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動物目線で歴史を観たら、驚きと新発見の連続です！

P.16〜17
P.18〜19
P.20〜23
P.24〜27
絵
本

P.28
P.29〜31

理科の書籍

表

総合・社会の書籍

ちしきのもり

ち しきのもり
絵本
理 科の書籍
図 書館担当先生の書籍
食 育の書籍
健 康教育・特別支援教育の書籍



写真絵本

校図書館向け書籍セット

人と動物の日本史図鑑

紙

当カタログ24ページに掲載しておりますので、
ぜひご覧ください

小宮 輝之 著

①旧石器時代から弥生時代
ISBN978-4-87981-743-3

は公益社団法人全国学校図書館協議会、 は日本子どもの本研究会の選定図書であることを示します。

株式会社少年写真新聞社
読者サポート東京本部

〒102-8232 東京都千代田区九段南4-7-16 市ヶ谷KTビルⅠ
TEL 03-5215-1250
FAX 03-3263-9400

読者サポート大阪本部

〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜2-3-6
TEL 06-6228-1910
FAX 06-6228-1911

読者サポート九州本部

〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-1-28
TEL 092-451-6535
FAX 092-412-1493

定価2,750円（本体2,500円）

③江戸時代
ISBN978-4-87981-745-7

定価2,750円（本体2,500円）

④明治時代から昭和時代前期
ISBN978-4-87981-746-4

定価2,750円（本体2,500円）

⑤昭和時代後期から令和時代
ISBN978-4-87981-747-1

定価2,750円（本体2,500円）

ISBN978-4-87981-748-8

健康教育・特別支援教育の書籍

https://www.schoolpress.co.jp/

②古墳時代から安土桃山時代
ISBN978-4-87981-744-0

食育の書籍

ご注文はカタログ裏面の注文書にて、お取引の書店様にお申し込みください。

定価2,750円（本体2,500円）

日本史の時代ごとの生活や文化、政治や経済の特色を、
動物を通して観ることで、歴史の大きな流れに気づき、
自分にとっての新発見ができ、歴史が身近に感じられま
す。例えば人とイヌは、縄文時代は狩りの友、弥生時代
は食料、奈良時代は番犬、江戸時代はお犬様、明治時
代は富国強兵で軍用犬、戦後の豊かな時代は犬でアニ
マルセラピーと、波乱万丈の歴史です。縄文と令和で犬
がどう違うのか、想像するだけでも歴史に興味が湧いて
きます。

図書館担当先生の書籍

表紙は『学校図書館を彩る 切り絵かざり２』
（CHIKU著）
より引用

カタログ内の

学校図書館向け書籍セット

新刊
セット

小学校高学年以上
NDC210
AB 判／各巻48 ページ／図書館堅牢本
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総合・社会の書籍

地球の危機をさけぶ生きものたち
総合・社会の書籍

世界の国々の困難な状況を変えるために

地球の異変を子どもたちに伝えるシリーズ
テレビにも出演する、写真家で生物ジャーナリストの藤原幸一による長年の取材写真をふんだんに盛り込んだ、地球の危機に
迫るシリーズ！ 海に漂うプラスチックごみやいきすぎた森林伐採、地球温暖化など、人間が原因をつくった環境破壊により、そ
れぞれの場所で動物たちが住む場所を奪われています。これらの事象を「地球の異変」として取り上げています。

[ 全3巻 ] 揃定価8,250円（本体7,500円）

ISBN978-4-87981-716-7
小学校高学年以上
NDC916
Ｂ５判変型／各巻40 ページ／図書館堅牢本

ISBN978-4-87981-627-6
小学校高学年以上
NDC468
AB 判／各巻48 ページ／上製本

石井 光太 写真・文

藤原 幸一 写真・文

①格差

ISBN978-4-87981-712-9

②生命

ISBN978-4-87981-713-6

定価2,420円（本体2,200円）

ISBN978-4-87981-625-2

定価2,420円（本体2,200円）

ISBN978-4-87981-626-9

②森が泣いている

定価2,750円（本体2,500円）
定価2,750円（本体2,500円）

③砂漠が泣いている

定価2,750円（本体2,500円）

本

本

④マイノリティ

ISBN978-4-87981-715-0

ISBN978-4-87981-624-5

絵

絵

③平和

ISBN978-4-87981-714-3

①海が泣いている

定価2,420円（本体2,200円）

ちしきのもり

ちしきのもり

[ 全4巻 ] 揃定価9,680円（本体8,800円）

写真絵本

写真絵本

作家・石井光太のこれまでの取材写真を中心に構成した写真絵本シリーズ。貧困と格差、命の不平等、平和と争い、マイノリティ
への差別 。今、世界には困難な問題があふれています。どんな世の中にしたいのか？ 世界をよりよくするための目標や行動を考
えるきっかけになります。また巻末では、写真絵本で取り上げたテーマを解説していますので、SDGｓへの理解につながります。

定価2,420円（本体2,200円）

総合・社会の書籍

ネットで見たけどこれってホント？

理科の書籍

理科の書籍

ごみはどこへいく？ ごみゼロ大事典

総合・社会の書籍

家庭や社会（産業）でどんなごみが出て、どこへいくのか？ どうしたらごみをゼロにできるのか？ 日本と世界のごみ対策や昔の
知恵、SDGｓを含めた新しい動きなどを紹介 。ごみゼロの循環型社会の実現に取り組むごみ問題のプロが書いたごみ教育の
大事典です。

ネット情報への疑問が、情報を見分ける力を育てます！
インターネットには、役立つ情報もいい加減な情報もいっしょになって流れています。このようなネット社会に生きる子どもたち
に必要なのは、情報を見分ける力です。ネット上にあふれる「健康」
「食」
「生活」についての情報を科学的に検証し、
「これって
ホント？」と疑問を持って考えることで、情報を見分ける力、
“メディアリテラシー”を養います。

