれもしらない図書館のひみつ

空飛ぶ微生物ハンター

北川チハルG 作 石井聖岳G 絵

佐久間 博 G 著

G A5判上製 G ISBN978-4-8113-2633-7 G 128ページ

本体1,400円＋税

G 四六判上製 G ISBN978-4-8113-2625-2 G 156ページ

本体1,600円＋税

ここは、夜長森図書館。夜長小学校の中にある、町のひとも使える学校図書館です。やさしい司書のしお

理科好きな小学生が、研究者としての将来を決める微生物研究と出会い、やがて空を浮遊する微生物へ着

りさんもしらない真夜中のひみつ。リンロン ロンディン ディンドーン…。オルゴールの合図とともに、

眼していく牧輝弥先生の幼少期から現在までを紹介するノンフィクション。先生が見つめる未来とは……。

本たちのお目覚めタイムのはじまりです。

小学校高学年〜高校生

小学校中学年〜高学年
20

読書活動

21

好評既刊シリーズ
2019 年度 選書ベスト10 のセットには

2018 年度
第

1位

選

書

きみを変える50の名言

マークでランキングを表示しています。

A5判上製 ISBN978-4-8113-1219-4 NDC917
揃本体5,400円／各本体1,800円 各120ページ

世界でいちばん貧しい大統領の本

佐久間 博／著

ムヒカさんの 公 開 中

ドキュメンタリー映画
ムヒカ

世界でいちばん貧しい大統領
愛と闘争の男、
ホセ・ムヒカ

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

国語・道徳

いまを生き各界で活躍する著名人たちを中心に、彼らがつむいだ名言を
わかりやすい解説とともに紹介します。
自分を見つめ直し、
前に進む勇気。
未来に向かっての努力や夢など…50 の名言をジャンルごとに収載しまし
た。

2019年度
第

1位

選

書

全

4巻

道徳・キャリア教育

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？ ●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？

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

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
も分かりやすく紹介します。

❶戦場に連れていかれた動物たち

ISBN978-4-8113-2433-3

❷戦争に利用された動物たち

ISBN978-4-8113-2434-0

❸動物園から消えた動物たち

ISBN978-4-8113-2435-7

●イチロー、樹木希林 ほか

ISBN978-4-8113-2552-1

●谷川俊太郎、フジコ・ヘミング ほか

ISBN978-4-8113-2553-8

●山中伸弥、さかなクン ほか

ISBN978-4-8113-2554-5

むのたけじ 100歳のジャーナリストからきみへ

知っておきたい 教科書に出てくる故事成語

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

B5変型上製 ISBN978-4-8113-1210-1 NDC810
揃本体6,600円／各本体2,200円 各40ページ

大野正人／作 中川学、ハラアツシ、赤澤英子、熊本奈津子／絵

全

むのたけじ、菅聖子／著

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

語彙力アップのためにも、
おぼえておきたい故事成語。「塞翁が馬」「呉
越同舟」「五十歩百歩」「覆水盆に返らず」など、教科書に出てくる基
本的な表現を中心に、意味や出典、小中学生の日常生活にあてはめた
例を紹介します。

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。

❶ヒロシマ ❷ナガサキ ❸オキナワ

❸歴史から生まれた言葉

ISBN978-4-8113-2584-2

はじめての漢詩

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

※小学校国語教科書
（教育５年）
で紹介

●ダイヤモンドより平和がほしい☆ ●エイズの村に生まれて☆
●ルワンダの祈り★
●もしも学校に行けたら★

全

4巻

中澤晶子／作 ささめやゆき、小林ゆき子／絵
国語・道徳

野間児童文芸新人賞を授賞した『ジグソーステー
ション』をはじめ、中澤晶子氏の代表作・名作を集
めたシリーズ。広島・チェルノブイリ・福島などを舞
台に、平和とはなにか、命とはなにかを問いかけま
す。

●さくらのカルテ★

●ジグソーステーション☆

●あしたは晴れた空の下で★

●3＋6の夏★

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

唐沢明／文

成瀬瞳／絵

全

3巻

国語・道徳

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。

4巻

国語・特別活動

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。

●青札☆

はじめての敬語

全

小宮孝之、近江利江／著 向山洋一／ 監修

国語・古典

❶自然のうた ❷旅のうた ❸生きかたのうた

四六判上製 ISBN978-4-8113-1226-2 NDC913
揃本体5,700円／★本体1,400円 ☆本体1,500円 平均158ページ

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。

3巻

語呂合わせで、完全マスター!  五色百人一首

「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。
※小学校国語教科書（光村６年）で紹介
※中学校国語教科書（光村２年）で紹介

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

社会・道徳

全

全国漢文教育学会／編著

すぐに使える!

4巻

書

ISBN978-4-8113-2583-5

平和へのとびら 中澤晶子ものがたり集

全

8位

選

❷学びを深める言葉

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

修学旅行・社会・平和学習

第

ISBN978-4-8113-2582-8

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

平和学習に役立つ戦跡ガイド編集委員会／編

2019年度

❶生きかたを考える言葉

声に出そう

3巻

3巻

国語・道徳

平和学習に役立つ 戦跡ガイド
全

全

全国漢文教育学会／編

ジャーナリスト後藤健二 ノンフィクション
シリーズ
後藤健二／著

22

3巻

世界でいちばん貧しい大統領から日本人へ

※小学校国語教科書
（学校６年）で紹介

※小学校教科書
（東書６年）
で紹介

全

●黄札☆

●緑札☆

●ピンク札・オレンジ札★

教科書に出てくる にたいみ・はんたい・なかまのことば
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

青木こずえ／編

全

つぼいひろき／絵

3巻
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。

❶おはようございます／失礼します ほか

ISBN978-4-8113-2200-1

● 教科書に出てくる  にたいみのことば

ISBN978-4-8113-2458-6

❷行って来ます／どちら様ですか？ほか

ISBN978-4-8113-2201-8

● 教科書に出てくる  はんたいのいみのことば

ISBN978-4-8113-2459-3

❸おじゃまします／おかけください ほか

ISBN978-4-8113-2202-5

● 教科書に出てくる  なかまのことば

ISBN978-4-8113-2460-9
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校内放送でつかえる

学校なぞなぞ

四六判上製 ISBN978-4-8113-1214-9 NDC798
揃本体4,800円／各本体1,600円 各64ページ

ながたみかこ／著

全

赤川次郎 ホラーの迷宮
四六判上製 ISBN978-4-8113-1222-4 NDC913
揃本体6,000円／各本体1,500円 平均208ページ

3巻

多屋光孫／絵

赤川次郎／著

2019年度

特別活動・国語

第

2位

選

4巻

国語・読書活動

大ベストセラー作家・赤川次郎さんの作品の中から、
ちょっと怖い話や不
思議な物語を集めました。収録作品はすべて短編で、
気軽に読みはじめ
ることができます。読書の素晴らしさ、
想像の世界にはばたくことのの楽し
さを知ることのできるシリーズです。

書

校内放送などで利用できる、
おもしろい、
話の小ネタになるなぞなぞを集め
ました。一題一題に答えの解説がついています。作り方も紹介しているの
で、
語彙力アップにつながります。

