2021 年度最新刊！

全

3

巻

今泉忠明［監修］

日本の固有種

G AB 判上製 G ISBN978-4-8113-1299-6 G 各 41 ページ

国語

答えはひとつじゃない！
全

揃本体 8,100 円＋税／各本体 2,700 円＋税

［教科書 関連単元］G 小 5 国語
「固有種が教えてくれること」
（光村）

3

巻

G B5 判上製 G ISBN978-4-8113-1304-7 G 各 40 ページ

現代の情報化社会においては、メディア

乱獲・外来種などの影響を受けやすく、

などからの情報は、見方によって異なる

さまざまな問題に直面しています。日本

考え方ができたり、真実が別に隠れてい

にすむ固有種の生態とそれらをとりまく環

たりします。受信した事柄を自らの力で

境問題について、グラフや表を使いなが

判断できるようにするためには多角的な

ら分かりやすく解説します。

ものの見方が必要となります。

1

2

海・川・水辺にすむ生き物

2
3

978-4-8113-2824-9

3

巻

谷本雄治［著］星輝行、武田晋一、亀田龍吉［写真］
G AB 判上製 G ISBN978-4-8113-1297-2 G 各 32 ページ

揃本体 7,500 円＋税／各本体 2,500 円＋税

社会

国語 NDC369

ユニバーサルデザインでみんなが過ごしやすい町へ
全

［教科書 関連単元］G 生活科
（下）
「生きものなかよし大作せん」
（東書）、
「みんな生きている」
（啓林）
ほか

3

巻

白坂洋一［監修］

G AB 判上製 G ISBN978-4-8113-1252-1 G 各 40 ページ
［教科書 関連単元］G 小 5 国語
「みんなが過ごしやすい町へ」
（光村）
ほか

ユニバーサルデザインを
探しに町たんけんに行こう！

子どもたちは生き物をつかまえるのが大

駅やバスなどの交通機関、病院･図書館･

好きですが、いざ飼うとなると、虫かご

学校などの公共施設、テーマパーク･道

や水そうをそろえて…とハードルが高くな

路･ショッピングセンターなど、町のあち

ります。廃材のペットボトルを利用した飼

こちにあるユニバーサルデザインを探し

育・栽培容器なら、かんたんかつエコで

に行こう！ 働 い て いる人 へ の インタ

一石二鳥。観察や実験のポイントとあわ

ビューと共に、最新のユニバーサルデザ

せて紹介します。

インを紹介します。

むし

1

水の生き物

2

野菜・花

3

アゲハチョウ・カブトムシほか
978-4-8113-2731-0

交通機関のバリアフリー

ホームドア・ノンステップバスほか
978-4-8113-2785-3

ザリガニ・メダカほか
978-4-8113-2732-7

ミニトマト・タンポポほか
978-4-8113-2733-4

新教科書対応！

新教科書対応！

子どもの
「育てたい」
気持ちを叶える！

揃本体 8,100 円＋税／各本体 2,700 円＋税

小学校中学年〜中学生

全

ペットボトルで育てよう

最新刊！

虫かご・水そう・プランター
なしでかんたん！

ほかの考え方はないかな？
978-4-8113-2790-7

最新刊！

小学校低学年〜高学年

理科 NDC480、620

かくれているものはないかな？
978-4-8113-2789-1

空を飛ぶ生き物

生活科

ほかの見え方はないかな？
978-4-8113-2788-4

978-4-8113-2823-2

3

新教科書対応！

新教科書対応！

生息地が限定される固有種は、森林伐採・

森・林・草原にすむ生き物

揃本体 7,500 円＋税／各本体 2,500 円＋税

［教科書 関連単元］G 小 5 国語
「想像力のスイッチを入れよう」
（光村）

見方や考え方によって
異なる真実がある

978-4-8113-2822-5

想像力スイッチ

竹内龍人［編著］下村健一［監修・編集］

固有種の宝庫・日本の
自然について考えよう

1

2

社会 NDC007

小学校新教科書対応
小学校中学年 〜 中学生

グラフや表から環境問題を考える

最新刊！

理科 NDC481

2021 年度最新刊！
最新刊！

小学校中学年 〜 中学生

国語

小学校新教科書対応

公共施設のバリアフリー

対面朗読室・多機能トイレほか
978-4-8113-2786-0

町のバリアフリー

ハンディーガイド・さわる地図ほか
978-4-8113-2787-7

3

2021 年度最新刊！

今日からなくそう！食品ロス〜わたしたちにできること〜
全

3

巻

上村協子［監修］

G AB 判上製 G ISBN978-4-8113-1275-0 G 各 36 ページ

国際理解

世界の家 世界のくらし 〜SDGsにつながる国際理解〜
全

揃本体 7,800 円＋税／各本体 2,600 円＋税

社会 NDC383

［教科書 関連単元］G 小学校家庭「持続可能な社会を生きる」
（開隆堂）G 小 4 社会「ごみしょりと利用」
（東書）G 中学公民「持続可能な社会の実現に向けて」
（東書）G 中学家庭「持続可能な食生活を目指して」
（東書）ほか

3

巻

ERIKO［著］
G AB 判上製 G ISBN978-4-8113-1284-2 G 各 32 ページ

揃本体 7,500 円＋税／各本体 2,500 円＋税

［教科書 関連単元］G 小 2 国語
「世界の家のつくりについて考えよう」
（東書）G 小 6 社会「日本とつながりの深い国々
（東書）
ほか

コロナウイルスの影響で
さらに大きな問題に！

世界の衣食住を見ることで
多様性を考える

コンビニ、スーパー、ファストフード店、

世界中のさまざまな家の中とそこでくら

私たちの周りには沢山の食べ物があふれ

す人々を紹介するシリーズ。各地の文化

ています。ところが日本は多くの食べ物

がわかる写真を見せ、その土地で定住し

を外国からの輸入に頼っているのが現実

てきた作者ならではの目線で解説するこ

です。今こそ無駄をなくす為に何をすれ

とで、子どもの国際理解や環境問題への

ば良いかエシカルな消費について考えま

意識を高めます。

小学校中学年 〜 中学生

環境学習 NDC588

最新刊！

家庭科

最新刊！

小学校高学年 〜 高校生

社会

2021 年度最新刊！

しょう。

1

食べられるのに捨てられちゃうの？

1

本当は食べ物が足りない国・日本

2 トイレ、
お風呂

978-4-8113-2723-5

2

978-4-8113-2770-9

978-4-8113-2724-2

3

978-4-8113-2771-6

食品ロスとSDGS

3

978-4-8113-2725-9

全

3

巻

喜多明人［監修］

人権ってなんだろう

G B5 判上製 G ISBN978-4-8113-1291-0 G 各 40 ページ

揃本体 8,100 円＋税／各本体 2,700 円＋税

特別活動 NDC507

学校で知っておきたい
全

［教科書 関連単元］G 小 6 社会「わたしたちの生活と政治」
（東書）
「ともに生きる暮らしと政治」
（教出）G 中 1 〜中 3 道徳「広い視野で」
（光村）
「いじめと向き合う」
「国際理解」
（文教）ほか

細野哲弘［監修］おおつかのりこ［著］藤原ヒロコ［絵］
G B5 判上製 G ISBN978-4-8113-1282-8 G 各 40 ページ

子どもの身近な話題から
ピックアップ

自分の権利を守り、友だちの権利を傷つ

著作権や特許権、商標権、意匠権など創

けないためにはどうしたらいい？ 何を

作活動の成果を保護するための権利の総

知っておくべき？ 学校、家庭などで実際

称である知的財産権。本シリーズでは子

に起こりうる身近な事例から「人権」につ

どもにもわかるような身近な話題を解説。

いて考えるシリーズ。「人権作文コンクー

どのような人に使われ、どんな場面で活

ル」
の参考図書にも最適！

用できるのかわかります。

大切にしたい、自分の気持ち

1

考えてみよう、まわりの気持ち

2

みとめよう、それぞれの違い

978-4-8113-2800-3

権利をくわしく知ろう

法律編
978-4-8113-2777-8

978-4-8113-2799-0

3 性別や国籍で差別しない・されない

知的財産ってなんだろう？

基本編
978-4-8113-2776-1

978-4-8113-2798-3

2 友だちと意見が合わないとよくないの？

揃本体 7,500 円＋税／各本体 2,500 円＋税

［教科書 関連単元］G 中学校技術
「情報を安全に利用しよう」
（東書）G 中 2・3 美術「魅力が伝わるパッケージ」
（日文）
ほか

身の回りの身近な事例から
「人権」について考えよう

1 自分の好きな服が着たい！

4

3

巻

知的財産権

小学校高学年〜高校生

きみはどう考える？

最新刊！

道徳 NDC360

玄関、リビング、庭ほか
978-4-8113-2772-3

最新刊！

小学校中学年〜中学生

社会

キッチン、ダイニング

3

こんなふうにつかわれている！

実例編
978-4-8113-2778-5

5

2021 年度最新刊！

全

3

巻

学校のまわりの外国から来た植物

亀田龍吉［写真・文］

G AB 判上製 G ISBN978-4-8113-1288-0 G 各 32 ページ
［教科書 関連単元］G 生活科
（上）
「いくぞ！

理科 NDC400

潜入！
全

揃本体 7,500 円＋税／各本体 2,500 円＋税

がっこうたんけいたい」
（啓林）、
「きれいにさいてね」
（東書）
ほか

4

巻

天才科学者の実験室
佐藤文隆［編著］くさばよしみ［著］たなべたい［絵］
G AB 判上製 G ISBN978-4-8113-1279-8 G 各 36 ページ

じつは身近な外来植物。
在来種とくらべよう！

発明・発見が生まれた
その瞬間をのぞく！

都市の過酷な環境の中でも育つ外来植物

地球の大きさはどうやってはかる？ 人の気持

は、学校のまわりで数多く見られる身近

ちはどうしてわかる？ 偉大な発明・発見が生

なものばかりです。外来種と在来種をく

まれた実験室をこっそりのぞいてみよう。綿

らべながら、見分け方のポイント、生息

密な考証をもとに、発明や発見の瞬間を再現。

環境の違い、すみ分けして生き残る知恵

科学の入り口にぴったりの科学絵本です。

などを紹介します。
1

揃本体 10,000 円＋税／各本体 2,500 円＋税

小学校高学年 〜 高校生

くらべてみよう！

最新刊！

理科 NDC471

最新刊！

小学校低学年 〜 高学年

生活科

2021 年度最新刊！

宇宙にはじまりはある？

〜ニュートンほか
978-4-8113-2673-3

1

校庭

2

道路

3

田んぼ・畑・川

4

セイヨウアブラナ・オオイヌノフグリほか
978-4-8113-2728-0

2

〜リンネほか
978-4-8113-2674-0

セイヨウタンポポ・シロツメクサほか
978-4-8113-2729-7

3

渡部真人［監修］ニシ工芸株式会社［編］
G AB 判上製 G ISBN978-4-8113-1246-0 G 各 32 ページ

揃本体 7,500 円＋税／各本体 2,500 円＋税

理科

図解
全

［教科書 関連単元］G 小 3 国語
「鳥になったきょうりゅうの話」
（光村）G 小 6 理科「大地のつくり」
（東書）
ほか

エリア別に解説。
最新の恐竜大百科が登場

未来を考える みんなのエネルギー

巻

明日香壽川［監修］小泉光久［編著］

G AB 判上製 G ISBN978-4-8113-1285-9 G 各 48 ページ
［教科書 関連単元］G 小 6 理科
「電気と私たちのくらし」
（東書）、
「私たちの生活と電気」
（大日）
ほか

学校の調べ学習用につくられた恐竜をエ

最新かつ定番の
エネルギー情報が
まるわかり

リアごとに紹介するシリーズ。ぞれぞれの

どんなところで利用されているのか、ど

恐竜がどこにすみ、どんな強さでどんな
すごさがあったのかなど、その特長が良
くわかります。最新の知見に基づき描か
れたイラストと恐竜模型で、子どもむけ
にわかりやすく解説しています。
1