[ 全3巻 ] 揃定価6,600円（本体6,000円）

ISBN978-4-87981-720-4
小学校中学年以上
NDC518
AB 判／各巻48 ページ／図書館堅牢本

ISBN978-4-87981-580-4
小学校中学年以上
NDC374
AB 判／各巻64 ページ／上製本

丸谷 一耕・古木 二郎・滝沢 秀一・
山村 桃子・上田 祐未 共著

北折 一 著

②社会のごみ

ISBN978-4-87981-718-1

③未来のごみ

ISBN978-4-87981-719-8

①健康のメディアリテラシー

ISBN978-4-87981-577-4
定価2,750円（本体2,500円）

②食のメディアリテラシー

ISBN978-4-87981-578-1
定価2,750円（本体2,500円）
定価2,750円（本体2,500円）

定価2,200円（本体2,000円）
健康教育・特別支援教育の書籍

健康教育・特別支援教育の書籍

ISBN978-4-87981-717-4

食育の書籍

食育の書籍

[ 全3巻 ] 揃定価8,250円（本体7,500円）

①家庭のごみ

図書館担当先生の書籍

図書館担当先生の書籍

「ごみゼロ社会」実現のポイントを 3巻にまとめた大事典
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学校図書館向け書籍セット

学校図書館向け書籍セット

地球村の子どもたち 途上国から見たＳＤＧｓ

定価2,200円（本体2,000円）

令和2年度 光村図書・小学5年生 国語の教科書に掲載

③生活のメディアリテラシー

ISBN978-4-87981-579-8

定価2,200円（本体2,000円）

5



健康教育の書籍

[ 全3巻 ] 揃定価5,940円（本体5,400円）
もっと大切にしよう
！自

分のこころ

健康教育の書籍

自分の体に興味をもつ、きっかけづくりができる絵本シリーズ
心臓はなぜ動き、体の中でどういう働きをするのか（ドキドキかんじるしんぞう）、排便のしくみの不思議と「スルリン」と出る
ウンチの大切さ（スルスルスルリン ウンチをだすぞ）、大きくなるために必要なポイントと、成長ホルモンの働き（ぐんぐん
せがのびるひみつ）を解説します。

写真絵本

写真絵本

子どもの “こころ” に寄り添う新シリーズ創刊

学校図書館向け書籍セット

学校図書館向け書籍セット

からだはすごいよ！

こころってふしぎ！

[ 全3巻 ] 揃定価5,940円（本体5,400円）
ちしきのもり

ちしきのもり

ISBN978-4-87981-456-2
小学校低学年以上
NDC491
B5横判／各巻32 ページ／上製本

ドキドキかんじるしんぞう
木村 倫子 絵／弓倉 整 監修
ISBN978-4-87981-445-6

定価1,980円（本体1,800円）

スルスルスルリン ウンチをだすぞ
すみもと ななみ 絵／岡田 和子 監修
ISBN978-4-87981-446-3

本

本

詳細は29ページをご参照ください。

ぐんぐん せがのびるひみつ

絵

絵

関連書籍も好評発売中
『まいにちイキイキ ねむりのふしぎ』
『ぬくぬく げんき ぼくの たいおん』

定価1,980円（本体1,800円）

大久保 友博 絵／児玉 浩子 監修
ISBN978-4-87981-447-0

定価1,980円（本体1,800円）

※セットには含まれておりません

理科の書籍

理科の書籍

からだはすごいよ！3
健康教育の書籍

ムカムカ！
“いかり”は あばれんぼう
ささき みお 絵／松丸 未来 監修
定価1,980円（本体1,800円）

ちくっ ふわっ ことばのまほう
まつもと なおみ 絵／岡本 泰弘 監修
ISBN978-4-87981-722-8

[ 全3巻 ] 揃定価5,940円（本体5,400円）
ISBN978-4-87981-619-1
小学校低学年以上
NDC491
B5横判／各巻32 ページ／上製本

さらさらもじゃもじゃ かみのけのなぞ

定価1,980円（本体1,800円）

まえだ みちこ 絵／植木 理恵 監修

ISBN978-4-87981-723-5

定価1,980円（本体1,800円）

ISBN978-4-87981-616-0

カミカミ もぐもぐ げんきな は
高宮 麻紀 絵／丸山 進一郎 監修

ISBN978-4-87981-724-2
小学校低学年以上
NDC141
Ｂ５横判／各巻32 ページ／上製本

ISBN978-4-87981-617-7

関連書籍も好評発売中
『まいにちイキイキ ねむりのふしぎ』
『ぬくぬく げんき ぼくの たいおん』

詳細は29ページをご参照ください。
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定価1,980円（本体1,800円）
健康教育・特別支援教育の書籍

健康教育・特別支援教育の書籍

わくわく！
たのしい まいにちの つくりかた
すみもと ななみ 絵／田中 輝美 監修

食育の書籍

食育の書籍

ISBN978-4-87981-721-1

「自分をもっと好きになってほしい」という思いから生まれ
た、
“自分のこころ”とのつきあい方を学ぶ絵本シリーズ。
子どもたちは、日々様々な新しい経験をします。ときには友
だちや家族とぶつかり、悩んだり、自分の気持ちを持て余
したりすることもあるでしょう。しかしそれらはすべて成長
のために必要な経験であり、大切な「こころの動き」であ
ることを、このシリーズを通して学んでほしいです。

体毛が持つ役割と大切さ
（さらさらもじゃもじゃ かみのけのなぞ）、
丈夫な歯がなぜ必要なのか（カミカミ もぐもぐ げんきな は）、
筋肉の本当の役割（ムキムキだけじゃない ぼくのきんにく）を解説します。

図書館担当先生の書籍

図書館担当先生の書籍

一番身近な不思議、自分の体についての絵本シリーズ第３弾！

定価1,980円（本体1,800円）

ムキムキだけじゃない ぼくのきんにく
ミヤ ジュンコ 絵／岩間 徹 監修
ISBN978-4-87981-618-4

定価1,980円（本体1,800円）

※セットには含まれておりません
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健康教育の書籍

博物館のプロのスゴ技で自然を調べよう
理科の書籍

思春期の子どもたちが「性」を楽しく学べます

自然を調べるプロのスゴ技を子どもたちに大公開！
自然史系博物館の学芸員である著者たちが、実際に使う自然調べのためのプロのスゴ技（技術や道具）を子どもたちに大公
開！スゴ技道具は、100円ショップなどで手に入るものです。生きものや鉱物、化石などの発見や採集の仕方から、標本を作り、
研究をまとめて発表するまでのスゴ技を、写真を添えてていねいに解説します。