2019年度
第

3位

選

書

●受取人、不在につき―

ISBN978-4-8113-2570-5

❶授業編

ISBN978-4-8113-2558-3

●砂に書いた名前

ISBN978-4-8113-2571-2

❷給食、休み時間編

ISBN978-4-8113-2559-0

●お出かけは［13日の金曜日］

ISBN978-4-8113-2572-9

❸放課後、クラブ活動編

ISBN978-4-8113-2560-6

●長距離電話

ISBN978-4-8113-2573-6

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

3巻

ようこそ日本へ！写真英語ずかん
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

ながたみかこ／文 多屋光孫、田川秀樹、イケウチリリー／絵

全

●まさかさかさま   回文めいじん ●なまむぎなまごめ   早口ことば
●笑うのだれじゃ   だじゃれあそび

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。

❶家・学校
❷まち・自然
❸日本のくらし

● 伝統あそびで国際交流！英語でおりがみ

ISBN978-4-8113-2519-4

● 伝統あそびで国際交流！英語であやとり

ISBN978-4-8113-2520-0

いしかわ☆まりこ／作

大門久美子／編

フィグインク、大門久美子／編

全

10 巻

ウィリアム・シェイクスピア／原作 小田島雄志／文
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

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！

●泣ける物語  命のダイヤル

●学校の物語  保健室の午後

●愛蔵版 告白予行練習 ヤキモチの答え

ISBN978-4-8113-2471-5

●自由の物語  洪水の前

●愛蔵版 告白予行練習 初恋の絵本

ISBN978-4-8113-2472-2

全

3巻

英語・国際理解

❷日本の街を歩こう

ISBN978-4-8113-2414-2

❸伝統文化でおもてなし

ISBN978-4-8113-2415-9

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

大ベストセラー作家・赤川次郎さんの作品の中から、
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。

HoneyWorks／原案 藤谷燈子／著

3巻

ISBN978-4-8113-2161-5

ISBN978-4-8113-2413-5

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

国語・読書活動

全

ISBN978-4-8113-2160-8

❶はじめまして！日本へようこそ

伝記絵本

5巻

ISBN978-4-8113-2470-8

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。

シェイクスピア名作コレクション

全

告白予行練習シリーズ

●愛蔵版 告白予行練習

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

手を動かす遊びは、言葉がちがっても、誰にでも楽し
めます。おりがみ・あやとりのやさしい作品・定番の作
品を日英対訳、図や写真入りでわかりやすく紹介。外
国からきた友だちとのコミュニケーションのきっかけに
最適です。

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

●こわい物語  十代最後の日

AB判上製 ISBN978-4-8113-1209-5 NDC830
揃本体7,000円／各本体3,500円 各64ページ

大門久美子／編著

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

●謎解き物語  真夜中の電話

中学英語で話そう 日本の文化

英語・特別活動

愛蔵版

ISBN978-4-8113-2159-2

Welcome to
Japan!

2巻

赤川次郎 ミステリーの小箱
赤川次郎／著

伝統あそびで国際交流！英語でおりがみ・あやとり
全

3巻

大門久美子／編

国語・特別活動

「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。
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全

世界を動かした人びと
全

4巻

アラン・セール ほか国語・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。

●ネルソン・マンデラ ●キング牧師とローザ・パークス
●コルチャック先生    ●ワンガリ・マータイ

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

愛蔵版  怪盗レッド
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

●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

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

全

4巻

灰谷健次郎／著

国語・読書活動

「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！

❶２代目怪盗、デビューする☆の巻

❷中学生探偵、あらわる☆の巻

❸学園祭は、おおいそがし☆の巻

  ❹豪華客船で、怪盗対決☆の巻

えほん ミニオンズ
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

レナウド・コリン／文
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

4巻

秋木真／作 しゅー／絵

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
もっと知ろう
！  名探偵たちの代表的な短編に加え、
キャ
ラクター紹介、
読書案内、
楽しい「名探偵クイズ」
もついています！

全

全

2巻
絵本

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。

●ミニオンズ バナナ バナナ バナナ！
●ミニオンズ イーブルパニック
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文豪ノ怪談 ジュニア・セレクション 第１期
第２期

新海誠ライブラリー
四六判上製 ISBN978-4-8113-1207-1 NDC913
揃本体9,000円／各本体1,800円 平均264ページ

全

新海誠、あきさかあさひ、大場惑／著

5巻

東雅夫／編・註釈 山科理絵、
中川学、
谷川千佳、
羽尻利門、
金井田英津子、
水沢そら、ハダタカヒト、玉川麻衣／絵

国語・読書活動

国語・読書活動

2016年公開のアニメ映画『君の名は。』が記録的大ヒットとなった新海誠監督。監督自
らが手がけた原作小説をセットにしたこのシリーズでは、新海監督独自の繊細な世界
観を、たっぷりと味わうことができます。本を手に取れば、映画の感動が蘇ります！

● 小説  君の名は。

ISBN978-4-8113-2502-6

● 小説  言の葉の庭

ISBN978-4-8113-2503-3

● 小説  星を追う子ども

ISBN978-4-8113-2504-0

● 小説  秒速5センチメートル

ISBN978-4-8113-2505-7

● 小説  ほしのこえ

ISBN978-4-8113-2506-4

細田守作品集

2019年度
第

4位

選

書

もしものときの妖怪たいさくマニュアル

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

細田守／原作

文豪がのこした怪談を、文芸評論家・東雅夫が児童向けに分かりやすく
編集したシリーズ。全収録作品に豪華な挿し絵入り、総ルビ、丁寧な註釈
つき。より深く、怪談と文学の世界へあなたを誘います。

全

A5判上製 ISBN978-4-8113-1217-0 NDC387
揃本体4,800円／各本体1,600円 各80ページ

3巻

細田守、岩井恭平／著

村上健司／著

全

3巻

国語・社会

妖怪がいま目の前に現われたら、
どうすれば良いのか？
その妖怪の正体は？などをストーリー形式をまじえて紹介。
傾向と対策をチャートなどで分析します。さらにコラムで
は妖怪にまつわる由来、名所なども解説します。

●サマーウォーズ

ISBN978-4-8113-2410-4

●海や水辺にあらわれる妖怪

ISBN978-4-8113-2521-7

●おおかみこどもの雨と雪

ISBN978-4-8113-2411-1

●山にあらわれる妖怪

ISBN978-4-8113-2522-4

●バケモノの子

ISBN978-4-8113-2412-8

●家や街にあらわれる妖怪たち

ISBN978-4-8113-2523-1

SFショートストーリー傑作セレクション
四六判上製 ISBN978-4-8113-1205-7 NDC913
揃本体6,400円／各本体1,600円 平均208ページ

日下三蔵／編

全

全

5巻

四六判上製 ISBN 978-4-8113-1134-0 NDC913
揃本体8,000円／各本体1,600円 平均240ページ

第２期

全

3巻

四六判上製 ISBN978-4-8113-1204-0 NDC913
揃本体5,400円／各本体1,800円 平均280ページ

京極夏彦のえほん遠野物語 第１期
第２期
京極夏彦／文

柳田国男／原作

第１期

全

4巻

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

第２期

全

4巻

A4変型判上製 ISBN978-4-8113-1201-9 NDC913
揃本体6,000円／各本体1,500円 各32ページ

すらすら読める日本の古典 原文付き
A5判上製 ISBN978-4-8113-1216-3 NDC913
揃本体9,000円／各本体1,800円 平均196ページ