2

へ届くのか、エネルギーの最新情報を紹
介するシリーズ。エネルギー消費と発電
の過去、いま、そして未来をヴィジュア
ルで詳しく解説しています。

アメリカ大陸

中国、モンゴル

〜デイノケイルス、マメンチサウルスほか〜
978-4-8113-2690-0

3

揃本体 8,100 円＋税／各本体 2,700 円＋税

のようにつくられどのように私たちのもと

〜ティラノサウルス、アルゼンチノサウルスほか〜
978-4-8113-2689-4

日本、ヨーロッパ

〜カムイサウルス、イグアノドンほか〜
978-4-8113-2691-7

6

3

特別活動 NDC501

小学校中学年〜中学生

巻

世界の恐竜

最新刊！

3

最新刊！

幼児〜高校生

全

世紀の発明はここで生まれた！

〜ビル・ゲイツほか
978-4-8113-2676-4

特別活動 NDC457

なぞにせまれ！

「もの」
は何からできている？

〜キュリーほか
978-4-8113-2675-7

セイタカアワダチソウ・オオオナモミほか
978-4-8113-2730-3

理科

生き物はなぜ生まれた？

1

身近なエネルギーをさがしてみよう
978-4-8113-2779-2

2

再生可能エネルギーってなんだろう？

978-4-8113-2780-8

3

新時代のエネルギーを調べてみよう
978-4-8113-2781-5

7

2021 年度最新刊！

全

3

佐久間 博［文］

巻

G A5 判上製 G ISBN978-4-8113-1300-9 G 各 112 ページ

国語

言葉のひきだし
全

揃本体 5,400 円＋税／各本体 1,800 円＋税

現代で活躍する
著名人たちの
心に響く名言の数々

生活 NDC816

3

巻

伝わる表現を選ぼう

鈴木教夫［監修］

G A5 判上製 G ISBN978-4-8113-1303-0 G 各 80 ページ

揃本体 5,400 円＋税／各本体 1,800 円＋税

［教科書 関連単元］G 小 5 国語
「伝わる表現を選ぼう」
（光村）

小学校中学年 〜 中学生

きみを変える50の名言 2期

最新刊！

国語 NDC917

最新刊！

小学校高学年 〜 高校生

道徳

2021 年度最新刊！

情報を受信し、
整理・分析する力を育てる
言葉はさまざまに変化し、流行やＳＮＳな
どにより、意味のとらえ方も変化してきま

好評の「きみを変える50 の名言」
シリーズ

した。しかし、感情や気持ちがちゃんと伝

の 2 期。メディアなどで見聞きする現代の

わらないため、相手に理解してもらえな

著名人たちが、生きる上で大切にしてい

かったり、トラブルになってしまうことも。

る言葉を著者の明快かつ簡潔な解説とと

気持ちが伝わる表現はどれなのかを考え

もに子どもたちに伝えます。さまざまな

ていきます。

場面において、きっと心に響く言葉が見
つかるでしょう。

羽生結弦、志村けんほか

1

978-4-8113-2763-1

978-4-8113-2829-4

藤井聡太、黒柳徹子ほか

2

978-4-8113-2764-8

3

978-4-8113-2765-5

4

巻

大門久美子［編］

G AB 判上製 G ISBN978-4-8113-1281-1 G 各 32 ページ
［教科書 関連単元］G 6 年英語
「Welcome

揃本体 10,000 円＋税／各本体 2,500 円＋税

算数

授業で役立つ
自習して楽しい
全

（東書、開隆堂）、
「こどもの日は5 月にあります」
（三省堂）G 各社中学教科書ほか
to Japan」

3

巻

名探偵アルゴのプログラミング入門

石戸奈々子［監修］

G AB 判上製 G ISBN978-4-8113-1293-4 G 各 48 ページ

各教科の中でプログラミ
ングを学ぶための具体例

「春一番」
「かき氷」
「月見」
「年越しそば」英

国語、算数、理科、社会、図工、音楽な

語で言える？ 季節を楽しむ日本文化を

ど、各教科の中で実際に取り組めるプロ

英語で紹介しよう。美しい写真に日本語

グラミング活 動 の 具 体 例を多 数 紹 介！

と英語、よみをカタカナでつけました。

「正多角形を書くプログラム
（算数）
」
「物語

来日する外国の人との交流にも、小中学

をつくって、うごかすプログラム（国語）
」

校で「日本文化を英語で紹介する」授業に

など、簡単に取り組めて興味深いトピック

も役立ちます。

が満載。授業で今すぐ役立ちます。
1

978-4-8113-2747-1

2

978-4-8113-2748-8
978-4-8113-2749-5

自動機械のひみつ

理科でプログラミング
978-4-8113-2807-2

秋
冬

正多角形のなぞ

算数でプログラミング
978-4-8113-2806-5

978-4-8113-2746-4

夏

揃本体 8,400 円＋税／各本体 2,800 円＋税

［教科書 関連単元］G 小 5 算数
「多角形をくわしく調べよう」
（東書）G 小 6 理科「私たちの生活と電気」
「プログラミングを体験してみよう！」
（大日本）ほか

好評シリーズ続刊！
日本の四季を英語で話そう

春

8

特別活動 NDC007

小学校中学年〜高校生

全

春夏秋冬の写真英語ずかん

最新刊！

日本の四季を話そう

｢ヤバい｣ってどんな意味？ SNS 編
978-4-8113-2831-7

最新刊！

小学校高学年〜高校生

国際交流 NDC830

｢ビミョー｣ってどんな気持ち？ 会話編
978-4-8113-2830-0

大谷翔平、渡辺直美ほか

外国語

｢すごい｣ってどんな感じ？ 作文編

3

創作のしれん

国語・社会・図工・音楽・家庭科でプログラミング
978-4-8113-2808-9

9

2021 年度最新刊！

全

3

巻

学校なぞなぞパート 2

ながたみかこ［文］多屋光孫［絵］

解説が充実。
学校の話題に特化した
なぞなぞ

ます。自転車のルールとマナー、罰則等
について解説します。

放送で解説できるよう、答えは長めに詳
しく書かれています。

1

教室、職員室編

2

978-4-8113-2761-7

3

図書室、理科室編

アキワシンヤ、あだちゆう、平田美咲［絵］

学校を舞台にした、
細かすぎるまちがいさがし！
今ブームの、むずかしすぎる！まちがいさ
がし。保健室や理科室、給食の時間や運
動会…学校のいろいろな場面に楽しいま
ちがいや、細かすぎるまちがいが ......！！
楽しみながら、学校も好きになろう。

揃本体 6,600 円＋税／各本体 2,200 円＋税

特別活動 NDC790

決定版
全

3

巻

バスレクセレクション

神代洋一［編著］

G A5 判上製 G ISBN978-4-8113-1302-3 G 各 80 ページ

揃本体 5,400 円＋税／各本体 1,800 円＋税

小学校中学年〜中学生

学校まちがいさがし

最新刊！

特別活動 NDC790

最新刊！

小学校低学年〜中学年

3

事故を起こさないための点検ポイント

体に合わない自転車に乗って転んだ！
978-4-8113-2820-1

978-4-8113-2762-4

G AB 判上製 G ISBN978-4-8113-1278-1 G 各 32 ページ

町には危険がいっぱい！

車の横を走っていたら突然ドアが……
978-4-8113-2819-5

校庭、体育館編

巻

交差点で出会い頭にぶつかった！

事故でどんな責任を問われるの？
978-4-8113-2818-8

978-4-8113-2760-0

全

［教科書 関連単元］G 小 5･6 保健
「交通事故の防止」
（東書、学研）
ほか

症流行をきっかけに自転車の利用が増え

たちにとって身近な話題から厳選。校内

超ムズ！

揃本体 7,500 円＋税／各本体 2,500 円＋税

る中、事故やマナー違反なども増えてい

紹介。問題は、学校生活に関わる子ども

生活

G AB 判上製 G ISBN978-4-8113-1259-0 G 各 32 ページ

道路交通法の改正にともない、自転車の

ズ。第 2 期では校内放送のテクニックも

6

巻

日本交通安全教育普及協会［監修］

あおり運転も厳罰化になりました。感染

話の小ネタになるなぞなぞを集めたシリー

5

3

自転車トラブル 〜最新のルール・罰則を知ろう〜

あおり運転、
自転車デリバリー…
トラブル事例を解説

校内放送などで利用できる、おもしろい、

4

社会 NDC681

気をつけよう！
全

揃本体 4,800 円＋税／各本体 1,600 円＋税

G 四六判上製 G ISBN978-4-8113-1283-5 G 各 80 ページ

生活

小学校高学年 〜 高校生

校内放送でつかえる

最新刊！

特別活動 NDC798

最新刊！

小学校低学年 〜 高学年

国語

2021 年度最新刊！

バスレク＆
室内遊び・運動遊びの
集大成！
好評の「楽しいバスレクアイデアガイド」シ
リーズの第 3 弾。バスレクのみならず室
内あそびや運動あそびなど少人数から出
来てさらにソーシャルディスタンスにも考
慮したあそびが満載。これからのあそび
の形を提案します。

1

学校たんけん

1

978-4-8113-2738-9

2

たのしい行事

2

978-4-8113-2739-6

3

学校の一日
978-4-8113-2740-2

10

なんでもビンゴ・うそほんとほか
978-4-8113-2782-2

タイムアウトしりとり・勝手にベスト10 ほか
978-4-8113-2783-9

3

あいうえお作文・ゴロゴロドンほか
978-4-8113-2784-6

11

2021 年度最新刊！

全

4

巻

いしかわ☆まりこ［作］

G AB 判上製 G ISBN978-4-8113-1296-5 G 各 40 ページ

国語

気持ちを届けよう！
全

揃本体 9,600 円＋税／各本体 2,400 円＋税

3

巻

世界にひとつの手作り手紙

寺西恵里子［作］

G AB 判上製 G ISBN978-4-8113-1294-1 G 各 36 ページ

もらってうれしい、
楽しいアイデアいっぱい

たった 5 つのステップで完成！ 手作りが

転校する友だちや異動する先生へのお礼、

苦手な子でもひとりで作れます。人気の

卒業生や新入生へのお祝い、学校行事へ

妖怪やかわいい動物、おいしそうな食べ

の招待状、母の日や父の日、敬老の日の

もの、きれいな花をつくろう。壁面かざ

手紙……など、学校で手紙を書く機会は

りやメッセージにも役立ちます。

多いもの。楽しくつくれてもらった人も喜
んでくれる手作り手紙のアイデアを紹介

妖怪

します。

〜かっぱ、ゾンビ、天狗ほか〜
978-4-8113-2741-9

2

動物

〜パンダ、わに、フェネックほか〜
978-4-8113-2742-6

3

1

食べもの

2

花

はじめての手芸

G AB 判上製 G ISBN978-4-8113-1295-8 G 各 36 ページ

揃本体 10,400 円＋税／各本体 2,600 円＋税

家庭

自分らしくコーディネート！
全

［教科書 関連単元］G 小学校家庭科
「ソーイングはじめの一歩」
（開隆堂）、
「ひと針に心をこめて」
（東書）G 中学校家庭科「作って楽しい布作品」
（東書）ほか

自分だけの
オリジナルを作ろう！
マスク、エコバッグ、サコッシュ、クリス

生活 NDC593

3

巻

［監修］
木本晴美（文化服装学院教授）
G AB 判上製 G ISBN978-4-8113-1289-7 G 各 32 ページ

私にはどんな服装が
似合うかな？
「自分らしい服装」を発見し、実践してみ
よう！ 衣生活の自立を、楽しくおしゃれ

着袋…かわいいこものがかんたんに作れ

に目指します。衣服のデザイン、色と柄、

ます！おうち時間が増えたいま、そろえて

素材と小物を解説し、コーディネートのさ

おきたいシリーズです。玉結びや編み目

まざまなスタイルをイラストで紹介。エシ

の作り方など、基本の作り方を動画で見

カルファッションなどの最新トピックもコラ

られます。

ムで掲載。
1

978-4-8113-2813-3

2

978-4-8113-2814-0
978-4-8113-2815-7

自分に似合う色はなに？

〜色と柄
978-4-8113-2793-8

布でつくる
毛糸でつくる

どんな服装をしようかな

〜デザイン
978-4-8113-2792-1

978-4-8113-2812-6

ビーズ＆プラバンでつくる

揃本体 7,800 円＋税／各本体 2,600 円＋税

［教科書 関連単元］G 小学校家庭「暖かく快適に過ごす着方」
「すずしく快適に過ごす着方と手入れ」
（開隆堂）、中学校家庭「衣服の選択と手入れ」
（東書）
「目的に応じた衣服の選択」
（開隆堂）ほか

マスオーナメント、ヘアアクセサリー、巾

フェルトでつくる

はじめてのファッション

小学校中学年〜高校生

寺西恵里子［作］

季節と行事の手紙
978-4-8113-2811-9

最新刊！

4

巻

3

最新刊！

小学校中学年〜中学生

特別活動 NDC594

手作りって楽しい！
全

おめでとうの手紙・招待状
978-4-8113-2810-2

〜さくら、カーネーション、ひまわりほか〜
978-4-8113-2744-0

家庭

ありがとうの手紙
978-4-8113-2809-6

〜ハンバーガー、おすし、カレーライスほか〜
978-4-8113-2743-3

4

揃本体 7,500 円＋税／各本体 2,500 円＋税

［教科書 関連単元］G 小 3 国語
「気もちをこめて
『来てください』」G 小 4 国語「お礼の気持ちを伝えよう」
（光村）
ほか

好評のいちばんやさしい
おりがみシリーズ続編

1

12

図画工作 NDC750

小学校中学年 〜 中学生

かざれる！
回で折れる
あそべる！おりがみ
5

最新刊！

特別活動 NDC750

最新刊！

小学校低学年 〜 高学年

図画工作

2021 年度最新刊！

3

いろんなアイテムでもっと楽しく

〜素材と小物
978-4-8113-2794-5

13

2021 年度最新刊！

全

5

巻

三毛猫ホームズの事件ノート

赤川次郎［著］

G 四六判上製 G ISBN978-4-8113-1292-7 G 平均 192 ページ

国語

こんなにおもしろい
全

揃本体 8,000 円＋税／各本体 1,600 円＋税

大人気の三毛猫ホームズ
シリーズを読んでみよう！

読書活動 NDC164

3

巻

渡邉 卓［著］

日本の神話

G 四六判上製 G ISBN978-4-8113-1255-2 G 平均 144 ページ

揃本体 4,800 円＋税／各本体 1,600 円＋税

［教科書 関連単元］G 小 2 国語
「いなばの白うさぎ」
（光村）
「やまたのおろちのお話」
「いなばの白うさぎのお話」
（東書）
「いなばのしろうさぎ」
（教出）