[ 全4巻 ] 揃定価7,920円（本体7,200円）

[ 全4巻 ] 揃定価8,800円（本体8,000円）
ISBN978-4-87981-681-8
小学校中学年～中学生
NDC460
AB 判／各巻48 ページ／図書館堅牢本

赤ちゃんはどこからくるの？
ISBN978-4-87981-372-5

小川 誠・奥山 清市・矢野 真志 共著

定価1,980円（本体1,800円）

①発見と採集

大切なからだ・こころ

村瀬 幸浩 監修

ISBN978-4-87981-373-2

ISBN978-4-87981-677-1

②観察と調査

定価1,980円（本体1,800円）

ISBN978-4-87981-678-8

女の子が大人になるとき

※セットには含まれておりません

岩室 紳也 監修

ISBN978-4-87981-375-6

ISBN978-4-87981-680-1

定価2,200円（本体2,000円）
定価2,200円（本体2,000円）

定価1,980円（本体1,800円）

坂本廣子のつくろう
！ 食べよう！ 行事食

理科の書籍

理科の書籍

図書館担当先生の書籍

食育の書籍

学校図書館とはどんなところか、本を扱う時の注意事項はなにか、図書館の本はどのように並んでいるのか、といった最も基
本的な情報を学校図書館初心者の子どもたちにわかりやすく説明する絵本のシリーズ。オリエンテーションや子どもたちへの
読み聞かせにおすすめです。

2013年に「和食」がユネスコの無形文化遺産に登録されました。本セットでは、和食の食文化にも密接にかかわっている年中行事
（正月から大みそかまで）について、今伝えたい行事食レシピをすべて掲載しています。レシピはつくり方の手順を写真で掲載し、目
安時間も一目瞭然 。美しい写真やかわいいイラストが満載なので、行事食をつくりながら伝統行事や文化について楽しく学べます。

[ 全3巻 ] 揃定価7,260円（本体6,600円）

ISBN978-4-87981-670-2
小学校低学年以上
NDC017
A4判／各巻32 ページ／上製本

ISBN978-4-87981-482-1
小学校中学年以上
NDC596
AB 判／各巻48 ページ／上製本

横山 寿美代 監修／青山 ゆういち 絵
ISBN978-4-87981-667-2

定価2,200円（本体2,000円）

横山 寿美代 監修／ささき みお 絵
ISBN978-4-87981-668-9

定価2,200円（本体2,000円）

③としょかん町のバス

坂本 廣子 著／奥村 彪生 監修

①正月から桃の節句

ISBN978-4-87981-479-1

②花見からお盆

ISBN978-4-87981-480-7

定価2,420円（本体2,200円）
健康教育・特別支援教育の書籍

健康教育・特別支援教育の書籍

②本の声を聞きました

食育の書籍

食育の書籍

[ 全3巻 ] 揃定価6,600円（本体6,000円）

①みんな まってるよ！

関連書籍も好評発売中
『④学校図書館 ここはいつでもぼくの場所』

子どもに伝える！ 未来に伝える！ 行事食

図書館担当先生の書籍

図書館担当先生の書籍

学校図書館の紹介、本の扱い方、NDCを絵本で伝えるセット
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④展示と発表

男の子が大人になるとき

いこうよ がっこうとしょかん

詳細は18ページをご参照ください。

③標本と工作

ISBN978-4-87981-679-5

定価1,980円（本体1,800円）

定価2,200円（本体2,000円）

本

本

関連書籍も好評発売中
『セクシュアルマイノリティってなに？』

ISBN978-4-87981-374-9

定価2,200円（本体2,000円）

絵

絵

早乙女 智子 監修

ちしきのもり

ちしきのもり

ISBN978-4-87981-379-4
小学校中学年以上
NDC491
B5横判／各巻40 ページ／上製本

平原 史樹 監修

写真絵本

写真絵本

思春期の入り口や、まっただ中にいる子どもたちのために作った性教育の絵本 。どの家庭でも、また学校でも、性教育は常に課題
のテーマです。子どもたちに言葉で面と向かって説明しづらいことも、このセットでなら優しいタッチのイラストとストーリーで伝えら
れます。

詳細は30ページをご参照ください。

学校図書館向け書籍セット

学校図書館向け書籍セット

もっと自分を好きになる ドキドキワクワク 性教育

定価2,420円（本体2,200円）

③月見から大みそか

ISBN978-4-87981-481-4

定価2,420円（本体2,200円）

横山 寿美代 監修／イクタケ マコト 絵
ISBN978-4-87981-669-6

定価2,200円（本体2,000円）

※セットには含まれておりません
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在庫
少

食育の書籍

きみもなれる！ 家事の達人
[ 全4巻 ] 揃定価12,320円（本体11,200円）

技術家庭の書籍

心と体の栄養になる食育絵本

1 せんたく
2 そうじ 在庫
少
3 すいじ
4 かいもの

ISBN978-4-87981-540-8
ISBN978-4-87981-541-5
ISBN978-4-87981-542-2
ISBN978-4-87981-543-9

こども食育ずかん

まいにちつかう はしってすごい！
定価1,980円（本体1,800円）

[ 全4巻 ] 揃定価10,120円（本体9,200円）

食育の書籍

ISBN978-4-87981-341-1
小学校中学年以上
NDC374
Ｂ5判／各巻48 ページ／上製本

げんきいっぱい あさごはんのじゅつ
のびこ 絵／香川 靖雄 監修
ISBN978-4-87981-582-8

定価1,980円（本体1,800円）

ISBN978-4-87981-583-5

定価1,980円（本体1,800円）

朝ごはんは元気のもと
栄養バランスとダイエット
もったいない！感謝して食べよう
地産地消と自給率って何だろう？

ISBN978-4-87981-338-1
ISBN978-4-87981-339-8
ISBN978-4-87981-340-4

第２弾のテーマは「咀嚼」
「食事マナー」
「姿をかえる食べ物の大豆」。かみかみセブンと名乗る七福神と出会ってよくかんで食べ
ることの大切さを学んだり、動物の子どもたちと一緒に食事マナーを学んだり、姿をかえる大豆一族の集まりに参加してみたり。
読むうちに、子どもたち自身が食の大切さに気づきます。