4巻

長尾剛／文

【星新一･筒井康隆・小松左京】……。現代文学・ライトノベルに深い影響を与え続け
ている初期SF作品から、親しみやすい、ショートショート・短篇を集めたアンソロジーシ
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。

●時間篇 [ 人の心はタイムマシン／時の渦 ]

ISBN978-4-8113-2546-0

●ロボット篇 [ 幽霊ロボット／ヴォミーサ ]

ISBN978-4-8113-2547-7

●異次元篇 [ 次元を駈ける恋／潮の匂い ]

ISBN978-4-8113-2548-4

●竹取物語

●未来篇 [ 人口九千九百億／緑の時代 ]

ISBN978-4-8113-2549-1

●おくのほそ道

！ 第１期
第２期
国語・道徳

母親とはぐれた子ゾウ、せまいプールで弱ったイル
カ、小さなおりの中のヒョウの母子、洪水で母を亡く
した子グマ、違法に売買されたトラの子ども─。過
酷な環境から、動物たちを助けることができるのか!?

第１期
第２期
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全
全

4巻

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

3

四六判上製 ISBN978-4-8113-1200-2 NDC936
揃本体4,500円／各本体1,500円 平均128ページ

巻

全

5巻

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

若菜等＋Ki ／絵 国語・読書活動

中学年からのノンフィクション

動物だいすき！

A5判上製 ISBN978-4-8113-1228-6 NDC916・936
揃本体4,600円／★各本体1,500円／☆各本体1,600円 平均110ページ

全

3巻

これだけは
知っておきたい

●徒然草

●平家物語

全

2巻

これだけは知っておきたい 教科書に出てくる日本の

保護猫活動をする小学生、目の見えないセラピー犬、
野生のテンとくらした一家など、人と動物とのかかわり
や動物をとりまく問題を考える、中学年からのノンフィク
ションを集めました。写真がいっぱいで手に取りやすい
シリーズです。

城編集委員会／編

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。

ジョアン・ジョージ／著 中家多惠子／訳

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。

教科書に出てくる日本の城

4巻

道徳・国語・総合学習

●いつかまたキミとあえたら。

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

国語・読書活動

●スマイリー  目の見えないセラピー犬☆

●枕草子

全

わんこ大スキ♡委員会／作

教科書に出てくる有名な古典が、愉しくリズムのよ
い現代文と、
美しい挿し絵で、
すらすら読めるように
なっています。原文もしっかり収録した【決定版】
日
本の古典コレクションです。
収録作は教科書頻出の
『竹取物語』
『 枕草子』
『 徒然草』
『 平家物語』
『お
くのほそ道』。

国語・読書活動

嶋田香／訳

国語・社会

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。

456、旭ハジメ、谷川千佳、星野勝之／絵

愛蔵版 野生どうぶつを救え

中川学、近藤薫美子、北原明日香、

町田尚子ほか／絵

山口まさよし／絵

国語・読書活動

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！

第１期

これだけは
知っておきたい

  ●きっと忘れないよ。
●キミとであった日。

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

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。

●山の子テンちゃん  空から落ちてきた小さないのち★ 佐和みずえ／著

●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

●すてねこたちに未来を  小学4年生の保護ねこ活動★ 菅聖子／著

●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
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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

点字 はじめの一歩

B5判上製 ISBN978-4-8113-1208-8 NDC780
揃本体6,900円／各本体2,300円 各48ページ

B5変型上製 ISBN978-4-8113-1186-9 NDC378
揃本体8,400円／各本体2,800円 各56ページ

山岸朋央／著

全

認定NPO法人  DPI日本会議／協力

3巻

総合・福祉

パラリンピックを機に、東京はいま、障がいのある人たちが過ごしやすい
街に変わってきています。本書では、パラリンピック競技の選手のすごさ
や競技の魅力を紹介しながら、障がいのある人たちが不便なく生活して
いくための街づくりについても知ることができます。

黒崎惠津子／文

2019年度
第

9位

選

朝倉めぐみ／絵

3巻

国語・総合

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。

書

●パラリンピック競技を体験！―ボッチャ、ゴールボール など

●点字のれきし

●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

●読む書く、きほんの「き」

ISBN978-4-8113-2448-7

●パラリンピック選手を応援しよう―特別な器具にも注目

●点字とくらす

ISBN978-4-8113-2449-4

1964年東京オリンピック物語

冬のアスリートたち

四六判上製 ISBN978-4-8113-1213-2 NDC916
揃本体4,500円／各本体1,500円 平均190ページ

四六判上製 ISBN978-4-8113-1206-4 NDC916
揃本体9,600円／各本体1,600円 各156ページ

全

近藤隆夫／著

3巻

ルイ・ブライユと石川倉次、そして今 ISBN978-4-8113-2447-0

ありのままの
セクシュアルマイノリティ きみがいい

みんなを幸せにする 新しい福祉技術

もっと知りたい！
話したい！
全

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

6巻

全

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

3巻

国語・社会

満薗文博、師岡亮子、甲斐毅彦、林 直史、田中 充／著 国語・道徳

日高庸晴（宝塚大学看護学部教授）
／著 保健・体育

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。

記憶に新しい平昌五輪。その舞台で輝いたトップアスリー
トの幼少期から現在までの足跡と活躍を紹介するスポー
ツ伝記読み物。
人一倍の努力とアクシデントや挫折を乗り
越え数々の栄冠を勝ち取り、
さらなる飛躍のために進化を
続けるアスリートたちの姿が見えてきます。

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。

●伝説のオリンピックランナー “ いだてん” 金栗四三

●羽生結弦 あくなき挑戦の軌跡 ●葛西紀明 不屈のレジェンド

●オリンピックを呼んだ男 田畑政治

●小平奈緒 栄光と友情 ●高木菜那・美帆 ともに頂点へ

●柔道の父、体育の父

●高梨沙羅 さらなる飛躍 ●カーリング女子 チームと栄冠

嘉納治五郎

決定版 ビジュアル

大相撲図鑑

A4判上製   ISBN978-4-8113-2422-7   本体5,000円   144ページ   NDC788

服部祐兒／監修
日本相撲協会提供の、本場所および稽古
中の写真をふんだんに使いながら、
力士の
秘密、
取り組みの謎などを解き明かします。
日本の伝統文化の理解にもつながります。
82 の決まり手、
土俵上の所作など、
大相撲
観戦に役立つ知識が満載。

AB判上製 ISBN978-4-8113-1215-6 NDC369
揃本体7,500円／各本体2,500円 各32ページ

2巻

国語・道徳

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。

●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

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。

都甲幸治 訳  ほか

国語・道徳・国際理解

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

❸食べる喜びを届けるソフト介護食

ISBN978-4-8113-2133-2

3巻

福祉・特別活動

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

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

アメリカに南米文化を広めた司書や、
カンボジアの踊り子の女
性の伝記、生まれた「島」を覚えていない移民の女の子の
物語など、多文化共生の社会、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！