小学中高学年 〜 中学生

赤川次郎

最新刊！

読書活動 NDC913

最新刊！

小学校中学年 〜 高校生

国語

2021 年度最新刊！

アマテラス、ヤマトタケル
など、日本神話の神様た
ちの物語

片山義太郎と晴美の兄妹が飼っている三
毛猫・ホームズは、とても不思議な猫。

全国各地の神社にまつられている神様と

人間顔負けの推理力で、さまざまな事件

して、また、最近ではゲームのキャラク

を解決にみちびいてくれる探偵猫なので

ターとしても身近な存在の日本神話の神

す。大ベストセラー「三毛猫ホームズ」シ

様。アマテラス、スサノオ、ヤマトタケ

リーズから短編を選んで編集しました。

ルなど、きっと名前を聞いたことがある
はずです。それぞれの神様の個性的なエ

三毛猫ホームズの宝さがし

ピソードを、美しいさし絵とともに紹介し

978-4-8113-2801-0

ます。

三毛猫ホームズの幽霊退治
978-4-8113-2802-7

三毛猫ホームズの古時計

1

978-4-8113-2803-4

三毛猫ホームズの殺人協奏曲

2

978-4-8113-2804-1

3

978-4-8113-2805-8

宇宙、怪獣、エスパー……。
待望の第二期！

英雄の冒険編

ヤマトタケルほか

揃本体 7,200 円＋税／各本体 1,800 円＋税

国語

特別活動 NDC913

名作古典にでてくる
全

3

巻

いきものの不思議なむかしばなし

福井栄一［著］三本桂子、ニシハマカオリ、鴨下潤［絵］
G A5 判上製 G ISBN978-4-8113-1286-6 G 各 96 ページ

好評につき第二期が登場！ライトノベルや

SF マンガの源流となった初期ＳＦ作品か

犬が涙をながしたそのわけは？ 鯉が恩

ら、親しみやすいショートショート・短篇

返しにやってきた？ 家に飛び込んできた

を集めたアンソロジーシリーズです。もっ

キジは、父親の生まれ変わりだった？ 枕

と知りたい読者への読書案内のほか、SF

草子、今昔物語、古事記など、有名な古

と関係の深い怪獣映画･特撮番組の歴史

典文学作品にでてくる、いきものたちの

なども紹介しています。

ちょっと不思議でおもしろい昔ばなしをあ
つめました。

バイナリー惑星／宇宙救助隊二一八〇年
978-4-8113-2752-5

超能力篇

予知の悲しみ／闇につげる声

978-4-8113-2753-2

怪獣篇

揃本体 5,100 円＋税／各本体 1,700 円＋税

［教科書 関連単元］G 小 5 国語
「古典の世界」
（光村）
「古文に親しむ」
（東書）
「古典を楽しむ」
（教出）
ほか

有名な古典文学作品に
でてくる、いきものたち
のおはなし

宇宙篇

群猫／マタンゴ

名作古典にでてくる

どうぶつの不思議なむかしばなし
978-4-8113-2757-0

名作古典にでてくる

さかなの不思議なむかしばなし

978-4-8113-2754-9

978-4-8113-2758-7

破滅篇

名作古典にでてくる

白い大陸が燃えるとき／ひとつの装置
978-4-8113-2755-6

14

オオクニヌシほか

小学校中学年〜中学生

G 四六判上製 G ISBN978-4-8113-1287-3 G 平均 230 ページ

最新刊！

日下三蔵［編］秋赤音、旭ハジメ、中川学、鈴木康士［絵］

最新刊！

小学校高学年〜高校生

読書活動 NDC913

巻

地上の神々編
978-4-8113-2679-5

SFショートストーリー傑作セレクション 第二期
4
全

アマテラスほか

978-4-8113-2678-8

三毛猫ホームズの水泳教室

国語

天地の始まり編
978-4-8113-2677-1

とりの不思議なむかしばなし
978-4-8113-2759-4

15

2021 年度最新刊！
読書活動 NDC289

はじめて読む 科学者の伝記
全

4

巻

清水洋美［文］里見和彦、野見山響子［絵］
G 四六判上製 G ISBN978-4-8113-1260-6 G 平均 164 ページ

理科

愛蔵版
全

揃本体 6,400 円＋税／各本体 1,600 円＋税

［教科書 関連単元］G 小 5 国語
「伝記を読み、自分の生き方について考えよう」
（光村）G 小 6 道徳「日本植物分類学の父―牧野富太郎」
（光村）
ほか

児童書初登場の
ラインアップ

読書活動 NDC400

3

巻

ジュニア空想科学読本 第5期

柳田理科雄［著］きっか［絵］

G 四六判上製 G ISBN978-4-8113-1280-4 G 各 216 ページ

揃本体 4,500 円＋税／各本体 1,500 円＋税

小学校中学年 〜 中学生

道徳

最新刊！

国語

最新刊！

小学校高学年 〜 高校生

理科

2021 年度最新刊！

ばいきんまんのケガに
つけられる薬ってあるの？

子どもたちに分かりやすい身近なテーマ

『どうぶつの森』シリーズのような瞬間的

で研究をした日本の科学者たちの伝記シ

な着替えはできる？ 『チコちゃんに叱ら

リーズ。研究にかける情熱と生き方、支

れる！』のチコちゃんの頭の重さは？ ア

えた家族やまわりの人物を紹介するとと

ニメ・マンガ・ゲーム・昔話などのふと

もに、図や図版を用いて研究内容を分か

した疑問を、科学的に解き明かす理科の

りやすく解説し、文学と科学の両方から

本！ 愛蔵版限定の書き下ろしを収録。

楽しめます。

牧野富太郎【日本植物学の父】
978-4-8113-2734-1

中谷宇吉郎【雪と氷の探求者】

愛蔵版 ジュニア空想科学読本⑬

978-4-8113-2735-8

978-4-8113-2773-0

池田菊苗【うま味の素「グルタミン酸」発見】

愛蔵版 ジュニア空想科学読本⑭

978-4-8113-2736-5

978-4-8113-2774-7

猿橋勝子【女性科学者の先駆者】
978-4-8113-2737-2

愛蔵版 ジュニア空想科学読本⑮

全

3

巻

福井 蓮［著］

ミステリースポット

G 四六判並製 G ISBN978-4-8113-1301-6 G 各 224 ページ

日本のミステリースポット
にまつわる話
あなたの近くにもある心霊スポットやミス

揃本体 4,500 円＋税／各本体 1,500 円＋税

生活

社会 NDC210

大注目！ 写真とイラストでわかる

大正時代をのぞいてみよう

『大正時代をのぞいてみよう』
編集委員会［編著］
G A4 変型製 G ISBN978-4-8113-2817-1 G 56 ページ

本体 3,500 円＋税

［教科書 関連単元］G 小 3 社会
「市のうつりかわり」
（東書）
「わたしたちの市のあゆみ」
（教出）G 小 6 社会「世界に歩み出した日本」
（東書）
「近代国家を目ざして」
（教出）ほか

小学校低学年〜高校生

ほんとうにあった！

最新刊！

読書活動 NDC387

最新刊！

小学校中学年〜中学生

国語

978-4-8113-2775-4

『鬼滅の刃』でも大注目！
大正時代のくらしや文化、社会を見てみよう
いまからちょうど100 年前の、大正時代とはどんな時代だったのでしょうか？

テリースポット。古くからの言い伝えや都

文化、社会、流行、歴史など、大正時代の人々のくらしを調べてみましょう。

市伝説などの不可解な事象の数々を、主

《もくじ》西洋化がすすんだくらし／下町にのこる昔ながらのくらし／豊かで

人公の少女が活躍するストーリーとともに

自由な子どものくらし／映画、ラジオ、雑誌……みんな夢中！ 大衆文化／

紹介します。有名な場所から知らなかっ

一般家庭の食卓へ

た場所まで、ほんとうに怖い場所はたく

第一次世界大戦と関東大震災 ほか

洋風の食べもの／時代を大きく変えた 2 つの出来事

さんあります。

1

霧の峠・人形供養
978-4-8113-2766-2

2

海から来る・赤いドレスの女
978-4-8113-2767-9

3

もう1 つの首塚・呪われた家
978-4-8113-2768-6
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G AB 判上製 G ISBN978-4-8113-2722-8

NDC360

本体 1,800 円＋税

外務省の担当官がつ
くった初の SDGs 絵本

榮谷明子［著］

G 四六判上製 G ISBN978-4-8113-2745-7

NDC916

本体 1,500 円＋税

海外で働くことの素晴らしさを伝えるノンフィクション
ユニセフの職員として、アフリカのルワンダで働くことになった著者。ルワンダには子どものための娯楽が
何もないことを知り、ルワンダで初めての子ども向けラジオ番組を作ろう、と決意します。海外で夢をかな
えることの素晴らしさを教えてくれる、感動的なノンフィクション。

作者の原琴乃さんは、外務省
標（SDGs）推進を担当してき
た、言わば SDGs の第一人者
です。この一冊を通じて、と
もすればわかりにくい・教え

ワタシゴト

14 歳のひろしま

中澤晶子［作］ささめやゆき［絵］
G 四六判上製 G ISBN978-4-8113-2727-3

NDC913

本体 1,400 円＋税

広島修学旅行の事前学習でぜひ読んでほしい珠玉の物語

にくい SDGs の基本的な理念

修学旅行で広島平和記念資料館を訪れた5 人。それぞれに悩みを抱え、戦争とは遠い世界で暮らす14 歳の

を理解し、具体的な行動を身

胸の内は……。登場人物に共感を覚えながら、物語に登場する被爆資料などを通して平和について深く考

につけていくことができます。

えていく作品です。

G A4 変型判 G ISBN978-4-8113-2769-3

NDC495

本体 1,600 円＋税

受精から誕生、赤ちゃんがうまれるまで

太郎の窓
中島信子［著］

G 四六判上製 G ISBN978-4-8113-2750-1

NDC913

本体 1,500 円＋税

どうして、男の子は男らしくしなくちゃいけないの？

がいに苦しむ太郎の成長を描く。ベストセラー
『八月のひかり』
の著者の最新作。

なまはげ

わたしは大統領の奴隷だった ワシントン家から逃げ出した奴隷の物語

池田まき子［文］早川純子［絵］
G AB 判上製 G ISBN978-4-8113-2821-8

NDC386

本体 1,800 円＋税

無形文化遺産登録の伝統行事の由来が絵本に
ユネスコ無形文化遺産に登録された秋田県の季節行事 ｢男鹿のナマハゲ｣。由来となった昔話が絵本に。

エリカ・アームストロング・ダンバー、キャサリン・ヴァン・クリーヴ［著］渋谷弘子［訳］
G 四六判上製 G ISBN978-4-8113-2816-4

NDC936

本体 1,600 円＋税

BLM 運動が激しくなるいま、知っておきたい
初代大統領ワシントンは、大勢の奴隷を所有していた。能力が高く大統領夫人マーサから重用されていた
一端を知ることのできるノンフィクション。

気候危機！ 子どもたちが地球を救う

咲む（えむ）

堤江実［著］功刀正行［監修］

G 四六判上製 G ISBN978-4-8113-2751-8

NDC916

本体 1400 円＋税

グレタ・トゥーンベリさんだけじゃない！
地球温暖化を止めるために立ち上がる、世界の若者たちを紹介します

早瀨憲太郎［原作］広鰭恵利子［文］全日本ろうあ連盟［監修］
G 四六判上製 G ISBN978-4-8113-2791-4

NDC913

本体 1,500 円＋税

映画
『咲む』完全ノベライズ！

かつて「花の町」
といわれた限界集落に咲みをもたらした一人のろう女性の物語 ……。全日本ろうあ連盟創
県知事・平井伸治さん推薦！

ラグリマが聞こえる ギターよひびけ、ヒロシマの空に

英語版 えほん障害者権利条約

ささぐちともこ［著］くまおり純［絵］
G 四六判上製 G ISBN978-4-8113-2756-3

NDC913

本体 1,500 円＋税

戦争と原爆を乗り越えた、一本のギターの物語
広島でくらすミオンは、ある日、とても古いギターを弾くおじいさんと出会います。おじいさんのギターは、

藤井克徳［作 里圭［絵］佐野竜平［英語版編集］渡辺剛弘、渡辺暁里［翻訳］
G AB 変判 G ISBN978-4-8113-2726-6

NDC329

本体 1,800 円＋税

障害者権利条約の大切さ、めざす社会が英語でやさしくわかる！

障害者権利条約の理念からめざすべき社会を、子どもにも、そして誰にでもわかりやすい絵と言葉で描い

戦争と原爆を乗り越えた
「被曝ギター」
だったのです。おじいさんは、このギターにまつわる原爆の記憶を、

た「えほん障害者権利条約」
。多文化共生が進む日本国内へ、世界へ、より広く、たくさんの人へ伝える英

ミオンに話しはじめます……。この物語を通して、みなさんの心に、平和と音楽が届きますように。

語版を刊行します。

小学校高学年〜一般

化が原因です。この危機を止めるため、世界のあちこちで、まだ十代の若者たちが立ち上がりはじめているのです。

絵本

立 70 周年記念映画『咲む』。観る人すべてを笑顔にする感動作を完全ノベライズ！ 黒柳徹子さん、鳥取

フ ィ ク シ ョン

小学校中学年〜中学生

これまでにない大雨や猛暑など、観測史上はじめてという異常なお天気が、世界中で起こっています。地球の温暖

中学生〜一般

る賭けをすることになり……。

フ ィ ク シ ョン

女性オーナは、孫娘の「結婚祝い」として譲渡されそうになり、耐えかねて逃亡を企てる……。奴隷制度の

ノ ン フ ィ ク シ ョン

小学校中学年〜中学生

ある日、男鹿半島にやってきた5 匹の鬼たち。人々のために懸命に働きますが、誤解され、村人たちとあ

小学校高学年〜一般

ママ以外の人が世話しても、母乳でもミルクでも、愛情をもらうことがいちばん大事なことなのです。

ノ ン フ ィ ク シ ョン

太郎のお父さんは、いつも太郎に「男らしくしろ」と言っている。でも太郎の心はぜんぜんちがう。男らしく
なんてしたくない。太郎という名前が大きらい。ズボンよりも、スカートをはきたいのに……。心と体のち