[ 全3巻 ] 揃定価5,940円（本体5,400円）

しちふくじんの
かみかみレストラン

日本咀嚼学会推薦

すがの やすのり 絵／柳沢 幸江 監修
定価1,980円（本体1,800円）

ISBN978-4-87981-686-3

定価1,980円（本体1,800円）

だいずさんちは だいかぞく
まつくらくみこ 絵／国分 牧衛 監修
ISBN978-4-87981-687-0

定価1,980円（本体1,800円）

メリハリ生活
すくすく育つ
むし歯バイバイ
かぜなんかひかないよ

在庫
少

各巻定価2,530円（本体2,300円）

ISBN978-4-87981-285-8
ISBN978-4-87981-286-5
ISBN978-4-87981-287-2
ISBN978-4-87981-288-9

こども健康ずかん Vol.2
[ 全4巻 ] 揃定価10,120円（本体9,200円）

健康教育の書籍

ISBN978-4-87981-336-7
小学校中学年以上
NDC374
Ｂ5判／各巻48 ページ／上製本

大津 一義 監修

せいけつ大好き！ 在庫
少
気をつけよう！けが・事故・災害
かがやけ！いのち
夢をかなえる元気な心

健康教育・特別支援教育の書籍

健康教育・特別支援教育の書籍

ようこそ！もりの マナーがっこうへ
くるまざき のりこ 絵／流田 直 監修

大津 一義 監修

食育の書籍

食育の書籍

ISBN978-4-87981-688-7
小学校低学年以上
NDC596
B5横判／各巻32 ページ／上製本

ISBN978-4-87981-289-6
小学校中学年以上
NDC374
Ｂ5判／各巻48 ページ／上製本

図書館担当先生の書籍

図書館担当先生の書籍

食べることが大好きな子どもを育てる食育絵本の第2弾！

理科の書籍

理科の書籍

[ 全4巻 ] 揃定価10,120円（本体9,200円）

健康教育の書籍

食育の書籍
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ISBN978-4-87981-337-4

こども健康ずかん Vol.1

たべるってたのしい！２

ISBN978-4-87981-685-6

各巻定価2,530円（本体2,300円）

本

本

櫻井 敦子 絵／堤 ちはる 監修

山本 茂 監修

絵

絵

すききらいなんて だいきらい

ちしきのもり

ちしきのもり

ISBN978-4-87981-584-2
小学校低学年以上
NDC596
B5横判／各巻32 ページ／上製本

柴山 ヒデアキ 絵／谷田貝 公昭 監修

各巻定価3,080円（本体2,800円）

写真絵本

写真絵本

[ 全3巻 ] 揃定価5,940円（本体5,400円）

ISBN978-4-87981-581-1

ISBN978-4-87981-544-6
小学校高学年以上
NDC590
AB 判／各巻40 ページ／上製本

阿部 絢子 監修／こどもくらぶ 編

食べることが大好きな子どもを育てる食育絵本シリーズ。それぞれのテーマを専門家の先生に監修していただき制作した絵本です。第１弾
のテーマは
「はし」
「朝ごはん」
「すききらい」
。
「はしお」
と
「はしこ」
と一緒にはしの使い方を学んだり、忍者と一緒に秘伝の朝ごはんづくりの旅
へでかけたり、苦手な食べ物がひとくち食べられるようになるかも！
？楽しみながら読みすすめるうちに、自然に食べることの基本が学べます。

学校図書館向け書籍セット

学校図書館向け書籍セット

たべるってたのしい！

各巻定価2,530円（本体2,300円）

ISBN978-4-87981-332-9
ISBN978-4-87981-333-6
ISBN978-4-87981-334-3
ISBN978-4-87981-335-0
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新しい歯のみがき方
ISBN978-4-87981-458-6
小学校低学年～高学年／及び指導用
NDC497
Ｂ5判／各巻40 ページ／上製本
各巻定価1,980円（本体1,800円）

丸森 英史 著
ISBN978-4-87981-438-8
ISBN978-4-87981-457-9

安藤 元一 監修／熊谷 さとし 文・絵

ISBN978-4-87981-442-5

ISBN978-4-87981-441-8
ISBN978-4-87981-443-2

各巻定価2,750円（本体2,500円）

ISBN978-4-87981-413-5
ISBN978-4-87981-414-2

渡邉 正樹 監修

ISBN978-4-87981-650-4

佐田山 彩紀 著

ISBN978-4-87981-651-1

一寸木 肇 著

ISBN978-4-87981-652-8

森 圭子 著

ISBN978-4-87981-653-5

各巻定価2,640円（本体2,400円）

矢ケ﨑 典隆 監修／スタジオハレ 絵

ISBN978-4-87981-367-1

小沢 詠美子 監修／スタジオハレ 絵

ISBN978-4-87981-368-8

どこがあぶないのかな？
[ 全5巻 ] 揃定価9,900円（本体9,000円）
ISBN978-4-87981-539-2
小学校低学年～中学年
NDC374
B5判／各巻44 ページ／上製本
各巻定価1,980円（本体1,800円）

②家
④ぼうさい

ISBN978-4-87981-535-4
ISBN978-4-87981-537-8

ISBN978-4-87981-538-5

絵 本
渡邉 正樹 監修

⑥自転車
⑦水べ
⑧野山

ISBN978-4-87981-366-4

どこがあぶないのかな？ 2
[ 全3巻 ] 揃定価5,940円（本体5,400円）
ISBN978-4-87981-615-3
小学校低学年～中学年
NDC374
B5判／各巻44 ページ／上製本
各巻定価1,980円（本体1,800円）