全



A4判変型上製   ISBN978-4-8113-1229-3   NDC933・936・956
揃本体7,000円／★各本体1,800円／☆本体1,600円 平均40ページ

ジュノ・ディアス／作 レオ・エスピノサ／絵

福祉・社会・総合学習

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。

学校で知っておきたい

3巻

3巻

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

ちがいは豊かさ 絵本で考える多文化共生
全

全

救急救命24時

B4変形上製 ISBN978-4-8113-1227-9 NDC384
揃本体4,800円／各本体2,400円 平均47ページ

全

孫奈美／編著

❸未来に向かって

いのちを救いたい

マット・ラマス／作・絵 おおつかのりこ／訳

同級生は外国人！？ 多文化共生を考えよう

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

見たい！知りたい！世界の子どもたちのくらし

●わたしのくらし  世界のくらし  地球にくらす7人の子どもたちのある1日
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全

著作権
全

3巻

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

小寺信良／著 上沼紫野、一般社団法人インターネットユーザー協会／監修

池上彰・増田ユリヤ／著



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。

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。

社会・総合学習

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

●わたしの島をさがして★ ●お話の種をまいて★

❶本の一部をコピーして授業で配ってもいいの？

❶常識はひとつじゃない？

ISBN978-4-8113-2266-7

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

●スイレンの花のように  平和をつなぐカンボジアの踊り子★

❷運動会の旗に漫画キャラを描いてもいいの？

❷イスラム教・中東問題ってなに？

ISBN978-4-8113-2267-4

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

●みんなとちがうきみだけど☆

❸ネットの写真は SNSで使ってもいいの？

❸日本食なのに海外産？

ISBN978-4-8113-2268-1

29

旬ってなに？ 季節の食べもの

社会科見学！

AB判上製 ISBN978-4-8113-1221-7 NDC596
揃本体9,200円／各本体2,300円 各32ページ

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

全

本多京子／監修

4巻

理科・生活科

2019年度

第
位
スーパーマーケットには一年中同じ野菜や魚介が並び、「旬がわからなく 選10書
なった」と言われる現代。旬の素材を知り、旬と深い関わりのある日本の
伝統文化についても学びましょう。このシリーズではさらに一歩掘り下げて、
「旬がなくなった理由」についても考察しています。

全

3巻

しごと場たんけん

日本の市場

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

3巻

東京都三鷹市／協力 オフィス303／編 社会・特別活動

東京中央卸売市場／協力

ニシ工芸／編

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。

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。

社会・特別活動

●春

ISBN978-4-8113-2574-3

●夏

ISBN978-4-8113-2575-0

● 1階

暮らしを守る仕事

ISBN978-4-8113-2424-1

❶魚市場

ISBN978-4-8113-2309-1

●秋

ISBN978-4-8113-2576-7

● 2階

健康と文化のための仕事

ISBN978-4-8113-2425-8

❷青果市場・花き市場

ISBN978-4-8113-2310-7

●冬

ISBN978-4-8113-2577-4

● 3階 まちをつくる仕事

ISBN978-4-8113-2426-5

❸食肉市場ほか

ISBN978-4-8113-2311-4

和の文化を発見する 水とくらす日本のわざ

しらべよう！

A4変形判上製 ISBN978-4-8113-1220-0 NDC600
揃本体8,400円／各本体2,800円 各48ページ

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

中庭光彦／監修

3巻

社会・理科

世界の選挙制度
全

2巻

大野一夫／著

日本の伝統文化を「水」という観点から考えるシリーズ。水にまつわる日本ならでは
の伝統的な技術や産業、昔ながらのくらしの中で行われてきた水とのつきあい方、
水を通じてくらしを楽しむ方法などを、美しいビジュアルで紹介します。

●産業―和紙・染めもの・和食 など

ISBN978-4-8113-2587-3

●ヨーロッパ・アメリカ・ロシア ほか

ISBN978-4-8113-2468-5

●伝統―打ち水・風呂・ししおどし など

ISBN978-4-8113-2588-0

●アジア・アフリカ・オセアニア ほか

ISBN978-4-8113-2469-2

小山弓弦葉／監修

全

3巻

美術・国語

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。

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

孫奈美／編

全

3巻

❶みんなが働きやすい社会って？

ISBN978-4-8113-2335-0

❷風景・もののもよう 霞・矢絣 ほか

ISBN978-4-8113-2465-4

❷「女性初」にインタビュー！

ISBN978-4-8113-2336-7

❸図形のもよう 市松・亀甲 ほか

ISBN978-4-8113-2466-1

❸データでみる女性活躍社会

ISBN978-4-8113-2337-4

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

全

3巻

●食
●衣
●住

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輸入のしくみ ❷輸出のしくみ ❸貿易なんでもランキング

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

大野一夫／著

全

3巻

福田行宏／絵

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。

❶税金とはなにか

❷日本の税制度

全

野菜・くだもの探検隊／編著
社会

❸くらしと税金

2巻
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。

●しらべよう！  47都道府県の野菜

ISBN978-4-8113-2439-5

●しらべよう！  47都道府県のくだもの

ISBN978-4-8113-2440-1

ビジュアル版  近代日本移民の歴史

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

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

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

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

4巻

全

3巻

上羽陽子、野林厚志、日高真吾／監修

「近代日本移民の歴史」編集委員会／編 歴史・国際理解

ご当地キャラ探検隊／編著

※小学校国語教科書（東書４年）
で紹介 国語・社会・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。

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。

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。

日本貿易会／監修

3巻

しらべよう！ 47都道府県の野菜・くだもの

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。

ISBN978-4-8113-2464-7

全

改訂新版 イラストで学べる税金のしくみ

社会・キャリア教育

❶植物・動物のもよう 桜・千鳥 ほか

日本と世界のくらし
どこが同じ？どこがちがう？

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

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。

ISBN978-4-8113-2586-6

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

写真とデータでわかる 日本の貿易

社会

●生活―井戸・水道・堤防 など

和の文化をうけつぐ 日本の伝統もよう
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みんなの市役所

伊藤まさあき／絵

社会・地理

全

3巻
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
！

❶南アメリカ～ブラジル ❷北アメリカ～ハワイ・西海岸

❶北海道・東北・関東編

ISBN978-4-8113-2025-0

❶北海道・東北・関東

ISBN978-4-8113-2380-0

ISBN978-4-8113-2339-8

❸太平洋〜南洋諸島・オーストラリア

❷中部・近畿編

ISBN978-4-8113-2026-7

❷中部・近畿編

ISBN978-4-8113-2381-7

ISBN978-4-8113-2340-4

❹アジア〜満州・東南アジア

❸中国・四国・九州・沖縄編

ISBN978-4-8113-2027-4

❸中国・四国・九州・沖縄

ISBN978-4-8113-2382-4

ISBN978-4-8113-2338-1
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愛蔵版

ジュニア空想科学読本 第１期・２期・３期

柳田理科雄／著

藤嶋マル、きっか／絵

まいて観察！たね図鑑
AB判上製 ISBN978-4-8113-1223-1 NDC471
揃本体7,800円／各本体2,600円 各48ページ

理科・国語

「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。かきおろし原稿を追加
して、科学への興味がめばえる大人気シリーズ。