絵本

小学校低学年〜一般

おおきなおなか！ 赤ちゃんがうまれるのかな？ 受精から誕生までを追う絵本。不妊治療、未熟児、ふた
ご、帝王切開……、さまざまなうまれかたをする子がいるけれど、みんなだいじないのちです……。そして、

小学校中学年〜一般

フランソワーズ・ローラン、セバスチャン・シェブレ［作］宋美玄［日本語版監修］

フ ィ ク シ ョン

赤ちゃんはどうやってうまれるの？

絵本

幼児〜小学校高学年

みんなだいじないのち

中学生〜一般

フ ィ ク シ ョン

で国内外の持続可能な開発目

18

希望、きこえる？ ルワンダのラジオに子どもの歌が流れた日

小学校高学年 〜 中学生

原琴乃［作］MAKOオケスタジオ［絵］山田基靖［監修］

ノ ン フ ィ ク シ ョン

絵本

幼児 〜 小学校高学年

わたしがかわる みらいも
かわる SDGs はじめのいっぽ

2021 年度最新刊！
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見逃していませんか？

…………………………………

見逃していませんか？

P20 掲載
ネット動画［全3巻］
2 地球が危ない！ プラスチックごみ［全3巻］ P20掲載
3 意味がわかるとゾッとする話 3 分後の恐怖［全3巻］ P26掲載

1

国語

気をつけよう！

G B5 判上製 G ISBN978-4-8113-1249-1 G 各 44 ページ
揃本体 8,400 円＋税／各本体 2,800 円＋税

小寺信良［監修］
株式会社メディア・ビュー［編］

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

揃本体 7,500 円＋税／各本体 2,500 円＋税

YouTubeや TikTokをはじめとするネット上のツール

コツ、まとめるコツを生徒自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。
1

3

978-4-8113-2698-6
2

学びと遊び〜和紙・文具ほか〜
978-4-8113-2700-6

生活〜焼き物・木工ほか〜
978-4-8113-2699-3

特別活動

読書活動 NDC030

全

3巻

生活

理科 NDC479

ジュニア版 おもしろびっくり！ ギネス世界記録

もっと知りたい

株式会社角川アスキー総合研究所［編］

勝木俊雄［監修］

G AB 判上製 G ISBN978-4-8113-1257-6 G 各 32 ページ

G AB 判上製 G ISBN978-4-8113-1256-9 G 各 40 ページ
揃本体 8,400 円＋税／各本体 2,800 円＋税

毎年更新される世界

日本にはさくらは何

一の記録「ギネスブッ

種 類 あるの？ 一 番

ク」。その中から、日

身近な「そめいよし

を解説するシリーズ。長時間利用や依存、炎上、違

本の子ども向けに記

の」ってどんなさく

法行為など、実際に起きたトラブル例とその解決法

録を厳 選した、写 真

ら？ さくらの 春 夏

も紹介していて実用的です。

やイラストで楽しく読

秋 冬 は ど ん な よう

めるシリーズです。

す？ 文 学、絵 画、

日本の子どもの世界

音楽に出てくるさく

一 の 記 録 や、「世 界

動画を見るのがやめられない

2

動画投稿に潜むワナ

身近な話題もいっぱ

978-4-8113-2687-0
3

いです。ギネスワー

大丈夫 !？ 動画の著作権

ルドレコーズ公認書籍。

978-4-8113-2688-7

社会 NDC518

全

3巻

地球が危ない！ プラスチックごみ
幸運社［編］
高田秀重／ WWFジャパン／
（公財）
かながわ
海岸美化財団［協力］
G AB 判上製 G ISBN978-4-8113-1244-6 G 各 36 ページ
揃本体 7,800 円＋税／各本体 2,600 円＋税

私たちのまわりには多くのプラスチック製品がありま
す。ところが使ってすぐに捨てられてしまうプラスチッ
クごみが、地球上で生態系の変化やや自然災害の増
大など大変な問題になっています。どう利用していけ
ばいいのか様々な現実を紹介し考えていきます。

1

海洋プラスチック

魚の量をこえる！？

978-4-8113-2629-0
2

日本中にあふれるプラスチック
978-4-8113-2630-6

3

みんなで減らそう！プラスチック
978-4-8113-2631-3

小学校低学年〜高学年

小学校中学年〜中学生

理科

1

記録に挑戦！」など、

978-4-8113-2686-3

2

らって？ 春になるた

世界一はやい
978-4-8113-2683-2

び、だれもが気にな

世界一ながい

るさくらの話題が満

978-4-8113-2684-9
3

載のシリーズです。

世界一おおきい
978-4-8113-2685-6

1
2
3

くらしの中のさくら

4巻

社会

あそび NDC291

学校クイズ研究会［編］田中ナオミ［まんが・イラスト］

伊藤まさあき［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

「ナマケモノが 週に

巨大な妖怪だいだら

一度だけ地上に下り

ぼっちが琵琶湖や富

る理由は？」
「世界初

士山をつくったって

の 冷 凍 食 品って？」

3巻

さくらを見にいこう
978-4-8113-2681-8

発見！ 日本一周妖怪めいろ

揃本体 6,400 円＋税／各本体 1,600 円＋税

全

さくらってどんな木？
978-4-8113-2680-1

みんなでもりあがる！ 学校クイズバトル
G 四六判上製 G ISBN978-4-8113-1251-4 G 各 80 ページ

3巻

978-4-8113-2682-5

全

特別活動 NDC790

全

さくらの世界

揃本体 8,100 円＋税／各本体 2,700 円＋税

で利用される動画の、危険性とより良い付き合い方

1

20

よそおい〜織物・染色ほか〜

小学校中学年〜中学生

気をつけよう！ ネット動画

3巻

国語の新教科書掲載の「全国の伝統工芸の魅力を調べ、発表する授業」を補足するため
のシリーズ。47 各都道府県を代表する工芸品を例示しているため、例文をヒントに書く

小学校中学年〜中学生

全

3巻

青山由紀［監修］オフィス303［編］

小学校中学年〜高学年

小学校高学年〜一般

特別活動 NDC547

全

社会 NDC750

2020年度新刊

教科書から広げる学習 伝統工芸のよさを伝えよう

4 教科書から広げる学習 伝統工芸のよさを伝えよう［全 3 巻］ P21 掲載
5 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［全 3 巻］ P22 掲載
P23 掲載
6 女子も！男子も！ 生理を知ろう［全 3 巻］
7 かんたん！ おいしい！ フォトジェニック・スイーツ［全 4 巻］ P24 掲載
P25 掲載
8 世界の神々と四大神話［全 4 巻］
P22 掲載
9 どうなってるの？ 税金の使われ方［全 3 巻］
10 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〜［全 3 巻］ P22 掲載
道徳

…………………………………

小学校中学年 〜 高校生

2020 年度選書ランキング

2020年度新刊

知って た？ こわく
てかわい い 妖 怪と

「日本ではじめてラー
メンを食べた人は？」

いっしょにめいろで

など、役立つ楽しい

日本一周。楽しみな

クイズをマンガの導

がら各地方の地理や

入で多数紹介。

気候、自然のようす、
名所名産やくらしに

自然の巻
978-4-8113-2603-0

食べものクイズ王

ことばクイズ王

978-4-8113-2669-6

978-4-8113-2671-9

動物クイズ王

スポーツクイズ王

くらしの巻

978-4-8113-2670-2

978-4-8113-2672-6

978-4-8113-2605-4

ついてもわかるよ。

名所の巻
978-4-8113-2604-7
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見逃していませんか？