健康教育・特別支援教育の書籍

健康教育・特別支援教育の書籍

結城 千代子・田中 幸 共著

ISBN978-4-87981-536-1

関根 秀樹 監修／スタジオハレ 絵

食育の書籍

食育の書籍

ISBN978-4-87981-654-2
小学校中学年以上
NDC407
AＢ判／各巻48 ページ／上製本

ISBN978-4-87981-534-7

危険予測シリーズ

[ 全4巻 ] 揃定価10,560円（本体9,600円）

理科の書籍
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絵 本

①学校
③まち
⑤ぼうはん

ISBN978-4-87981-412-8

科学のタネを育てよう
1 蛇口に見える シッポのなぞ
2 色が変わる蒸しパンのふしぎ
3 シロツメクサの花のふしぎ
4 校庭の土と畑の土はどうちがう

危険予測シリーズ

各巻定価2,200円（本体2,000円）

図書館担当先生の書籍

図書館担当先生の書籍

①地球儀について調べよう！
②めざせ！地球儀の達人
③地球儀を自作しよう！

1 サバイバル！無人島で大冒険
2ディスカバー！世界の国ぐにで大冒険
3タイムスリップ！江戸の町で大冒険

[ 全3巻 ] 揃定価8,250円（本体7,500円）

佐藤 正志 監修／稲葉 茂勝 著／こどもくらぶ 編

ISBN978-4-87981-377-0
小学校高学年以上
NDC300
Ｂ5判／各巻72 ページ／上製本

理科の書籍

理科の書籍

発見・体験！ 地球儀の魅力
ISBN978-4-87981-415-9
小学校高学年以上
NDC290
AB 判／各巻40 ページ／上製本

[ 全3巻 ] 揃定価6,600円（本体6,000円）

総合・社会の書籍

各巻定価3,300円（本体3,000円）

ISBN978-4-87981-444-9

総合・社会の書籍

ISBN978-4-87981-410-4

本

本

②乾燥帯
④冷帯・高山気候

ISBN978-4-87981-440-1

令和２年度 学校図書・小学4年生（下）国語の教科書に掲載

ISBN978-4-87981-409-8

絵

絵

①熱帯
③温帯
⑤寒帯

ISBN978-4-87981-408-1

子ども大冒険ずかん

[ 全5巻 ] 揃定価16,500円（本体15,000円）
ISBN978-4-87981-455-5
小学校高学年以上
NDC450
A4判／各巻32 ページ／上製本

各巻定価1,980円（本体1,800円）

ちしきのもり

ちしきのもり

気候帯でみる！ 自然環境
こどもくらぶ 著／高橋 日出男 監修

ISBN978-4-87981-411-1
小学校中学年以上
NDC480
Ｂ5判／各巻40 ページ／上製本

①ほ乳類ってどんな動物？
②機上にすむリス・ムササビ
③人里近くにすむキツネ・タヌキ

ISBN978-4-87981-402-9

総合・社会の書籍

[ 全3巻 ] 揃定価5,940円（本体5,400円）

理科の書籍

写真絵本

写真絵本

たんけん はっけん じぶんの歯
どんどん はえる じぶんの歯
みんな そろった じぶんの歯 在庫
少

ほ乳類は野生動物のスーパースター

[ 全3巻 ] 揃定価5,940円（本体5,400円）

健康教育の書籍

学校図書館向け書籍セット

学校図書館向け書籍セット

在庫
少

ISBN978-4-87981-612-2
ISBN978-4-87981-613-9
ISBN978-4-87981-614-6
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伝え守る アイヌ三世代の物語

定価1,980円
（本体1,800円）

アイヌの文化を伝え、受け継ぎ、守っていく

アイヌの人々を撮り続ける
写真家
宇井 眞紀子の初の写真
絵本

大阪に住むダイキとワカナの兄妹、お母さんのひろ子さ
ん、愛犬イタ。家族は大好きな「じいじ」がくらす北海道
へ引っ越すことになりました。アイヌの血を引く家族は、
それぞれアイヌ文化を伝え、受け継ぎ、守っていきます。
自然豊かな北の大地で、新しい生活が始まります。

世界遺産知床の自然と人とヒグマの暮らし
定価1,760円
（本体1,600円）

ヒグマと人との共存の道を、
世界遺産・知床から伝えます

やんばるの森

ぼくの夢はお父さんのようなくじらとりになること

「くじらとり」を夢見る少年
の物語

令和3年度 厚生労働省児童福祉文化財

小学校中学年以上
NDC664
石川 梵 写真・文／宮本 麗 写真
AB 判／ 40 ページ／上製本

えっ!!!
知らなかった

厚生労働省児童福祉文化財

ISBN978-4-87981-647-4

学校プールのヤゴのなぞ
ヤゴがすむ！
学校プールはなぞだらけ？

定価1,650円
（本体1,500円）

空を飛ぶ昆虫のひみつ


定価1,650円
（本体1,500円）

小学校中学年以上
NDC486
星 輝行 写真・文
Ｂ５横判／ 64 ページ／上製本
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えんとつと
北極のシロクマ
定価1,540円
（本体1,400円）


ISBN978-4-87981-586-6

ウミガメ いのちをつなぐ岬
令和２年度

小学校中学年以上
NDC486
新開 孝 写真・文
B5横判／ 64 ページ／上製本

教育出版・小学４年生（下）国語の教科書に掲載
光村図書・小学４年生 道徳の教科書に掲載

定価1,540円
（本体1,400円）

ISBN978-4-87981-527-9
小学校中学年以上
NDC480
櫻井 季己 写真・文
B5横判／
48 ページ／上製本

ISBN978-4-87981-572-9


小学校中学年以上
NDC916
永瀬 忠志 写真・文
B5横判／
40 ページ／上製本

小学校中学年以上
NDC481
藤原 幸一 写真・文
B5判／ 40 ページ／上製本

大津波のあとの
生きものたち
定価1,540円
（本体1,400円）




ISBN978-4-87981-514-9

ISBN978-4-87981-500-2
小学校中学年以上
NDC468
永幡 嘉之 写真・文
B5横判／
48 ページ／上製本

みんなのチャンス
定価1,540円
（本体1,400円）

小学校高学年以上
NDC916
石井 光太 写真・文
B5横判／
40 ページ／上製本
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健康教育・特別支援教育の書籍