第１期

全

3巻

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

第２期

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

第３期

全

3

巻

第

理科をたのしく！ 光と音の実験工作
AB判上製 ISBN978-4-8113-1196-8 NDC407
揃本体7,500円／各本体2,500円 各32ページ

全

平野弘之、堀亨、森弘之 ／監修

書

柳田理科雄の1日1科学
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

柳田理科雄／著

理科・図工

指導要領改訂により、
これまで中学校で指導されてい
た「音の性質」が、小学校「光と音の性質」の単元
で学習することになります。当シリーズで実験しなが
ら、光と音のふしぎを学びましょう。工作をすることで
屈折や反射のメカニズムを感覚的に理解できます。

●春の空想科学

❸ソーラークッカー ほか  ～もっと深く知ろう～

●冬の空想科学

はかってみよう長さ・重さ・時間
全

新間竹彦／著

3巻

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

絵でめぐる

渡辺勝巳／監修

●秋の空想科学

全

3巻

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

今泉忠明／監修

❶月と地きゅう
❷太ようとわく星
❸星とせいざ

全

4巻

星輝行、亀田龍吉／写真・文

●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

全

2巻

森上信夫、小林安雅／写真・文
理科・生活・総合学習

理科・生活

名前の由来・語源を伝えるビジュアル図鑑。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？  「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。

※小学校国語教科書（光村３年・学校３年）
で紹介

●昆虫図鑑

ISBN978-4-8113-2196-7

●昆虫

●海の生きもの図鑑

ISBN978-4-8113-2197-4

●動物

●鳥

●植物

はじめてのAI
全

エー
アイ

3巻

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

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

坂村健／監修 松林弘治／著 角川アスキー総合研究所／編

※小学校国語教科書（学校６年）
で紹介

※小学校国語教科書
（学校６年）
で紹介

情報・総合学習

情報・特別活動

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。

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。

ISBN978-4-8113-2315-2

❶こんなにある！  身の回りの人工知能

ISBN978-4-8113-2461-6

❶プログラミングって何だろう？

ISBN978-4-8113-2374-9

ISBN978-4-8113-2316-9

❷人工知能のはじまりとこれから

ISBN978-4-8113-2462-3

❷ゲームを作ってみよう！

ISBN978-4-8113-2375-6

ISBN978-4-8113-2317-6

❸人工知能のしくみとディープラーニング

ISBN978-4-8113-2463-0

❸コンピューターを動かす魔法の言葉

ISBN978-4-8113-2376-3

2巻

理科・特別活動

AB判 ISBN978-4-8113-1118-0 NDC480・486
揃本体6,400円／各本体3,200円 各64ページ

佐藤裕樹／著

気をつけよう！情報モラル
全

生きもの編
調べてみよう
調べてみよう
名前のひみつ
名前のひみつ

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。

理科・生活

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。
イラストを用いてやさしく解説しています。

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。
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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 ISBN978-4-8113-1189-0 NDC007
揃本体7,800円／各本体2,600円 各48ページ

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
多田多恵子／日本語版監訳

ISBN978-4-8113-2533-0

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

生命の博物館

今泉忠明／日本語版監修

❸木・くだもののたね どんぐり・リンゴ ほか

いま知っておきたい
未来のくらし

いのち

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

ISBN978-4-8113-2532-3

やさしくわかる 星とうちゅうのふしぎ

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。
ISBN978-4-8113-2436-4

❷野草のたね タンポポ・レンゲソウ ほか

栄光ゼミナール／監修

●夏の空想科学

算数

❶からだを使って長さをはかろう

4巻

ISBN978-4-8113-2531-6

理科・算数

❷やまびこマイク ほか  ～音の性質を学ぼう～

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

❶花・やさいのたね ヒマワリ・イネ ほか

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。

❶ピンホールカメラ ほか  ～光の性質を学ぼう～

｢単位｣の
学習に役立つ

理科・生活科

朝顔やヒマワリを育てるとたくさんのタネがとれ、土に植えると芽が出ます。
では、
ジャガイモやチューリップのタネは見たことあるでしょうか？ 学校で栽
培・観察する身近な植物を中心に、タネの形や大きさ、運ばれ方、発芽・
成長のひみつに迫るシリーズです。

7位

選

3巻

おくやまひさし／写真・文

2019年度

四六判上製 ISBN978-4-8113-1203-3 NDC400
揃本体4,500円／各本体1,500円 各216ページ

全

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
情報・道徳・総合学習

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。

第１期

全

3巻

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２期

全

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

全

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。

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

❸データで見るゲームの最新事情

ISBN978-4-8113-2314-5
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5回で折れる

どんどん！どんぐり工作

季節と行事のおりがみ

AB判上製 ISBN978-4-8113-1202-6 NDC750
揃本体9,600円／各本体2,400円 各40ページ

全

いしかわ☆まりこ／作

AB判上製 ISBN978-4-8113-1225-5 NDC754
揃本体7,500円／各本体2,500円 各32ページ

4巻

国語・読書活動

たった5つのステップで完成！いちばんやさしいおりがみシリーズの登場で
す。おひなさま、こいのぼり、あさがお、おりひめとひこぼし、秋のくだ
もの、お月見だんご、富士山、おに…季節に合わせた作品は、学校
の壁面かざりや、メッセージづくりにぴったり
！

5位

選

2019年度

生活・理科・図工

書

第

6位

選

書

小学校1、2年生の生活科「自然や物を使った遊び」や小学校2
年の生活科「どんぐりで作ったおもちゃで遊ぼう」など、どんぐりご
まをはじめ、教科書で掲載されているどんぐり工作。子どもたちに
絶大なる人気を誇るどんぐりの工作アイディアをまとめたシリーズです。

❶はる ～さくら・ちょうちょ・おひなさま ほか～
❷なつ ～ひまわり・かぶとむし・ヨット ほか～

●こま・やじろべえ・マラカス ほか

ISBN978-4-8113-2555-2

❸あき ～どんぐり・ピアノ・お月見だんご ほか～

●めいろ・とんとんずもう ほか

ISBN978-4-8113-2556-9

❹ふゆ ～サンタ・てぶくろ・おに ほか～

●アクセサリー・クリスマスリース ほか

ISBN978-4-8113-2557-6

食べたあとの
お楽しみ！

かわいいパッケージクラフト

B5判上製 ISBN978-4-8113-1224-8 NDC750
揃本体7,200円／各本体2,400円 各48ページ

全

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

AB判上製 ISBN978-4-8113-1211-8 NDC596
揃本体8,800円／各本体2,200円 各32ページ

3巻

寺西恵里子／作

平田美咲／作

全

4巻

家庭科・特別活動

かんたんに作れて、調理実習にもかかせないおにぎりとサンドイッ
チ。具を工夫すればおかずと主食も兼ねられて、みんな大好きな
メニューです。楽しいレシピを多数紹介。家庭科教科書「お世話
になった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！