全

社会 NDC366

調べて、書こう！ 教科書に出てくる

2020年度新刊

見逃していませんか？

3巻

保健

仕事のくふう、見つけたよ

子どもたちの生活に身近なさまざまな仕事を、働いている人・主な仕事・

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

仕事のくふうの視点から、やさしく丁寧に解説。調べた内容をまとめる
「報

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

告する文章の書き方」から、
「発表する／感想を伝える」
までガイドします。

2

スーパーマーケット、花屋、書店ほか
978-4-8113-2710-5

ることもできるでしょう。生理って何？ 何が大変？ マンガと解説で紹介。男子のギモンにも答えます。

ものを作る・育てる

野菜農家、パン屋、建築現場ほか
978-4-8113-2712-9

1

生理ってなんだろう

3

978-4-8113-2539-2

くらしをささえる

2

消防署、駅、図書館ほか
978-4-8113-2711-2

心と体の成長と生理
978-4-8113-2541-5

生理のなやみ
978-4-8113-2540-8

総合学習 NDC291

全

3巻

しらべてまとめる まちとくらしのうつりかわり
澤井陽介［監修］

G B5 判上製 G ISBN978-4-8113-1261-3 G 各 40 ページ

G AB 判上製 G ISBN978-4-8113-1270-5 G 各 40 ページ

揃本体 7,500 円＋税／各本体 2,500 円＋税

揃本体 8,100 円＋税／各本体 2,700 円＋税

2019 年 10 月、消費

おじいさん・おば あ

道徳

全

総合学習 NDC150

スポーツ名場面で考える

3巻

白熱道徳教室

加藤宣行［著］

中学年から楽しめる数学への扉

G AB 判上製 G ISBN978-4-8113-1242-2 G 各 32 ページ
揃本体 7,500 円＋税／各本体 2,500 円＋税

道徳の教科書でも多

教科書の単元「算数

さんが子どものころか

く登場する、スポー

卒業旅行」などの学

ら、まちはどのように

ツ名場面。憧れでも

習で役立ち、授業の

様々な税金を払って

変わったでしょうか？

あり、身近であるス

あとも子供たちが算

いますが、それがど

人 口、公 共 施 設、学

ポ ーツ選 手 の エピ

数を主体的に学べる

う使われているか考

校、遊 び、給 食、ゴ

ソードは、子どもた

シリーズです。謎を

えたことがあります

ミ処 理、水 道 などの

ちが考え議論する題

解 い て い くスト ー

か？ 年 金、介 護、

様々な変化を豊富な

材に最適です。実際

リー要素も入れ、中

んなで考えるシリー
ズ。

2

イラストで 紹 介。社

くらしを支える 年金・医療・介護ほか
978-4-8113-2656-6

会科 3 年「市のうつり

学ぶ・くらしを守る 学校・文化・警察・消防ほか

かわり」4 年「住みよい

978-4-8113-2657-3
3

くらしをつくる」の学

くらしを作る 道路・水道・防災ほか

習で役立ちます。

978-4-8113-2658-0

3巻

理科

もとにした白熱した

衣食住、学校、道具ほか

対話を通じ、よりよ

978-4-8113-2705-1
3

けがみつかります。

978-4-8113-2706-8

生活 NDC480

〜社会を変える
情報を活かして発展する産業 プログラミング〜

身近な生き物

澤井陽介［監修］

さいたま水族館［監修］株式会社風讃社［編］

揃本体 8,100 円＋税／各本体 2,700 円＋税

揃本体 7,200 円＋税／各本体 2,400 円＋税

G AB 判上製 G ISBN978-4-8113-1271-2 G 各 40 ページ

い自分になるきっか

水道、ゴミ処理、消防ほか

淡水魚・淡水生物

全

3巻

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

1

自分をみつめる イチロー、浅田真央ほか
978-4-8113-2643-6

2

学年から取り組める
ように工夫しました。

人とつながる 吉田沙保里、女子ソフトボールチームほか

3

2
3

978-4-8113-2645-0

3巻

社会 NDC210

大化から令和まで

和合亮一［監修］

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

揃本体 6,600 円＋税／各本体 2,200 円＋税

G A4 判上製 G ISBN978-4-8113-2600-9 G 180 ページ
本体 4,800 円＋税

詩の「つくり方」のヒ

初の元号である「大

「病院」などの身近な産

すむ淡水魚、淡水生

ント に あ ふ れ た シ

化」から「令和」まで

業は、情報を活用する

物（水生昆虫・両生

リーズ。大活躍中の

24 8 の 元 号を網 羅

ことで、急激な進化を

類など）を紹介する

詩人、和合亮一さん

し、ひとつひとつ解

遂げています。身近な

子どもむけシリーズ。

を監修に迎え、教科

説 する決 定 版 の 事

お店やサービスの裏側

どんなところで実際

書に載っている有名

典。元号をたどりな

を探検しているワクワク

に見ることができる

な詩人の詩を引きな

がら、日本の歴史を

感を楽しみながら、自

か、その生態の特徴

がら、「自 由 に 詩 を

振り返ります。
「元号

分たちの生活がどう変

についてなど、わか

読んでみよう」、
「身

ます。小学校社会科の
学習や中学生のプログ
ラム教育にも役立ちます。

978-4-8113-2701-3

りやすく解説してい

運輸業・観光業 宅配、バス、旅行会社ほか

ます。外来生物や固

978-4-8113-2702-0

福祉・医療 保育園、点字図書館、病院ほか
978-4-8113-2703-7

有種などのキーワー
ドも解説。

1

学校編〜コイ、メダカ、ザリガニほか〜
978-4-8113-2692-4

近なことを詩にして

2

田んぼ・まち編〜フナ、ドジョウ、カエルほか〜

みよう」
と呼びかけま

978-4-8113-2693-1
3

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

日本の元号大事典

日本の元号大事典編集委員会［編著］

全国 47 都道府県に

わるのかを考えていき

目指せ！算数クイズ王 細水保宏／監修 ガウスの会／問題提供
978-4-8113-2655-9

全

詩をつくろう

算数ミステリーツアー 細水保宏／監修 ガウスの会／問題提供
978-4-8113-2654-2

命や社会について考える 羽生結弦、谷真海ほか

国語 NDC911

和算の世界にタイムスリップ 白井一之／監修
978-4-8113-2653-5

978-4-8113-2644-3

「くら寿司」
「ヤマト運輸」

販売業・飲食業 コンビニ、スーパー、回転寿司ほか

1

す。

1

見たこと、感じたことを詩にしよう

2

詩のくふうを楽しもう ことばあそび・ことばさがし

978-4-8113-2707-5
978-4-8113-2708-2
3

自分だけの詩集をつくろう、朗読しよう

小学校高学年〜一般

全

978-4-8113-2704-4

小学校低学年〜高学年

情報 NDC602

2

の子供たちの授業を

交通、公共施設、人口ほか

小学校低学年〜中学生

小学校高学年〜中学生

社会

1

算数卒業旅行

揃本体 7,500 円＋税／各本体 2,500 円＋税

税の税率が 10％にな

1

3巻

白井一之・細水保宏［監修］

G AB 判上製 G ISBN978-4-8113-1239-2 G 各 32 ページ

り ま し た。国 民 は

学 校、水 道 ……。

全

算数 NDC410

小学校中学年〜高学年

『税金の使われ方』
編集委員会［編著］

社会

小学校中学年〜中学生

どうなってるの？ 税金の使われ方

3巻

小学校中学年〜中学生

小学校高学年〜高校生

全

社会 NDC340

税金の使われ方をみ

22

3巻

G B5 判上製 G ISBN978-4-8113-1253-8 G 各 32 ページ
揃本体 7,200 円＋税／各本体 2,400 円＋税

揃本体 8,400 円＋税／各本体 2,800 円＋税

3

2020年度新刊

宋美玄［監修］

G AB 判上製 G ISBN978-4-8113-1264-4 G 各 48 ページ

お店ではたらく

全

体育 NDC495

女子も！男子も！ 生理を知ろう

『仕事のくふう、見つけたよ』編集委員会［編著］

1

…………………………………

小学校中学年 〜 中学生

小学校中学年 〜 高学年

国語

…………………………………

の決め方」
「長い元号
「今上天皇
ベスト10」
とは」
など、コラムも
充実しています。

978-4-8113-2709-9

23

見逃していませんか？

見逃していませんか？

4巻

…………………………………
全

国語 NDC164

かんたん！ おいしい！ フォトジェニック・
スイーツ

世界の神々と四大神話

宮沢うらら［著］

橘 伊津姫［編著］

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

4巻

今、人気のお菓子は、おいしいのは当たり前、見た目のかわいさも大

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

事なポイントです。写真映えするオシャレなスイーツを作りたい！という

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

願いを叶えるアイディアレシピと撮影ポイントやテクニックを紹介します。

ン、ロキ、フレイ、ヘルなどの神々のほか、ラグナロクなどの神話を掲載。

きらきら☆カラフルスイーツ

ときめくパンアート

北欧神話 オーディン・ロキほか

エジプト神話 ラー・オシリスほか

978-4-8113-2716-7

978-4-8113-2718-1

978-4-8113-2618-4

978-4-8113-2620-7

びっくり！ そっくりスイーツ

わくわく！ へんしんスイーツ

ギリシャ神話 ゼウス・ヘラクレスほか

インド神話 シヴァ・ガネーシャほか

978-4-8113-2619-1

978-4-8113-2621-4

978-4-8113-2719-8

図画工作

特別活動 NDC750

全

4巻

幼児〜一般

ねんどでつくる！ 小さなたべもの屋さん

うつして切るだけ！ 季節と行事のきりがみ

ねんドル岡田ひとみ［作］

いしかわ☆まりこ［作］

揃本体 7,500 円＋税／各本体 2,500 円＋税

揃本体 9,600 円＋税／各本体 2,400 円＋税

子どもたちに定番の

折ったおりがみに型

G AB 判上製 G ISBN978-4-8113-1241-5 G 各 32 ページ

G AB 判上製 G ISBN978-4-8113-1240-8 G 各 40 ページ

社会

全

理科 NDC453

いつ？どこで？ビジュアル版

3巻

巨大地震のしくみ

佐久間博［編著］JAMSTEC［監修］

揃本体 7,500 円＋税／各本体 2,500 円＋税

G AB 判上製 G ISBN978-4-8113-1243-9 G 各 32 ページ
揃本体 7,500 円＋税／各本体 2,500 円＋税

南海トラフで起きる

自分のふるさとの名

紙をなぞって書き、

可能性が大きくなり

物や名所を、英語で

そのとおりに切るだ

つつある巨大地震。

紹介したい！ でも

チュアフードの作り

け！お花、くだもの、

地震発生域での海底

これって英語でなん

方をやさしく紹介。

行 事 の モチーフな

プレートなどの調査

て言うの？ そんな

ホンモノそっくりで、

ど、季節を感じる作

を行う海洋研究開発

ときに、この本を探

小っちゃくてかわい

品がかんたんにつく

機構の協力を得なが

してみてください。

いアイテムがたくさ

れます。壁面やカー

ら巨大地震のメカニ

やさしい英語とその

ん。写真の撮り方、
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。

ドに大活躍のすてき

978-4-8113-2647-4

な切り紙作品がいっ

ねんどのカフェ マカロン、パンケーキほか

ぱいです。

978-4-8113-2648-1

2
3
4

978-4-8113-2649-8

今日の献立

および防災に関する

あき もみじ・お月見・ハロウィンほか

最新の備えや情報を

1
2

全

3巻

図画工作

特別活動 NDC725

かんたんレベルアップ

978-4-8113-2634-4

ふるさとを紹介する

調査の現場を見にいこう！

英語がきっと見つか

3

ります。

地震！！そのとき 防災チェック

1

全

3巻

女子美術大学付属高等学校・中学校［監修］ニシ工芸株式会社［編］

揃本体 7,200 円＋税／各本体 2,400 円＋税

揃本体 7,500 円＋税／各本体 2,500 円＋税

献立づくりの視点は、

デッサンと水彩の描

栄 養 バランスや旬、
食べる人の好みなど、

家庭科

特別活動 NDC590

食べもの・おみやげ
978-4-8113-2637-5

2

観光・名所
978-4-8113-2638-2

3

978-4-8113-2636-8

絵のかきかた

G AB 判上製 G ISBN978-4-8113-1234-7 G 各 48 ページ

バリエーションで、

地震はなぜ起きるの？

978-4-8113-2635-1

978-4-8113-2616-0

今 里衣［監修］ダンノマリコ［レシピ考案］

G AB 判上製 G ISBN978-4-8113-1237-8 G 各 32 ページ

紹介していきます。

ふゆ 雪の結晶・クリスマス・お正月ほか

小学校低学年〜高学年

まかせてね

978-4-8113-2614-6
978-4-8113-2615-3

ねんどのケーキ屋さん ショートケーキ、モンブランほか

クラブ活動 NDCC596

ズムと調査の最前線

なつ あさがお・七夕・花火ほか

小学校中学年〜高校生

小学校低学年〜中学生

家庭科

ねんどのパン屋さん メロンパン、クロワッサンほか

978-4-8113-2613-9

お祭り・伝統
978-4-8113-2639-9

全

3巻

国語

特別活動 NDC914

言葉がひろがる

寺西恵里子［作］

熊田松雄［編］高村忠範／多屋光孫／岩間みどり［絵］

G AB 判上製 G ISBN978-4-8113-1250-7 G 各 32 ページ

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
揃本体 4,800 円＋税／各本体 1,600 円＋税

家 族 の 靴 を そろえ

子どもたちが実作し

きかたの具体的なポ

る、朝カーテンを開

た川柳を、イラスト

イ ント を、風 景、人

ける、食卓で出たゴ

つきで 楽しく紹 介！

さまざまな視 点が必

物、静物のモチーフ

ミをかたづける、洗

子どもたちの詠む句

要。前半の理論編で

ごとに解説するシリー

濯ものをたたむ、傘

から伝わる、ユーモ

は、子どもでもわかり

ズ。女子美大の現役

をかわかす…やって

アや柔軟な心におど

やすく、献立を考えら

教師が監修しており、

いるかな？ 小学生

ろきます。それぞれ

れるようになる手順や

わかりやすい言葉で、

でもできるいろんな

の家庭での親子の掛

ポイントを解説します。

描 画 力、観 察 力 の

お手伝いをカタログ

け合いや、祖父母が

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。

朝食で元気に
978-4-8113-2640-5

アップの秘訣を紹介

昼食で楽しく

しています。生徒が

978-4-8113-2641-2

夕食でのんびり
978-4-8113-2642-9

教師に頼らず、レベ
ルアップを図れます。

1
2

風景をかこう
978-4-8113-2597-2

のように紹介。長期

人物をかこう

休みの宿題にもぴっ

978-4-8113-2598-9
3

静物をかこう
978-4-8113-2599-6

全

今日からやろう お手伝いはわたしの仕事
揃本体 6,900 円＋税／各本体 2,300 円＋税

後 半 は、子どもでも

3巻

石川めぐみ［監修］

G AB 判上製 G ISBN978-4-8113-1266-8 G 各 40 ページ

ねんど工作。なかで

はる さくら・新学期・ひなまつりほか

3巻

47 都道府県 かんたん英語でふるさと紹介

も今、大人気のミニ

1

全

英語 NDC830

小学校中学年〜中学生

3巻

小学校中学年〜中学生

全

小学校中学年〜高校生

食育 NDC751

幼児〜小学校中学年

図画工作

2020年度新刊

G A5 判製 G ISBN978-4-8113-1267-5 G 各 88 ページ
揃本体 7,200 円＋税／各本体 1,800 円＋税

揃本体 9,600 円＋税／各本体 2,400 円＋税

978-4-8113-2717-4

24

全

家庭科 NDC596

2020年度新刊

小学校中学年 〜 高校生

小学校中学年〜一般

特別活動

…………………………………

たりです。

1
2

すまい編
978-4-8113-2666-5

詠んだ句も魅力があ

食事編

り堪能できます。さ

978-4-8113-2667-2
3

身だしなみ編
978-4-8113-2668-9

あ、きみも作ってみ
よう！

1

冬なのに 家族はスマホ ねっちゅうしょう
978-4-8113-2610-8

2

いい天気 ぼくの頭は ノーテンキ
978-4-8113-2611-5

3

うちの犬 やさいだいすき ベジタリワン
978-4-8113-2612-2

25

見逃していませんか？

…………………………………

小学校中学年 〜 高校生

全

特別活動 NDC387

意味がわかるとゾッとする話
橘

好評既刊シリーズ

2020年度新刊

3巻

3 分後の恐怖

伊津姫［著］

きみを変える50の名言

校内放送でつかえる

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

四六判上製 ISBN978-4-8113-1214-9 NDC798
揃本体4,800円／各本体1,600円 各80ページ

全

佐久間 博／文

G 四六判並製 G ISBN978-4-8113-1269-9 G 各 152 ページ
揃本体 4,200 円＋税／各本体 1,400 円＋税

ながたみかこ／文

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。

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」読み物でありながら、
「謎解き」の一面をも持ち合わせています。