健康教育・特別支援教育の書籍

ISBN978-4-87981-726-6

ISBN978-4-87981-603-0

食育の書籍

食育の書籍

水たまりや田んぼに突然現れ、また姿を消すミジンコ。そのふしぎを探ろうと田んぼの観察を続け、
遠くの湖に足を運び、家で育てて実験し、そこでわかった“空を飛ぶ”という生き残りの知恵を、
鮮明な写真で紹介します。

ここまでセミの生活の不思議を
明らかにした本は、はじめて！

リヤカーマンって
知ってるかい？
定価1,540円
（本体1,400円）


小学校中学年以上
NDC486
星 輝行 写真・文
B5横判／
56 ページ／上製本

定価1,870円
（本体1,700円）

大発見！ いのちの危機が迫ると“ミジンコは空を飛ぶ！？ ”

定価1,760円
（本体1,600円）

小学校中学年以上
NDC486
星 輝行 写真・文
B5横判／ 48 ページ／上製本

ISBN978-4-87981-598-9

空を飛ぶミジンコのなぞ

はじめて見たよ！セミのなぞ

図書館担当先生の書籍

図書館担当先生の書籍

小学校中学年以上
NDC487
関 慎太郎 写真・文
B5横判／ 56 ページ／上製本

小学校中学年以上
NDC486
新開 孝 写真・文
B5横判／ 48 ページ／上製本

ISBN978-4-87981-628-3

日本には４５種類ものサンショウウオがすんでいる!

ISBN978-4-87981-734-1

ISBN978-4-87981-636-8

小学校中学年以上
NDC468
湊 和雄 写真・文
B5横判／ 48 ページ／上製本

定価1,870円
（本体1,700円）

愛らしい姿のサンショウウオは、自然豊かな森のシンボルといわれていますが、その暮らしぶりはあま
り知られていませんでした。日本にすむ４５種類全部の生息地を訪ねてわかった、すみかの水辺や森
の開発、水の汚れ、外来生物の侵入などで減っていく日本サンショウウオの危機的状況を伝えます。

「虫のしわざ」を見つけて、その正体を探り、
虫の生活のなぞを解き明かそう

理科の書籍

理科の書籍

日本サンショウウオ探検記

「やんばる」の森にすむ
めずらしい生きものたちを写真で紹介

定価1,650円
（本体1,500円）

本

本

ISBN978-4-87981-736-5

新刊

虫のしわざ探偵団

絵

絵

インドネシアの東にあるレンバタ島 。そこにはモリ1本で
くじらを捕る伝統捕鯨の村、ラマレラ村があった。土地
がやせていて農作物ができない村人がたよるのは「くじ
ら漁」だけ。村のヒーローともいえる「くじらとり」を夢見
る少年の物語が始まります。くじらの島の人々を通して、
大自然と共に生きる素晴らしさと厳しさを伝えています。

小学校中学年以上
NDC487
関 慎太郎 写真・文
B5横判／ 56 ページ／上製本

ちしきのもり

ちしきのもり

定価1,980円
（本体1,800円）

ISBN978-4-87981-671-9

小学校中学年以上
NDC489
伊藤 彰浩 写真／伊藤 かおり 文
Ｂ５横判／ 56 ページ／上製本

定価1,650円
（本体1,500円）

くじらの子

減ってるの？
日本のカエル全48種を訪ねて確かめた！

写真絵本

写真絵本

新刊

定価1,760円
（本体1,600円）

ISBN978-4-87981-711-2

ISBN978-4-87981-751-8
小学校中学年以上
NDC382
宇井 眞紀子 写真・文
AB 判／ 40 ページ／上製本

減っているってほんと！？ 日本カエル探検記

学校図書館向け書籍セット

学校図書館向け書籍セット

新刊

定価1,760円
（本体1,600円）

想像してみてください、トイレのない世界を

もっと話そう！トイレのこ
と

幸せとまずしさの教室


小学校中学年以上
NDC611
生源寺 眞一 著
Ａ5判／本文144 ページ・口絵４ページ／上製本

ISBN978-4-87981-641-2

健康教育・特別支援教育の書籍

視点を変えることで見えてくる
世界を楽しく紹介
ISBN978-4-87981-551-4
小学校中学年以上
NDC360
松本 美江 著
A5判／本文144 ページ・口絵４ページ／上製本
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環境を守り、人を生かす、
知られざる森の働き

定価1,760円
（本体1,600円）

江戸時代のすごい算数
「和算」を紹介
ISBN978-4-87981-550-7

小学校中学年以上
NDC419
小寺 裕 著
A5判／本文144 ページ・口絵４ページ／上製本

ISBN978-4-87981-486-9
小学校中学年以上
NDC509
小関 智弘 著
A5判／本文144 ページ・
口絵４ページ／上製本

小学校中学年以上
NDC447
高橋 典嗣 著
A5判／本文144 ページ・口絵４ページ／上製本

大天狗先生の㊙妖怪学入門
定価1,760円
（本体1,600円）

児童文学作家・富安陽子の新境地！
妖怪学の入門書

500円玉の旅




定価1,650円
（本体1,500円）

ISBN978-4-87981-434-0

小学校中学年以上
NDC489
川田 伸一郎 著
A5判／本文144 ページ・
口絵４ページ／上製本

定価1,650円
（本体1,500円）

おこづかいから税金まで、
楽しく学べるお金の動き

小学校中学年以上
NDC916
泉 美智子 著
A5判／本文144 ページ・口絵４ページ／上製本

小学校中学年以上
NDC388
富安 陽子 著
A5判／本文144 ページ・口絵４ページ／上製本

はじめまして モグラくん

第62回
産経児童出版文化賞
産経新聞社賞受賞

ISBN978-4-87981-430-2

ISBN978-4-87981-478-4

小学校中学年以上
NDC650
田中 惣次 著
A5判／本文144 ページ・口絵４ページ／上製本

和算って、なあに？


機械にニンベンをつける
働きかたってなんだろう？

ISBN978-4-87981-499-9

ISBN978-4-87981-587-3

定価1,760円
（本体1,600円）

知ろう！ 再生可能エネルギー
令和２年度



教育出版・小学６年生（上）
国語の教科書に掲載

定価1,650円
（本体1,500円）

ISBN978-4-87981-427-2

小学校中学年以上
NDC916
馬上 丈司 著
倉阪 秀史 監修
A5判／本文144 ページ・
口絵４ページ／上製本

みんなが知りたい
放射線の話
定価1,650円
（本体1,500円）

ISBN978-4-87981-401-2

小学校中学年以上
NDC429
谷川 勝至 著
A5判／本文144 ページ・
口絵４ページ／上製本
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英語でわかる！ 日本・世界
定価1,760円
（本体1,600円）