図工・美術・特別活動

チョコレートの紙箱がスマホケースに、ポテトチップスの箱がつながる手紙に変身！
捨てるにはもったいない、オシャレなお菓子の空き箱を使って、かわいい雑貨を作
るアイディアが満載です。定番パッケージに加え、新作が多数、登場します。

かんたん
15分！

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

宮沢うらら／著

全

4巻

家庭科・クラブ活動

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。

●にぎっておいしい きほんのおにぎり

ISBN978-4-8113-2566-8

●今、作りたい！ 話題のスイーツ

ISBN978-4-8113-2323-7

❶お菓子なお手紙

●気持ちをこめて おにぎりパーティー

ISBN978-4-8113-2567-5

●栄養満点！ 甘くないおやつ

ISBN978-4-8113-2324-4

❷お菓子なステーショナリー

●はさんで楽しい きほんのサンドイッチ

ISBN978-4-8113-2568-2

●四季を楽しむ！ 行事スイーツ

ISBN978-4-8113-2325-1

❸お菓子なおしゃれ雑貨

●感謝を伝える サンドイッチパーティー

ISBN978-4-8113-2569-9

●プレゼントにぴったり！  チョコスイーツ

ISBN978-4-8113-2326-8

はじめてでもかんたん！エコなリメイク
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

寺西恵里子／作

全

4巻

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。

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

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。
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3巻

まるばやしさわこ／作

2019年度
第

全

❶立てたらびっくり！
！

ISBN978-4-8113-2037-3

❷開いてびっくり！
！

ISBN978-4-8113-2038-0

❸飛び出てびっくり！
！

ISBN978-4-8113-2039-7

魔女やおばけ
に変身！

楽しいハロウィン工作

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

いしかわ☆まりこ／著

全

3巻

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。

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

寺西恵里子／作

全

3巻

家庭科・特別活動

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かぼちゃ・ドラキュラ ほか

ISBN978-4-8113-2397-8

❶まんぷくごはん

ISBN978-4-8113-2441-8

❷妖精・忍者 ほか

ISBN978-4-8113-2398-5

❷しっかりおやつ

ISBN978-4-8113-2442-5

❸ハロウィン折り紙・切り紙・こもの

ISBN978-4-8113-2399-2

❸ハッピー☆スイーツ

ISBN978-4-8113-2443-2

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。

❶近世の画家 ～雪舟、葛飾北斎、俵屋宗達ほか～
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～

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

代々木アニメーション学院／監修 キャリア教育・図画工作
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。

❶アニメーター
❷声優
❸監督・背景美術・音響 ほか

ISBN978-4-8113-2430-2

ミラクルかんたん! スイーツマジック
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

寺西恵里子／作

全

5巻

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。

❶ハル ❷ナツ ❸アキ ❹フユ ❺パーティー

たのしい あやとり大図鑑
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

フィグインク／編

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。

ISBN978-4-8113-2431-9

●ひとりであやとり

ISBN978-4-8113-2241-4

ISBN978-4-8113-2432-6

●みんなであやとり

ISBN978-4-8113-2242-1
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★…… 学習に役立つ本

キラキラ☆ハッピー うらないブック
A5判上製 ISBN978-4-8113-1212-5 NDC790
揃本体6,400円／各本体1,600円 各64ページ

ミズマチユミコ 著

全

楽しい

バスレク アイデアガイド

4巻

神代洋一／編著

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。

特別活動・クラブ活動

キラキラかわいいうらないシリーズ！ あなたの未来、友
情、
恋愛、
気になる人との相性、
ダークサイド…知りたいこ
とがみーんなわかっちゃう
！ 星座、
トランプ、
誕生日、
心理
テストと人気のうらないがせいぞろいです。

●運命がかわる！？
●ゼッタイあたる！？
●未来がわかる！？
●ココロがよめる！？
発表・スピーチ
に自信がつく！

キラキラ☆ハッピー 星座うらない
わくわく☆ハッピー トランプうらない
ドキドキ☆ハッピー 誕生日妖精うらない
みんなで☆ハッピー 心理テスト

魔法の話し方トレーニング

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

白石謙二／著

全

常永美弥／絵

3巻

第１期
第２期

全
全

3巻
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
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

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

総合学習

「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。

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おなかの中から声を出そう！

ISBN978-4-8113-2450-0

●道路標識

ISBN978-4-8113-2389-3

❷授業で自信まんまん！

ISBN978-4-8113-2451-7

●記号とマーク くらし・公共施設

ISBN978-4-8113-2390-9

❸どんな舞台でもへっちゃら！

ISBN978-4-8113-2452-4

●記号とマーク トラベル・リゾート

ISBN978-4-8113-2391-6

はたらく船 大図鑑

すごいぞ！
！  重機大集合

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

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

全

3巻

池田良穂（大阪府立大学教授）／監修

小賀野実／写真

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

迷宮招待！異世界への入り口
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

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
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特別活動

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ブルドーザー・ドリルジャンボ・パイルドライバーほか
❷パワーショベル・解体機・ホイールローダーほか
❸クレーン車・ダンプトラック・除雪車ほか

ISBN978-4-8113-2094-6

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

全

4巻

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。

●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
●ガラス職人さん・建具師さん ほか

ワンダーガーデン

子どものための

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

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

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 大へんしん！

レシピにたくした
料理人の夢

生命の扉5つの楽園、
多彩な生きもの

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。

仕事とお金

哲学のおやつ
10代からの考えるレッスン

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

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。
※小学校国語教科書（東書６年）
で紹介

ミウの
花まる夏休み

点字事典

手話事典

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

百瀬しのぶ／文
四六判 170ページ
本体1 ,400円
ISBN978 -4 -8113 -2287 -2

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。

ぼくたちのおばけ沼

「ひとりぼっち」
の友情物語

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。

ようこそ、
ペンション・アニモーへ

きたじまごうき／作
A5判 64ページ
本体1 ,200円
ISBN978 -4 -8113 - 2286 -5

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

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。

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…。

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。

テンプル・グランディン

暗やみの中のきらめき

詩画集

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

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

自閉症と生きる

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。
※小学校国語教科書（学校５年）
で紹介

（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

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。

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

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。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。

兵士になったクマ

ヴォイテク

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

長野徹／訳

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。
※小学校国語教科書（光村５年）
で紹介

ISBN978-4-8113-2095-3
ISBN978-4-8113-2096-0

◆ …… 絵本

楽 し い！ 役 立 つ！ 単 行 本

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

全

● ……よみもの

ヒロシマをのこす

野菜を守れ！

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。

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、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。

世界のいまを伝えたい

平和記念資料館をつくった人・長岡省吾

テントウムシ大作戦

フォトジャーナリスト久保田弘信

佐藤真澄／著
四六判上製 188ページ
本体1 ,500円
ISBN978 -4 -8113 -2500 -2

谷本雄治／著
A5判上製 128ページ
本体1 ,500円
ISBN978 -4 -8113 -2578 -1

久保田弘信／著
四六判上製 208ページ
本体1 ,500円
ISBN978 -4 -8113 -2564 -4

広島平和記念資料館初代館長の感動秘話。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。

飛ばないテントウムシは、農薬の代わりになれるのか!?
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。