特別活動・国語

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。

むなさわぎ

●谷川俊太郎、フジコ・ヘミング ほか

❶授業編

978-4-8113-2650-4

978-4-8113-2652-8

●山中伸弥、さかなクン ほか

❸放課後、クラブ活動編

道徳 NDC369

全

3巻

体育

楽しく知ろうバリアフリー からだをたすける道具

キミも運動ができるようになる

（公財）鉄道弘済会 義肢装具サポートセンター［協力］
斎藤多加子［著］

近藤隆夫［著］前波卓也［協力］

揃本体 6,900 円＋税／各本体 2,300 円＋税

揃本体 7,500 円＋税／各本体 2,500 円＋税

最近の義足・義手・

全国の教育現場を取

G B5 判上製 G ISBN978-4-8113-1254-5 G 各 32 ページ

全

保健 NDC780

3巻

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

小学校中学年〜中学生

小学校中学年〜高学生

特別活動

知っておきたい 教科書に出てくる故事成語
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

全

全国漢文教育学会／編

3巻

3巻

多屋光孫／絵

おうまがとき

978-4-8113-2651-1

全



●イチロー、樹木希林 ほか

まえぶれ

❷給食、休み時間編

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

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・道徳

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。

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。

車いすは、機能がす

材するスポーツ

ごい、デザインもクー

ジャー ナリスト近 藤

ル！ 粘 土 絵 作 家・

隆夫が「どの子もコ

❶生きかたを考える言葉

ISBN978-4-8113-2582-8

斎藤多加子さんの

ツをつかめば上達す

❷学びを深める言葉

ISBN978-4-8113-2583-5

●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

ユーモアあふれる粘

る」をコンセプトに、

❸歴史から生まれた言葉

ISBN978-4-8113-2584-2

●笑うのだれじゃ   だじゃれあそび

土人形が、「からだを

連続写真でコツや失

たすける道具」を紹介

敗しがちな例、練習

するシリーズ。バリア
さん考え、おおらか

978-4-8113-2659-7

元 フィ ギ ア 代 表ト

あったらいいな、こんな義手

レーナーが基礎能力

978-4-8113-2660-3

に話し合うための題

が上がる体幹トレー

あったらいいな、こんな車いす

材にぴったりです。

ニングも紹介。

978-4-8113-2661-0

体育 NDC780

全

3巻

道徳

読書活動

徒競走、幅とび、垂直とびほか

1

978-4-8113-2695-5
2

なわとび、とび箱、鉄棒ほか

体育 NDC916

全

4巻

スポーツデザイン研究所［編著］

満薗文博、布施鋼治、矢内由美子、高樹ミナ［編著］

揃本体 7,500 円＋税／各本体 2,500 円＋税

揃本体 6,400 円＋税／各本体 1,600 円＋税

オリンピックなどの

オリンピクの舞台で、

各種競技において、

日本代表としてメダ

記録やパフォーマン

ルが期待される団体

スの向上を求めて発

競技を取り上げ、そ

展してきた様々な器

れぞれのプレーヤー

G A5 判上製 G ISBN978-4-8113-1218-7 G 各 152 ページ

具や用具、施設を中

がどのように飛躍し
て来たのか、その道

遷、最新情報など画

程を紹介する伝記読

像や図解で紹介。

み物。

A5判上製 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

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

●青札☆

●黄札☆

●緑札☆

●ピンク札・オレンジ札★

はじめての漢詩
全国漢文教育学会／編著

978-4-8113-2542-2

施設 陸上トラック・体育館・スイミングプールほか

卓球ジャパン女子 高樹ミナ／編著

978-4-8113-2622-1

978-4-8113-2543-9

2

器具 体操競技・バスケットゴール・コースロープほか

体操ニッポン男子 矢内由美子／編著

978-4-8113-2623-8

978-4-8113-2544-6

3

用具 シューズ・ボール・ラケットほか

日本女子レスリング 布施鋼治／編著

978-4-8113-2624-5

978-4-8113-2545-3

青木こずえ／編

全

3巻

つぼいひろき／絵

3巻
国語

● 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

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

長尾剛／文

国語・古典

全

5巻

若菜等＋Ki ／絵 国語・読書活動

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』。

「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

●竹取物語
❶自然のうた ❷旅のうた ❸生きかたのうた

全

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。

国語・特別活動

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

1

4巻

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。

声に出そう

男子陸上 400メートルリレー 満薗文博／編著

全

小宮孝之、近江利江／著 向山洋一／ 監修

978-4-8113-2697-9

未来に羽ばたくオリンピックアスリートたち

心に、その歴史や変

教科書に出てくる にたいみ・はんたい・なかまのことば

ボールを投げる・受ける・けるほか

オリンピックをささえるスポーツ・テクノロジー
G AB 判上製 G ISBN978-4-8113-1268-2 G 各 48 ページ

語呂合わせで、完全マスター!  五色百人一首

978-4-8113-2696-2
3

小学校中学年〜高校生

小学校中学年〜一般

社会

の方法などを解説。

あったらいいな、こんな義足

フリーについてたく

26

3巻

学校なぞなぞ

●枕草子

●徒然草

●平家物語

●おくのほそ道

27

点字 はじめの一歩

Welcome to
Japan!

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

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

黒崎惠津子／文

全

3巻

中学英語で話そう 日本の文化

朝倉めぐみ／絵 国語・総合

大門久美子／編著

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。

3巻

社会科見学！

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

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

小山弓弦葉／監修

英語・国際理解

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。

3巻

全

みんなの市役所
全

3巻

東京都三鷹市／協力 オフィス303／編 社会・特別活動

美術・国語

『鬼滅の刃』でも大注目
！  伝統的な「和」のもようにつ
いて学びましょう。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。

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。

●点字のれきし   ルイ・ブライユと石川倉次、そして今

ISBN978-4-8113-2447-0

❶はじめまして！日本へようこそ

ISBN978-4-8113-2413-5

❶植物・動物のもよう 桜・千鳥 ほか

ISBN978-4-8113-2464-7

● 1階

暮らしを守る仕事

ISBN978-4-8113-2424-1

●読む書く、きほんの「き」

ISBN978-4-8113-2448-7

❷日本の街を歩こう

ISBN978-4-8113-2414-2

❷風景・もののもよう 霞・矢絣 ほか

ISBN978-4-8113-2465-4

● 2階

健康と文化のための仕事

ISBN978-4-8113-2425-8

●点字とくらす

ISBN978-4-8113-2449-4

❸伝統文化でおもてなし

ISBN978-4-8113-2415-9

❸図形のもよう 市松・亀甲 ほか

ISBN978-4-8113-2466-1

● 3階 まちをつくる仕事

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

大門久美子／編

全

3巻

❶家・学校

ISBN978-4-8113-2159-2

❷まち・自然

ISBN978-4-8113-2160-8

❸日本のくらし

ISBN978-4-8113-2161-5

見たい！知りたい！世界の子どもたちのくらし
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

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。

●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
マット・ラマス／作・絵 おおつかのりこ／訳

●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

日本と世界のくらし
どこが同じ？どこがちがう？

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

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

● 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

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

国語・道徳・国際理解

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！

●わたしの島をさがして★

●お話の種をまいて★

●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★
●みんなとちがうきみだけど☆

3巻

3巻

日本貿易会／監修

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

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

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。

❶ヒロシマ ❷ナガサキ ❸オキナワ

3巻

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
城編集委員会／編

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。

❸未来に向かって

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

日高庸晴（宝塚大学看護学部教授）
／著 保健・体育

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

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

日本の戦争と動物たち

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

全

社会

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

これだけは
知っておきたい

3巻

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。

平和学習に役立つ 戦跡ガイド

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

ありのままの
セクシュアルマイノリティ きみがいい

全

上羽陽子、野林厚志、日高真吾／監修

総合学習・国際理解

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

B5判上製 ISBN978-4-8113-1113-5 NDC678
揃本体6,900円／各本体2,300円 各32ページ

※小学校国語教科書（東書４年）
で紹介 国語・社会・国際理解

●食
●衣
●住

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。

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

都甲幸治 訳  ほか

全

全

ISBN978-4-8113-2426-5

写真とデータでわかる 日本の貿易

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。

吉富志津代（名古屋外国語大学世界共生学部教授）
／監修

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

2巻

英語・特別活動

もっと知りたい！
話したい！

4巻

全

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。

ちがいは豊かさ 絵本で考える多文化共生
全

教科書に出てくる「くらしの中の和と洋」

伝統あそびで国際交流！英語でおりがみ・あやとり

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。

28

全

和の文化をうけつぐ 日本の伝統もよう

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。

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

これだけは
知っておきたい

教科書に出てくる日本の神社仏閣

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



全

2巻

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。

●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

●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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探して発見！
観察しよう

生き物たちの冬ごし図鑑

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

いま知っておきたい
未来のくらし

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

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

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

今泉忠明／監修

全

4巻

佐藤裕樹／著

星輝行、亀田龍吉／写真・文

●昆虫

●動物

｢単位｣の
学習に役立つ

●鳥

はかってみよう長さ・重さ・時間
全

3巻

新間竹彦／著

算数

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
❷ 1 円玉で重さをはかろう
❸かげで時間をはかろう

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。

3巻

※小学校国語教科書（学図６年）
で紹介

情報・総合学習

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

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
（学図６年）
で紹介

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。

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

●昆虫図鑑

ISBN978-4-8113-2196-7

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

●海の生きもの図鑑

ISBN978-4-8113-2197-4

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

まいて観察！たね図鑑

ストップ！ ゲーム依存

気をつけよう！情報モラル

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

全

おくやまひさし／写真・文

3巻

理科・生活科

朝顔やヒマワリを育てるとたくさんのたねがとれ、土
に植えると芽が出ます。では、
ジャガイモやチューリッ
プのたね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、たねの形や大きさ、運
ばれ方、発芽・成長のひみつに迫るシリーズです。

ISBN978-4-8113-2436-4

❶花・やさいのたね ヒマワリ・イネ ほか

ISBN978-4-8113-2531-6

ISBN978-4-8113-2437-1

❷野草のたね  タンポポ・レンゲソウ ほか

ISBN978-4-8113-2532-3

ISBN978-4-8113-2438-8

❸木・くだもののたね どんぐり・リンゴ ほか

ISBN978-4-8113-2533-0

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巻

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

B5判上製 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

理科をたのしく！ 光と音の実験工作

やさしくわかる 星とうちゅうのふしぎ

旬ってなに？ 季節の食べもの

和の文化を発見する 水とくらす日本のわざ

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

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

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

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

平野弘之、堀亨、森弘之 ／監修

全

3巻

❶ピンホールカメラ ほか  ～光の性質を学ぼう～
❸ソーラークッカー ほか  ～もっと深く知ろう～

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

柳田理科雄／著

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。

●春の空想科学
●冬の空想科学

●夏の空想科学

●秋の空想科学

3巻

本多京子／監

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。

❶月と地きゅう
❷太ようとわく星
❸星とせいざ

❷やまびこマイク ほか  ～音の性質を学ぼう～

全

渡辺勝巳／監修

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。
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全

エー
アイ

中島秀之／監修 松林弘治／著 角川アスキー総合研究所／編

理科・生活・総合学習

理科・生活

●植物

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

2巻

森上信夫、小林安雅／写真・文

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。

※小学校国語教科書
（光村３年・学図３年）
で紹介

全

はじめてのAI

4巻

理科・生活科

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。

中庭光彦／監修

全

3巻

社会・理科

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。

ISBN978-4-8113-2315-2

●生活―井戸・水道・堤防 など

ISBN978-4-8113-2586-6

ISBN978-4-8113-2316-9

●産業―和紙・染めもの・和食 など

ISBN978-4-8113-2587-3

●伝統―打ち水・風呂・ししおどし など

ISBN978-4-8113-2588-0

ISBN978-4-8113-2317-6

絵でめぐる

全

生命の博物館
いのち

A3変形判上製 ISBN978-4-8113-1171-5 NDC470･481
揃本体6,400円／各本体3,200円 各102ページ

全

2巻

●春

●夏

●秋

●冬

見つけておぼえる！さがし絵タウン

しらべよう！ 47都道府県の野菜・くだもの

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

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

全

3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

永井もりいち／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

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！

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。

特別活動・地理

野菜・くだもの探検隊／編著

全

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。

●道路標識

ISBN978-4-8113-2389-3

●アニマリウム   ようこそ、動物の博物館へ

ISBN978-4-8113-2285-8

●記号とマーク くらし・公共施設

ISBN978-4-8113-2390-9

●しらべよう！  47都道府県の野菜

ISBN978-4-8113-2439-5

●ボタニカム   ようこそ、植物の博物館へ

ISBN978-4-8113-2392-3

●記号とマーク トラベル・リゾート

ISBN978-4-8113-2391-6

●しらべよう！  47都道府県のくだもの

ISBN978-4-8113-2440-1
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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