恐ろしいだけじゃない、
隕石のひみつとは？

町工場のものづくり


食育の書籍

食育の書籍

小学校中学年以上
NDC481
小林 朋道 著
A5判／本文144 ページ・口絵4 ページ／上製本

巨大隕石から地球を守れ
定価1,760円
（本体1,600円）


図書館担当先生の書籍

図書館担当先生の書籍

動物の見方がガラッと変わる、
目からウロコの動物行動学

定価1,760円
（本体1,600円）

小学校中学年以上
NDC020
永江 朗 著
A5判／本文144 ページ・口絵４ページ／上製本

小学校中学年以上
NDC626
藤田 智 著
A5判／本文144 ページ・口絵４ページ／上製本

小学校中学年以上
NDC814
佐藤 有紀 著
Ａ５判／本文144 ページ・口絵4 ページ／上製本

本当はすごい森の話


ISBN978-4-87981-493-7

ISBN978-4-87981-506-4

理科の書籍

理科の書籍

ISBN978-4-87981-658-0

本の流通や歴史について書いた
「本について」の本

本

本

ISBN978-4-87981-656-6

本について授業をはじめます
定価1,760円
（本体1,600円）


絵

絵

使いたくなくても使っちゃう!?
擬音語・擬態語のひみつ

小林先生に学ぶ動物行動学
定価1,760円
（本体1,600円）


やさいの知られざるひみつ、
教えます

小学校中学年以上
NDC796
高野 秀行 著
Ａ5判／本文144 ページ・口絵４ページ／上製本

意外な発見がいっぱい！
郵便の歴史をめぐる旅に出発
小学校中学年以上
NDC693
郵政博物館 編著
A5判／本文144 ページ・口絵4 ページ／上製本

どうしてトウモロコシにはひげがあるの？
定価1,760円
（本体1,600円）


ISBN978-4-87981-684-9

知ってる？ 郵便のおもしろい歴史
「感じ」が伝わるふしぎな言葉
定価1,760円
（本体1,600円）
定価1,760円
（本体1,600円）



小学校中学年以上
NDC782
高野 進 著
A5判／本文144 ページ・口絵４ページ／上製本

ちしきのもり

ちしきのもり

ISBN978-4-87981-693-1

のぞいてみよう！
将棋の歴史・今・未来

ISBN978-4-87981-529-3

写真絵本

写真絵本

食べ物のこと、
しっかり考えてみませんか？

かけっこがおそくても大丈夫！
自分に合った走り方を見つけよう

小学校中学年以上
NDC916
石井 光太 著
A5判／本文144 ページ・口絵４ページ／上製本

NDC528
Ａ5判／本文144 ページ・口絵４ページ／上製本

将棋の駒はなぜ歩が金になるの？
定価1,760円
（本体1,600円）


定価1,760円
（本体1,600円）

「走る」のなぞをさぐる
定価1,760円
（本体1,600円）


ISBN978-4-87981-533-0

ISBN978-4-87981-728-0

「いただきます」を考える
定価1,760円
（本体1,600円）


学校図書・小学5年生
（下）
国語の教科書に掲載

幸せって、まずしさって
なんだろう？
作家・石井光太が伝えます

災害時に最も困ること、それは水でも食べ物でもなく、トイレです。おなかがすいても１日
ぐらいならがまんできますが、トイレを１日中がまんすることはできません。そんな大切なト
イレについて、歴史やマナー、設備、災害時のトイレ事情や汚水処理のこと、感染症まで
をも網羅した一冊です。
小学校中学年以上
加藤 篤 著

令和２年度

学校図書館向け書籍セット

学校図書館向け書籍セット

もしもトイレがなかったら


学校図書館 ここはいつでもぼくの場所
いこうよ がっこうとしょかん④

定価2,200円
（本体2,000円）

イラストは、図書館漫画
『夜明けの図書館』の埜
納タオさん！

ニャンコどこいった？


定価1,540円
（本体1,400円）

ISBN978-4-87981-639-9

さかなちゃん


定価1,540円
（本体1,400円）

ISBN978-4-87981-649-8

みんないつでも大歓迎、学校図書館の持つ「場の力」

～

東京書籍 中学校 新しい技術・家庭
家庭分野の教科書に掲載

ISBN978-4-87981-629-0
小学校低学年以上
NDC726
メアリ・ホフマン 文／ロス・アスクィス 絵／杉本 詠美 訳
A4判変型／ 40 ページ／上製本