津波！
！

伝える極意4

小泉八雲／原作 高村忠範／文・絵
A4判 25ページ
本体1 ,400円
ISBN：978 -4 -8113 -7891 -6

NHK「伝える極意」制作班／編
B5判 47ページ
本体2 ,000円
ISBN：978 -4 -8113 -8616 -4

それは、人をおどろかすような地震ではなかっ
た。だが、海を見た五兵衛はあることを思い出
し、急いで稲むらに火をつけてまわった…。

写真撮影やビデオ撮影、朗読など自分の思い
を上手に伝えるにはどうすればいいでしょう
か。その道の達人から表現の極意が学べます。

いのちを救った稲むらの火

※小学校国語教科書（教育３年）
で紹介

表現の極意

※小学校国語教科書（光村４年）
で紹介

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。

杉原千畝と命のビザ

自由への道

ケン・モチヅキ／作
ドム・リー／絵
B5変 36ページ
本体1 ,600円
ISBN：978 -4 -8113 -2180 -6
当時5歳だった息子弘樹の目から見た
父千畝を描く。日本政府に背きビザ を
発行する父や励ます母の姿が素直な
視点で描かれている。

●機織りさん・筆職人さん ほか
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頁
17
7
14
8
18
7
8
13
13
2
9
12
17
15
3
6
2
3
4
4
16
14
6
5
10
18
9
11
5
11
16
15
12
10
頁
19
21
37
40
37
19
21
37
28
20
37
37
37
21
37
22,40
22,40
37
21
18
19

セット名〔 新刊・新掲載 〕
★愛蔵版  ジュニア空想科学読本  第4期（1263）
★いつ？  どこで？  ビジュアル版  巨大地震のしくみ（1266）
★意味がわかるとゾッとする話  3分後の恐怖（1269）
★うつして切るだけ！  季節と行事のきりがみ（1240）
★えほん  ミニオンズ  第２期（1258）
★オリンピックをささえる  スポーツ・テクノロジー（1268）
★かんたん！  おいしい！  フォトジェニック・スイーツ（1265）
★かんたんレベルアップ  絵のかきかた（1234）
★キミも運動ができるようになる
（1248）
★教科書から広げる学習  伝統工芸のよさを伝えよう
（1249）
★今日からやろう  お手伝いはわたしの仕事（1250）
★気をつけよう！  ネット動画（1245）
★言葉がひろがる  イラスト子ども川柳（1235）
★ジュニア版  おもしろびっくり！  ギネス世界記録（1257）
★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～（1271）
★女子も！男子も！  生理を知ろう
（1253）
★調べて、書こう！  教科書に出てくる 仕事のくふう、見つけたよ
（1264）
★しらべてまとめる  まちとくらしのうつりかわり
（1270）
★詩をつくろう
（1262）
★スポーツ名場面で考える  白熱道徳教室（1239）
★世界の神々と四大神話（1267）
★楽しく知ろうバリアフリー  からだをたすける道具（1254）
★地球が危ない！  プラスチックごみ（1244）
★中学年から楽しめる数学への扉  算数卒業旅行（1242）
★どうなってるの？  税金の使われ方（1261）
★とびだせ！  はなくそ（1238）
★ねんどでつくる！  小さなたべもの屋さん（1241）
★発見！日本一周妖怪めいろ
（1236）
★まかせてね  今日の献立（1237）
★身近な生き物  淡水魚・淡水生物（1247）
★未来に羽ばたくオリンピックアスリートたち
（1218）
★みんなでもりあがる！  学校クイズバトル（1251）
★もっと知りたい  さくらの世界（1256）
★47都道府県  かんたん英語でふるさと紹介（1243）
単行本
★「映画」をつくった人  世界初の女性映画監督アリス・ギイ（2607）
★いのちのカプセルにのって
（2646）
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）
★およげ！  ウィリー  ちびっこ精子のだいぼうけん（2720）
★義足と歩む  ルワンダに生きる日本人義肢装具士（2596）
暗やみ中のきらめき  点字をつくったルイ・ブライユ（8975）
決定版  ビジュアル  大相撲図鑑（2422）
★こどもしょくどう
（2608）
子どものための手話事典（8199）
子どものための点字事典（8540）
詩画集  小さな祈り
（0183）
★十歳、ぼくは突然「敵」とよばれた～日系アメリカ人の政治家ノーマン・ミネタ～（2714）
杉原千畝と命のビザ  自由への道（2180）
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）
★空飛ぶ微生物ハンター（2625）
★大化から令和まで  日本の元号大事典（2600）
★たかく  とびたて  女の子（2715）

書店名
（番線印）

本体
1,800
1,600
1,500
1,400
1,400
1,800
1,500
1,500
5,000
1,400
3,000
3,200
1,600
1,600
1,600
1,200
1,600
1,500
1,600
4,800
1,800

注文数

頁
20
37
37
37
37
19
21
20
37
37
37
20
19
20
22
37
37
37
37
37
37

TEL 03-6862-5200

巻数
3
3
3
4
2
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
2
3
3
3
3
4
4
3
3

揃本体
4,500
7,500
4,200
9,600
2,600
7,500
9,600
7,500
7,500
8,400
6,900
7,500
4,800
8,100
8,100
7,200
8,400
8,100
6,600
7,500
7,200
6,900
7,800
7,500
7,500
2,600
7,500
6,000
7,200
7,200
6,400
6,400
8,400
7,500

単行本
★だれもしらない図書館のひみつ（2633）
伝える極意4  表現の極意（8616）
津波!!  命を救った稲むらの火（7891）
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）
★とつき とおか  赤ちゃんが生まれるまで（2609）
★憎しみを乗り越えて  ヒロシマを語り継ぐ近藤紘子（2617）
★八月のひかり
（2606）
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）
★ぼくたちのだんご山会議（2713）
★ぼくたちハダカデバネズミ
（2592）
★星に語りて～ Starry Sky ～（2632）
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）
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）
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）

注文数

本体
1,400
2,000
1,400
1,500
1,600
1,600
1,500
1,400
1,500
1,500
1,400
1,500
1,300
1,400
1,100
1,200
1,500
1,400
1,400
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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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