いのちを救いたい

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

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

全

3巻

全

3巻

かんたん
15分！

材料3つで すいすいスイーツ

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

全

4巻

山岸朋央／著 認定NPO法人  DPI日本会議／協力 総合・福祉

東京消防庁、日本大学病院、東海大学医学部付属病院、

宮沢うらら／著

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。

千葉工業大学、フクダ電子／協力

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。

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。

福祉・特別活動

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

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

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。

●パラリンピック競技を体験！―ボッチャ、ゴールボール など

❶密着！救命救急センター 

ISBN978-4-8113-2561-3

●栄養満点！ 甘くないおやつ

ISBN978-4-8113-2324-4

❶まんぷくごはん

ISBN978-4-8113-2441-8

●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

❷災害・事故現場へ急げ！

ISBN978-4-8113-2562-0

●四季を楽しむ！ 行事スイーツ

ISBN978-4-8113-2325-1

❷しっかりおやつ

ISBN978-4-8113-2442-5

●パラリンピック選手を応援しよう―特別な器具にも注目

❸最先端！救命の技術と装備

ISBN978-4-8113-2563-7

●プレゼントにぴったり！  チョコスイーツ

ISBN978-4-8113-2326-8

❸ハッピー☆スイーツ

ISBN978-4-8113-2443-2

みんなを幸せにする 新しい福祉技術
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

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
❸食べる喜びを届けるソフト介護食

ISBN978-4-8113-2132-5
ISBN978-4-8113-2133-2

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

気持ちを伝える
おもてなし

寺西恵里子／作

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

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

全

4巻

どんどん！どんぐり工作
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

家庭科・特別活動

まるばやしさわこ／作

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！

全

3巻

生活・理科・図工

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。

●にぎっておいしい きほんのおにぎり

ISBN978-4-8113-2566-8

●気持ちをこめて おにぎりパーティー

ISBN978-4-8113-2567-5

●こま・やじろべえ・マラカス ほか

ISBN978-4-8113-2555-2

ISBN978-4-8113-2431-9

●はさんで楽しい きほんのサンドイッチ

ISBN978-4-8113-2568-2

●めいろ・トントンずもう ほか

ISBN978-4-8113-2556-9

ISBN978-4-8113-2432-6

●感謝を伝える サンドイッチパーティー

ISBN978-4-8113-2569-9

●アクセサリー・クリスマスリース ほか

ISBN978-4-8113-2557-6

ISBN978-4-8113-2430-2

もしものときの妖怪たいさくマニュアル

47都道府県！
！妖怪めぐり日本一周

5回で折れる 季節と行事のおりがみ

たのしい あやとり大図鑑

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

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

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

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

村上健司／著

全

山口まさよし／絵

3巻

全

伊藤まさあき／絵

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。

3巻

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
！

ISBN978-4-8113-2521-7

❶北海道・東北・関東

ISBN978-4-8113-2380-0

●山にあらわれる妖怪

ISBN978-4-8113-2522-4

❷中部・近畿編

ISBN978-4-8113-2381-7

●家や街にあらわれる妖怪たち

ISBN978-4-8113-2523-1

❸中国・四国・九州・沖縄

ISBN978-4-8113-2382-4

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

いしかわ☆まりこ／作

社会

●海や水辺にあらわれる妖怪

迷宮招待！異世界への入り口

32

救急救命24時

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

❶はる
❷なつ
❸あき
❹ふゆ

楽しい

バスレク アイデアガイド
神代洋一／編著

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。

特別活動・クラブ活動

第１期

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

第２期

全

3

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

巻

フィグインク／編

国語・読書活動

～さくら・ちょうちょ・おひなさま ほか～
～ひまわり・かぶとむし・ヨット ほか～
～どんぐり・ピアノ・お月見だんご ほか～
～サンタ・てぶくろ・おに ほか～

4巻

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

4巻

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
！

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！？

全

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。

●ひとりであやとり

ISBN978-4-8113-2241-4

●みんなであやとり

ISBN978-4-8113-2242-1

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

平田美咲／作

図工・美術・特別活動

3巻

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。

❶お菓子なお手紙
❷お菓子なステーショナリー
❸お菓子なおしゃれ雑貨
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愛蔵版 ジュニア空想科学読本
第１期・２期・３期・4期
柳田理科雄／著

藤嶋マル、きっか／絵

新海誠ライブラリー

理科・国語

第２期

全
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３期

3

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4期

巻

5巻

全
全

3巻

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

3

四六判上製 ISBN978-4-8113-1263-7 NDC400
揃本体4,500円／各本体1,500円 各216ページ

巻

国語・読書活動

● 小説  君の名は。

● 小説  言の葉の庭

● 小説  星を追う子ども

● 小説  秒速5センチメートル ● 小説  ほしのこえ

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

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
の楽しさを知ることのできるシリーズです。

●受取人、不在につき―

●砂に書いた名前

文豪ノ怪談 ジュニア・セレクション 第１期
第２期
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

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。

●謎解き物語  真夜中の電話

●こわい物語  十代最後の日

●泣ける物語  命のダイヤル

●学校の物語  保健室の午後

●自由の物語  洪水の前

●お出かけは［13日の金曜日］ ●長距離電話

東雅夫／編・註釈

赤川次郎／著

5巻

国語・読書活動

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。

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

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

●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

柳田国男／原作

中川学、近藤薫美子、北原明日香、

町田尚子ほか／絵

国語・社会

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登場。

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

●やまびと ●まよいが ●かっぱ ●ざしきわらし

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

●おしらさま ●おいぬさま ●ごんげさま ●でんでらの

●サマーウォーズ

ISBN978-4-8113-2410-4

●おおかみこどもの雨と雪

ISBN978-4-8113-2411-1

●バケモノの子

ISBN978-4-8113-2412-8

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

日下三蔵／編 456、旭ハジメ、谷川千佳、星野勝之／絵

灰谷健次郎／著

【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 ]
●ロボット篇 [ 幽霊ロボット／ヴォミーサ ]
●異次元篇 [ 次元を駈ける恋／潮の匂い ]
●未来篇 [ 人口九千九百億／緑の時代 ]

全

4巻

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。

国語・読書活動

ISBN978-4-8113-2546-0
ISBN978-4-8113-2547-7
ISBN978-4-8113-2548-4

❶ろくべえ   まってろよ

❷だれも知らない

ISBN978-4-8113-2549-1

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

平和へのとびら 中澤晶子ものがたり集

1964年東京オリンピック物語

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

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

全

4巻

中澤晶子／作 ささめやゆき、小林ゆき子／絵
国語・道徳

全

京極夏彦／文

4巻

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。

第１期

京極夏彦のえほん遠野物語 第１期
第２期

全

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！

細田守、岩井恭平／著

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！

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

3巻

国語・読書活動

赤川次郎 ミステリーの小箱

4巻

全

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！

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

全

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

赤川次郎 ホラーの迷宮
赤川次郎／著
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全

新海誠、あきさかあさひ、大場惑／著

「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？  『 進撃の巨人』の立体機動装置で本当に巨人と闘える！
？  
『名探偵コナン』の毛利蘭はどれだけ強い？  『ポケモン』のサトシは実はポケモンより強
い？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

細田守作品集

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

近藤隆夫／著

全

3巻

国語・社会

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。

●伝説のオリンピックランナー “ いだてん” 金栗四三

●さくらのカルテ★ ●ジグソーステーション☆

●オリンピックを呼んだ男 田畑政治

●あしたは晴れた空の下で★ ●3＋6の夏★

●柔道の父、体育の父

嘉納治五郎

ジャーナリスト後藤健二 ノンフィクション
シリーズ

むのたけじ 100歳のジャーナリストからきみへ

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

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

後藤健二／著

全

4巻

むのたけじ、菅聖子／著

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。
※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

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
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★…… 学習に役立つ本

はだしのゲン シリーズ

中沢啓治／著 平和学習・道徳

子どものための

子どものための

黒崎惠津子／著
福田行宏／イラスト
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。

レシピにたくした
料理人の夢

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

世界でいちばん貧しい大統領の本
くさばよしみ／編  中川学／絵

えほん ミニオンズ 第１期・２期
レナウド・コリン／絵   ステファン・ラパス／文

絵本

貧しさとは、
本当の幸せとはなにか？
伝説のスピーチを絵本化。



32ページ 本体1,600円

絵本

今、
大人気の黄色いヤツら、
ミニオンズが、
楽しいコミッ
ク絵本になりました。
ミニオンたちのコミカルなやり取り
は、
子どもも大人も楽しめる内容です。

NDC916

●世界でいちばん貧しい大統領のスピーチ
ISBN978-4-8113-2067-0

くさばよしみ／編  中川学／絵

72ページ 本体1,200円

NDC916

●世界でいちばん貧しい大統領からきみへ
ISBN978-4-8113-2248-3

とびだせ！はなくそ
Ｂ5判変型 ISBN978-4-8113-1238-5 NDC953
揃本体2,600円／各本体1,300円 各38ページ

第１期

全

第２期

全

2巻

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

2巻

A4判上製 ISBN978-4-8113-1258-3 NDC950
揃本体2,600円／各本体1,300円 各48ページ

幸せな生き方をさがす こころの
「え？」ほん
全

2巻

AB変型判上製 ISBN978-4-8113-1124-1 NDC150
揃本体6,400円／各本体1,600円 各66ページ

全

大野正人／作 中川学、ハラアツシ、赤澤英子、熊本奈津子／絵

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！
！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！

道徳・キャリア教育

●はなくそ だいピンチ！

ISBN978-4-8113-2593-4

●はなくそ ゆうかいじけん

ISBN978-4-8113-2594-1

冬のアスリートたち

※小学校教科書（東書６年）
で紹介

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？

中学年からのノンフィクション
全

6巻

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

満薗文博、師岡亮子、甲斐毅彦、林 直史、田中 充／著 国語・道徳
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。

36

4巻

マルジック＆モリソー／作・絵 ふしみみさを／訳 読書活動

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

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。

全

3巻

国語・読書活動

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。

●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

●スマイリー  目の見えないセラピー犬☆

●小平奈緒 栄光と友情 ●髙木菜那・美帆 ともに頂点へ

●山の子テンちゃん  空から落ちてきた小さないのち★

●高梨沙羅 さらなる飛躍 ●カーリング女子 チームと栄冠

●すてねこたちに未来を  小学4年生の保護ねこ活動★

ジョアン・ジョージ／著 中家多惠子／訳
佐和みずえ／著
菅聖子／著

手話事典

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。

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

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

第二次世界大戦下、ポーランド軍で家族のよ
うにすごしたクマ、
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

2006 年、国連総会で採択、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。

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…。
※小学校国語教科書（教育３年）
で紹介

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。
※小学校国語教科書（光村４年）
で紹介

ミランダ・ポール／文 ジェイソン・チン／絵
川井清考／訳 堤治／監修
AB判上製 32ページ 本体1 ,600円
ISBN978 -4 -8113 -2609 -2
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、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。

こどもしょくどう

足立紳／原作
ひろはたえりこ／文
四六判上製 144ページ 本体1 ,400円
ISBN978 -4 -8113 -2608 -5

車の中で寝泊まりし、行方不明の親を待ち続
ける姉妹……。苦しい状況の中にも光を見つ
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。

だれもしらない
図書館のひみつ
北川チハル／作 石井聖岳／絵
A5判上製 128ページ 本体1 ,400円
ISBN978 -4 -8113 -2633 -7
夜長森図書館は小学校の中にある、町のひと
も使える学校図書館です。やさしい司書のしお
りさんもしらない真夜中のひみつ。

憎しみを乗り越えて

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４年）
で紹介

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

障害者権利条約

赤ちゃんが 生まれるまで

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

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

ヴォイテク

とつきとおか

哲学のおやつ
10代からの考えるレッスン

詩画集

点字をつくったルイ・ブライユ

えほん

いのちを救った稲むらの火

仕事とお金

暗やみの中のきらめき

兵士になったクマ

読みもの

日本の子どもたちに贈るメッセージ。
人柄と哲学が伝わります。
四六判上製

◆ …… 絵本

楽 し い！ 役 立 つ！ 単 行 本
点字事典

AB判変型上製

● ……よみもの

表現の極意

たかくとびたて 女の子

ラケル・ディアス・レゲーラ／作・絵
星野由美／訳
A4変型判上製  42ページ  本体1 ,800円
ISBN978 -4 -8113 -2715 -0

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」
「ガイケンビジ
ン」があらわれ、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げれば、空たかくまでとんでいけるのだから。

星に語りて～Starry Sky～
山本おさむ／原作
広鰭恵利子／文
四六判上製   140ページ   本体1 ,400円
ISBN978 -4 -8113 -2632 -0

東日本大震災を題材にした映画のノベライズ
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。

義足と歩む

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。

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
四六判上製 188ページ 本体1 ,500円
ISBN978 -4 -8113 -2500 -2

資料館の誕生秘話や初代館長でもある長岡省
吾の知られざるエピソードを紹介。
※令和２年度厚生労働省「児童福祉文化賞」作品

およげ！ウィリー

ちびっこ精子のだいぼうけん
ニコラス・アラン／作 藤田千枝／訳
A4変型判上製  26ページ  本体1 ,800円
ISBN978 -4 -8113 -2720 -4
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、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、はじめての性教育にぴったりの絵本。

八月のひかり

中島信子／著
四六判上製 128ページ 本体1 ,400円
ISBN978 -4 -8113 -2606 -1
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。美貴には、夏休みに遊ぶような仲
良しの友達はいない。それには理由があって
……。

ぼくたちの
だんご山会議
おおぎやなぎちか／作 佐藤真紀子／絵
A5判上製 128ページ 本体1 ,500円
ISBN978 -4 -8113 -2713 -6
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！

十歳、ぼくは突然「敵」とよばれた

ルワンダに生きる日本人義肢装具士

日系アメリカ人の政治家ノーマン・ミネタ

松島恵利子／著
四六判上製 186ページ 本体1 ,500円
ISBN978 -4 -8113 -2596 -5

アンドレア・ウォーレン／著
もりうちすみこ／訳
四六判上製   248ページ   本体1 ,600円
ISBN978 -4 -8113 -2714 -3

手足を奪われた人たちの願いをかなえるため、
義足を配布する活動を続ける日本人義肢装具
士を紹介。

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。人種差別を考える上で欠かせない歴史の記録。

いのちのカプセルにのって

空飛ぶ微生物ハンター

佐藤真澄／著
四六判上製   214ページ   本体1 ,500円
ISBN978 -4 -8113 -2617 -7

岡田なおこ／著
サカイノビー／絵
A5判上製 124ページ 本体1 ,600円
ISBN978 -4 -8113 -2646 -7

生後8か月で被爆した主人公。
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……。平和を語り継ぐ女性の物語。

身体に障害があり支援学級に通っているあか
りは、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。

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……。

ヒロシマを語り継ぐ近藤紘子

佐久間  博／著
四六判上製 156ページ 本体1 ,600円
ISBN978 -4 -8113 -2625 -2
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《新刊注文書》2021年度 汐文社 公共・学校図書館カタログ
頁

セット名〔 新刊・新掲載 〕

TEL 03-6862-5200

巻数

揃本体

注文数

17

★愛蔵版  ジュニア空想科学読本  第５期（1280）

3

4,500

14

★赤川次郎  三毛猫ホームズの事件ノート
（1292）

5

8,000

14

★SFショートストーリー傑作セレクション  第二期（1287）

4

7,200

5

★学校で知っておきたい  知的財産権（1282）

3

7,500

4

★きみはどう考える？  人権ってなんだろう
（1291）

3

8,100

8

★きみを変える50の名言  ２期（1300）

3

5,400

13

★気持ちを届けよう！  世界にひとつの手作り手紙  （1294）

3

7,500

4

★今日からなくそう！  食品ロス〜わたしたちにできること〜（1275）

3

7,800

11

★気をつけよう！  自転車トラブル～最新のルール・罰則を知ろう～（1259）

3

7,500

2

★グラフや表から環境問題を考える  日本の固有種（1299）

3

8,100

6

★くらべてみよう！  学校のまわりの外国から来た植物（1288）

3

7,500

11

★決定版  バスレクセレクション（1302）

3

5,400

10

★校内放送でつかえる  学校なぞなぞパート2（1283）

3

4,800

12

★５回で折れる  かざれる！  あそべる！  おりがみ（1296）

4

9,600

3

★答えはひとつじゃない！  想像力スイッチ（1304）

3

7,500

9

★言葉のひきだし  伝わる表現を選ぼう
（1303）

3

5,400

15

★こんなにおもしろい日本の神話（1255）

3

4,800

13

★自分らしくコーディネート！  はじめてのファッション（1289）

3

7,800

9

★授業で役立つ  自習して楽しい  名探偵アルゴのプログラミング入門（1293）

3

8,400

7

★図解  未来を考える  みんなのエネルギー（1285）

3

8,100

5

★世界の家  世界のくらし〜 SDGsにつながる国際理解〜（1284）

3

7,500

7

★潜入！  天才科学者の実験室（1279）

4

10,000

10

★超ムズ！  学校まちがいさがし
（1278）

3

6,600

12

★手作りって楽しい！  はじめての手芸（1295）

4

10,400

6

★なぞにせまれ！  世界の恐竜（1246）

3

7,500

8

★日本の四季を話そう  春夏秋冬の写真英語ずかん（1281）

4

10,000

16

★はじめて読む  科学者の伝記（1260）

4

6,400

16

★ほんとうにあった！  ミステリースポット
（1301）

3

4,500

2

★虫かご・水そう・プランターなしでかんたん！  ペットボトルで育てよう
（1297）

3

7,500

15

★名作古典にでてくる  いきものの不思議なむかしばなし
（1286）

3

5,100

3

★ユニバーサルデザインでみんなが過ごしやすい町へ（1252）

3

8,100

頁
37
19
37
36
19
37
18
37
19
37
37
37
37
37
37
36
36
37
23
17

単行本
いのちのカプセルにのって
（2646）
★英語版  えほん障害者権利条約（2726）
えほん  障害者権利条約（2186）
絵本  はだしのゲン（0050）
★咲む（2791）
およげ！  ウィリー  ちびっこ精子のだいぼうけん（2720）
★気候危機！  子どもたちが地球を救う
（2751）
義足と歩む  ルワンダに生きる日本人義肢装具士（2596）
★希望、きこえる？  ルワンダのラジオに子どもの歌が流れた日（2745）
暗やみの中のきらめき 点字をつくったルイ・ブライユ（8975）
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）
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）
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）
★大注目！  写真とイラストでわかる  大正時代をのぞいてみよう（2817）

書店名
（番線印）

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

注文数

頁
37
37
19
37
37
37
37
18
37
37
37
37
37
37
18
18
37
18
19
19

単行本
たかく  とびたて  女の子（2715）
★だれもしらない図書館のひみつ（2633）
★太郎の窓（2750）
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）
とつき とおか  赤ちゃんが生まれるまで（2609）
★なまはげ（2821）
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）
ぼくたちのだんご山会議（2713）
星に語りて～ Starry Sky ～（2632）
★みんなだいじないのち  赤ちゃんはどうやってうまれるの？（2769）
★ラグリマが聞こえる  ギターよひびけ、ヒロシマの空に（2756）
レシピにたくした料理人の夢（2287）
★わたしがかわる みらいもかわる SDGsはじめのいっぽ（2722）
★ワタシゴト
（2727）
★わたしは大統領の奴隷だった（2816）

本体
1,800
1,400
1,500
2,000
1,400
1,500
1,600
1,800
1,500
1,400
1,500
1,500
1,500
1,400
1,600
1,500
1,400
1,800
1,400
1,600

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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FAX 03-6862-5202

★＝2021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

34 愛蔵版  ジュニア空想科学読本（1144）
34 愛蔵版  ジュニア空想科学読本  第２期（1188）
34 愛蔵版  ジュニア空想科学読本  第３期（1203）
34 愛蔵版  ジュニア空想科学読本  第４期（1263）
34 赤川次郎  ホラーの迷宮（1222）
34 赤川次郎  ミステリーの小箱（1187）
25 いつ？どこで？ビジュアル版  巨大地震のしくみ（1266）
32 いのちを救いたい  救急救命24時（1215）
26 意味がわかるとゾッとする話  ３分後の恐怖（1269）
28 Welcome to Japan!  中学英語で話そう  日本の文化（1178）
24 うつして切るだけ！  季節と行事のきりがみ（1240）
35 SFショートストーリー傑作セレクション（1205）
30 絵でめぐる  生命の博物館（1171）
36 えほん  ミニオンズ（1125）
36 えほん  ミニオンズ  第２期（1258）
26 オリンピックをささえる  スポーツ・テクノロジー（1268）
24 かんたん！  おいしい！  フォトジェニック・スイーツ（1265）
33 かんたん15分！  材料３つで  すいすいスイーツ（1156）
33 かんたん15分！  火も包丁も使わない魔法のレシピ（1175）
24 かんたんレベルアップ  絵のかきかた（1234）
26 キミも運動ができるようになる
（1248）
27 きみを変える50の名言（1219）
33 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）
21 教科書から広げる学習  伝統工芸のよさを伝えよう（1249）
27 教科書に出てくる  にたいみ・はんたい・なかまのことば（1183）
25 今日からやろう  お手伝いはわたしの仕事（1250）
34 京極夏彦のえほん遠野物語（1104）
34 京極夏彦のえほん遠野物語  第二期（1201）
32 キラキラ☆ハッピー  うらないブック
（1212）
31 気をつけよう！情報モラル  第１期（1020）
31 気をつけよう！情報モラル  第２期（1177）
20 気をつけよう！  ネット動画（1245）
27 決定版 語彙力アップ！  ことばあそび（1181）
27 校内放送でつかえる  学校なぞなぞ（1214）
27 声に出そう  はじめての漢詩（8299）
33 ５回で折れる季節と行事のおりがみ（1202）
25 言葉がひろがる  イラスト子ども川柳（1235）
29 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）
29 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）
27 語呂合わせで、完全マスター！  五色百人一首（1158）
30 探して発見！  観察しよう  生き物たちの冬ごし図鑑（1157）
32 参加しよう！  東京パラリンピックとバリアフリー（1208）
36 幸せな生き方をさがす  こころの「え？」ほん（1124）
27 知っておきたい  教科書に出てくる故事成語（1210）
35 ジャーナリスト後藤健二  ノンフィクションシリーズ（8395）
29 社会科見学！  みんなの市役所（1180）
29 写真とデータでわかる  日本の貿易（1113）
21 ジュニア版  おもしろびっくり！  ギネス世界記録（1257）
31 旬ってなに？  季節のたべもの（1221）
22 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）
23 女子も！男子も！  生理を知ろう
（1253）
22 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）
22 しらべてまとめる  まちとくらしのうつりかわり
（1270）
30 調べてみよう  名前のひみつ  生きもの編（1118）
31 しらべよう！  47都道府県の野菜・くだもの（1174）
23 詩をつくろう
（1262）
35 新海誠ライブラリー（1207）
31 ストップ！  ゲーム依存（1150）
23 スポーツ名場面で考える  白熱道徳教室（1239）
27 すらすらよめる日本の古典  原文付き
（1216）
25 世界の神々と四大神話（1267）
35 1964年東京オリンピック物語（1213）
33 たのしいあやとり大図鑑（1115）

巻数 揃本体 注文数 頁

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

4,500
4,500
4,500
4,500
6,000
7,500
7,500
7,500
4,200
6,600
9,600
6,400
6,400
7,500
2,600
7,500
9,600
9,600
7,200
7,500
7,500
5,400
8,800
8,400
6,000
6,900
6,000
6,000
6,400
6,600
7,200
7,500
4,800
4,800
6,000
9,600
4,800
7,000
7,600
6,400
9,200
6,900
6,400
6,600
5,400
6,900
6,900
8,100
9,200
8,100
7,200
8,400
8,100
6,400
7,200
6,600
9,000
6,900
7,500
9,000
7,200
4,500
6,400

富士見ビル１F

FAX 03-6862-5202

TEL 03-6862-5200

セット名

巻数 揃本体 注文数

33 楽しいバスレクアイデアガイド１（8367）
33 楽しいバスレクアイデアガイド２（1191）
26 楽しく知ろうバリアフリー  からだをたすける道具（1254）
33 食べたあとのお楽しみ！  かわいいパッケージクラフト（1224）
30 「単位」の学習に役立つ  はかってみよう  長さ・重さ・時間（1173）
28 ちがいは豊かさ  絵本で考える多文化共生（1229）
20 地球が危ない！  プラスチックごみ（1244）
23 中学年から楽しめる数学への扉  算数卒業旅行（1242）
36 中学年からのノンフィクション  動物だいすき！
（1228）
28 点字  はじめの一歩（1186）
28 伝統あそびで国際交流！  英語でおりがみ・あやとり（1209）
28 同級生は外国人！？  多文化共生を考えよう
（1179）
22 どうなってるの？  税金の使われ方（1261）
36 とびだせ！  はなくそ（1238）
33 どんどん！  どんぐり工作（1225）
29 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）
29 日本の戦争と動物たち
（1185）
24 ねんどでつくる！  小さなたべもの屋さん（1241）
35 灰谷健次郎童話セレクション
（1152）
31 はじめてのＡＩ  いま知っておきたい未来のくらし（1189）
34 はじめてのミステリー  名探偵登場！（1153）
31 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）
36 はだしのゲン  コミック版（0400）
36 はだしのゲン  愛蔵版（0408）
21 発見！  日本一周妖怪めいろ
（1236）
36 冬のアスリートたち
（1206）
34 文豪ノ怪談  ジュニア・セレクション
（1134）
34 文豪ノ怪談  ジュニア・セレクション  第二期（1204）
29 平和学習に役立つ戦跡ガイド
（1064）
35 平和へのとびら  中澤晶子ものがたり集（1226）
35 細田守作品集（1168）
30 まいて観察！  たね図鑑（1223）
24 まかせてね  今日の献立（1237）
22 身近な生き物  淡水魚・淡水生物（1247）
28 見たい！  知りたい！  世界の子どもたちのくらし（1227）
31 見つけておぼえる！  さがし絵タウン
（1170）
26 未来に羽ばたくオリンピックアスリートたち（1218）
21 みんなでもりあがる！  学校クイズバトル（1251）
32 みんなを幸せにする  新しい福祉技術（1075）
35 むのたけじ100歳のジャーナリストからきみへ（1097）
32 迷宮招待！  異世界への入り口（1112）
32 もしものときの妖怪たいさくマニュアル（1217）
21 もっと知りたい  さくらの世界（1256）
28 もっと知りたい！  話したい！セクシュアルマイノリティ（1107）
30 やさしくわかる  星とうちゅうのふしぎ
（1151）
30 柳田理科雄の１日１科学（1119）
32 夢活！  なりたい！  アニメの仕事（1182）
28 ようこそ日本へ！  写真英語ずかん（1139）
25 47都道府県  かんたん英語でふるさと紹介（1243）
32 47都道府県！
！  妖怪めぐり日本一周（1165）
30 理科をたのしく！  光と音の実験工作（1196）
29 和の文化をうけつぐ  日本の伝統もよう
（1190）
31 和の文化を発見する  水とくらす日本のわざ（1220）
書店名
（番線印）

3 4,800
3 4,800
3 6,900
3 7,200
3 7,200
4 7,000
3 7,800
3 7,500
3 4,600
3 8,400
2 7,000
3 7,500
3 7,500
2 2,600
3 7,500
3 7,200
3 7,800
3 7,500
4 6,400
3 7,800
4 6,400
3 6,900
10 6,800
10 12,000
3 6,000
6 9,600
5 8,000
3 5,400
3 7,500
4 5,700
3 5,400
3 7,800
3 7,200
3 7,200
2 4,800
3 5,400
4 6,400
4 6,400
3 7,200
5 7,500
5 6,500
3 4,800
3 8,400
3 7,200
3 6,900
4 9,600
3 7,500
3 7,500
3 7,500
3 6,900
3 7,500
3 8,100
3 8,400

学校名・図書館名

50音順に掲載
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