巻数 揃本体 注文数 頁

FAX 03-6862-5202

富士見ビル１F

TEL 03-6862-5200

セット名

巻数 揃本体 注文数

25

愛蔵版  怪盗レッド（1145）

4

6,000

36

楽しいバスレクアイデアガイド  第２期（1191）

3

4,800

32

愛蔵版  ジュニア空想科学読本  第１期（1144）

3

4,500

34

食べたあとのお楽しみ！  かわいいパッケージクラフト（1224）

3

7,200

32

愛蔵版  ジュニア空想科学読本  第２期（1188）

3

4,500

32 「単位」の学習に役立つ  はかってみよう 長さ・重さ・時間（1173）

3

7,200

32

愛蔵版  ジュニア空想科学読本  第３期（1203）

3

4,500

28

ちがいは豊かさ  絵本で考える多文化共生（1229） 4

7,000

25

愛蔵版  告白予行練習シリーズ（1193）

3

4,800

26

中学年からのノンフィクション  動物だいすき！（1228）

4,600

3

26

愛蔵版  野生どうぶつを救え！  第１期（1169）

4

6,000

24

伝記絵本  世界を動かした人びと
（1076）

4 10,000

26

愛蔵版  野生どうぶつを救え！  第２期（1200）

3

4,500

29

点字 はじめの一歩（1186）

3

8,400

25

赤川次郎  ホラーの迷宮（1222）

4

6,000

24

伝統あそびで国際交流！英語でおりがみ・あやとり（1209）

2

7,000

25

赤川次郎  ミステリーの小箱（1187）

5

7,500

28

同級生は外国人！？  多文化共生を考えよう
（1179）

3

7,500

29

池上彰・増田ユリヤの  今だからこそ  世界を知ろう！（1116） 3

9,600

35

どんどん！  どんぐり工作（1225）

3

7,500

29

いのちを救いたい  救急救命24時（1215）

3

7,500

30

日本と世界のくらし  どこが同じ？どこがちがう？  教科書に出てくる「くらしの中の和と洋」
（1142）

3

7,200

31

イラストで学べる税金のしくみ（1146）

3

6,000

22

日本の戦争と動物たち
（1185）

3

7,800

24

Welcome to Japan! 中学英語で話そう  日本の文化（1178）

3

6,600

36

日本の手仕事（1172）

4

9,200

26

SFショートストーリー傑作セレクション（1205）

4

6,400

25

灰谷健次郎童話セレクション（1152）

4

6,400
9,600

32

絵でめぐる  生命の博物館（1171）

2

6,400

34

はじめてでもかんたん！  エコなリメイク
（1108）

4

25

えほん  ミニオンズ（1125）

2

2,400

33

はじめてのＡＩ いま知っておきたい未来のくらし（1189）

3

7,800

29

学校で知っておきたい  著作権（1147）

3

7,500

25

はじめてのミステリー  名探偵登場！（1153）

4

6,400

30

考えよう！  女性活躍社会（1140）

3

7,200

40

はだしのゲン  愛蔵版（0408）

10 12,000

35

かんたん15分！  材料３つで  すいすいスイーツ（1156）

4

9,600

40

はだしのゲン  コミック版（0400）

10

35

かんたん15分！  火も包丁も使わない魔法のレシピ（1175）

3

7,200

33

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

6,900

23

きみを変える50の名言（1219）

3

5,400

36

はたらく船大図鑑（1114）

3

6,900

35

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）

4

8,800

36

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

7,200

6,800

23

教科書に出てくる  にたいみ・はんたい・なかまのことば（1183） 3

6,000

30

ビジュアル版  近代日本移民の歴史（1135）

4 12,000

34

教科書に出てくる  日本の画家（1017）

3

7,500

28

冬のアスリートたち
（1206）

6

9,600

27

京極夏彦のえほん遠野物語  第１期（1104）

4

6,000

27

文豪ノ怪談  ジュニア・セレクション  第１期（1134）

5

8,000

27

京極夏彦のえほん遠野物語  第２期（1201）

4

6,000

27

文豪ノ怪談  ジュニア・セレクション  第２期（1204）

3

5,400

36

キラキラ☆ハッピー  うらないブック
（1212）

4

6,400

22

平和学習に役立つ戦跡ガイド（1064）

3

7,500

33

気をつけよう！  情報モラル  第１期（1020）

3

6,600

22

平和へのとびら  中澤晶子ものがたり集（1226）

4

5,700

33

気をつけよう！  情報モラル  第２期（1177）

3

7,200

26

細田守作品集（1168）

3

5,400

24

決定版

23

校内放送でつかえる  学校なぞなぞ（1214）

語彙力アップ！  ことばあそび（1181）

3

4,800

33

まいて観察！  たね図（1223）

3

7,800

3

4,800

34

魔女やおばけに変身！  楽しいハロウィン工作（1166）

3

7,200

23

声に出そう  はじめての漢詩（8299）

3

6,000

28

見たい！知りたい！  世界の子どもたちのくらし（1227）

2

4,800

34

5回で折れる季節と行事のおりがみ（1202）

4

9,600

36

見つけておぼえる！  さがし絵タウン
（1170）

3

5,400

27

これだけは知っておきたい  教科書に出てくる日本の城（1130）

2

7,000

35

ミラクルかんたん！  スイーツマジック
（1067）

5 12,000

27

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（1072）

2

7,600

29

みんなを幸せにする 新しい福祉技術（1075）

3

23

語呂合わせで、完全マスター！  五色百人一首（1158） 4

6,400

22

むのたけじ100歳のジャーナリストからきみへ（1097）

5

7,500

33

探して発見！  観察しよう  生き物たちの冬ごし図鑑（1157）

4

9,200

36

迷宮招待！異世界への入り口（1112）

5

6,500

34

錯覚体験!!  3Ｄトリックアート
（1049）

3

6,900

26

もしものときの妖怪たいさくマニュアル（1217）

3

4,800

28

参加しよう！  東京パラリンピックとバリアフリー（1208）

3

6,900

29

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

7,200

7,200

22

幸せな生き方をさがす  こころの「え？」ほん（1124）

4

6,400

32

やさしくわかる  星とうちゅうのふしぎ
（1151）

3

6,900

24

シェイクスピア名作コレクション（1131）

10 16,000

32

柳田理科雄の1日1科学（1119）

4

9,600

3

7,500

35

夢活！  なりたい！  アニメの仕事（1182）

3

7,500

23

31 しごと場たんけん  日本の市場（1149）

知っておきたい  教科書に出てくる故事成語（1210） 3

6,600

24

ようこそ日本へ！  写真英語ずかん（1139）

3

7,500

22

ジャーナリスト後藤健二ノンフィクションシリーズ（8395）

4

5,400

31

47都道府県！
！  ご当地キャラと日本一周♪（1045）

3

6,000

31

社会科見学！  みんなの市役所（1180）

3

6,900

31

47都道府県！
！  妖怪めぐり日本一周（1165）

3

6,900

31

写真とデータでわかる  日本の貿易（1113）

3

6,900

32

理科をたのしく！  光と音の実験工作（1196）

3

7,500

30

旬ってなに？  季節のたべもの（1221）

4

9,200

30

和の文化をうけつぐ  日本の伝統もよう
（1190）

3

8,100

33

調べてみよう  名前のひみつ  生きもの編（1118） 2

6,400

30

和の文化を発見する  水とくらす日本のわざ（1220）

3

8,400

31 しらべよう！  47都道府県の野菜・くだもの（1174） 2

7,200

27

犬（わんこ）がくれたもの。
（1066）

4

5,600

31 しらべよう！  世界の選挙制度（1192）

2

5,600

26

5

9,000

新海誠ライブラリー（1207）

23

すぐに使える！はじめての敬語（1098）

3

5,400

36

すごいぞ!!  重機大集合（1065）

3

6,900

33

ストップ！  ゲーム依存（1150）

3

6,900

27

すらすらよめる日本の古典  原文付き
（1216）

5

9,000

28

1964年東京オリンピック物語（1213）

3

4,500

35

たのしいあやとり大図鑑（1115）

2

6,400

36

楽しいバスレクアイデアガイド  第１期（8367）

3

4,800

書店名
（番線印）

学校名・図書館名

50音順に掲載
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