定価1,980円
（本体1,800円）

聞かせてほしい、あなたの気持ち
児童虐待、早期発見のために



定価1,650円
（本体1,500円）

定価1,540円
（本体1,400円）

ISBN978-4-87981-690-0
小学校低学年以上
NDC913
有田 奈央 作／羽尻 利門 絵
251×230mm ／ 32 ページ／上製本

礼儀作法絵本

おばあちゃんのアラッ？
定価1,980円
（本体1,800円）

ISBN978-4-87981-666-5

ISBN978-4-87981-710-5
小学校中学年以上
NDC913
巣山 ひろみ 文／こがしわ かおり 絵
ＡＢ判変型／ 32 ページ／上製本



定価1,760円
（本体1,600円）

雪の中で出会った、小さなふたりの物語

定価1,100円
（本体1,000円）



ISBN978-4-87981-393-0

小学校低学年以上
NDC726
あべ こうじ 文
荒賀 賢二 絵
237×203mm ／
28 ページ／上製本

在庫
少



おとなも学べる
こども礼儀作法
定価1,650円
（本体1,500円）

ISBN978-4-87981-469-2

小学校低学年以上
NDC385
長谷川 舞・尾崎 文春 共著
Ｂ５判／ 48 ページ／上製本

ISBN978-4-87981-477-7

ぼくのいいとこ




定価2,090円
（本体1,900円）

小学校低学年以上
NDC726
スティーブ・メツガー 文
ジャナン・ケイン 絵
いしい むつみ 訳
260×235mm ／
32 ページ／上製本

小学校高学年以上／教師向
NDC385
尾崎 文春 著
A5判／ 128 ページ／並製本

〈新装版〉
定価2,090円
（本体1,900円）

小学校低学年以上
NDC726
あべ こうじ 文
まえだぼっち 絵
237×203mm ／
28 ページ／上製本

ISBN978-4-87981-585-9

マージナルマン

きもち

シロクマの
ラジオたいそう
定価1,100円
（本体1,000円）


定価990円
（本体900円）

ISBN978-4-87981-561-3

アイデンティティの作り方

〈新装版〉



定価990円
（本体900円）

ISBN978-4-87981-562-0

ISBN978-4-87981-609-2
小学校低学年以上
NDC726
コーリン・アーヴェリス 文
フィオーナ・ウッドコック 絵
第11回
福本 友美子 訳
ようちえん絵本大賞
237×278mm ／
受賞
32 ページ／上製本

小学校低学年以上
NDC726
ジャナン・ケイン 作
いしい むつみ 訳
260×235mm ／
32 ページ／上製本

小学校中学年以上／
及び指導用
NDC375
北原 りゅうじ 文・絵
A5横判／
60 ページ／並製本

小学校中学年以上／
及び指導用
NDC375
北原 りゅうじ 文・絵
A5横判／
64 ページ／並製本
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健康教育・特別支援教育の書籍

きみの「すき」はなに？
「すき」を描いた物語

18



「あかるい歌のひびく世界が、
ずっとつづきますように」



ISBN978-4-87981-210-0

小学校低学年以上
NDC726
あべ こうじ 文
ささき みお 絵
237×203mm ／
28 ページ／上製本

小学校低学年以上
NDC726
メアリ・ホフマン 文／ロス・アスクィス 絵
杉本 詠美 訳
A4判変型／ 40 ページ／上製本

ぽちっと あかい おともだち

すき

定価1,100円
（本体1,000円）

小学校低学年以上
NDC726
スギヤマ カナヨ 作
A4判変型／ 32 ページ／
上製本

食育の書籍

食育の書籍

ISBN978-4-87981-675-7
小学校低学年以上
NDC367
川﨑 二三彦 監修／北原 明日香 絵
B5横判／ 32 ページ／上製本



ISBN978-4-87981-200-1

ISBN978-4-87981-695-5

パンフルートになった木

小学校低学年以上
NDC726
ポーラ・メトカーフ 文
スザンヌ・バートン 絵
福本 友美子 訳
A4判変型／ 26 ページ／
上製本

よういどん

定価1,540円
（本体1,400円）

図書館担当先生の書籍

図書館担当先生の書籍

うちに帰りたくないときによむ本

あいうえおばけ



ISBN978-4-87981-505-7

理科の書籍

理科の書籍

令和６年度

じぶんのからだが、
どんなにすばらしいか知ってる？

定価1,650円
（本体1,500円）
ISBN978-4-87981-520-0

小学校低学年以上
NDC726
イジニ 作・絵
チョンミヘ 訳
266×232mm ／
52 ページ／上製本

小学校中学年以上
NDC017
横山 寿美代 監修／埜納 タオ 絵
A4判／ 32 ページ／上製本

いろいろ いろんな からだの ほん
定価2,090円
（本体1,900円）


第63回
産経児童出版文化賞
翻訳作品賞受賞

いわんこっちゃない

絵 本

絵 本

令和３年度



小学校中学年以上
NDC367
大井 玄 監修
中山 成子 絵
B5横判／
32 ページ／上製本

ちしきのもり

ちしきのもり

家族の形はいろいろ
きみの家族はどんな家族？



ISBN978-4-87981-742-6

詳細は8ページをご参照ください。

いろいろ いろんな かぞくの ほん
定価2,090円
（本体1,900円）


いもうとガイドブック

定価1,760円
（本体1,600円）

定価1,980円
（本体1,800円）

写真絵本

写真絵本

関連書籍も好評発売中
『いこうよ がっこうとしょかん』

ある あさ
ISBN978-4-87981-596-5



ISBN978-4-87981-659-7

小学校低学年以上
NDC726
平田 昌広 作
平田 景 絵
B5横判／
32 ページ／上製本

小学校低学年以上
NDC726
よこた だいすけ 作・絵
264×216mm ／
32 ページ／上製本

学校図書館は本や資料が置いてあるだけの場所ではありません。学校司書や図書委員がいて、読書が好きな子もそうでない子も、いつでもみんなを
大歓迎してくれる場所です。ちょっとしたトラブルを抱えた子どもが学校図書館と出会い、前に進んでいく様子を描いた絵本です。オリエンテーションの
読み聞かせにもおすすめです！

さよならのじゅんび

学校図書館向け書籍セット

学校図書館向け書籍セット

新刊

新刊

旅をしたがる 草木の実の知恵

定価1,980円
（本体1,800円）

おいしい “つぶつぶ”
穀物にひそむ、
植物と人の知恵！
ISBN978-4-87981-512-5

コロコロ

食べられたがる 果物のヒミツ
定価1,980円
（本体1,800円）

生きものの
生きる知恵を集めた
大人気の
自然誌コレクション
待望の第10弾！

香りや甘味の裏にある
いのちをつなぐ果物の知恵！

トゲトゲ

おいしい、コロコロ、ベタベタ、トゲトゲ、ペラペラ、ドンブラコなど、タネを遠く
に運ぶ旅に出るための草木の実の知恵を紹介します！ 草や木は自分では動けな
いので、食べられたり、くっついたりして、タネに旅をさせて移動しようと、あの
手この手と知恵を働かせているのです。

小学校中学年以上
NDC471
盛口 満 文・絵
B5判／ 64 ページ／上製本

“ ぬけがら” から、生きもののひみつが見えてきます！

小学校中学年以上
NDC481
盛口 満 文・絵
Ｂ５判／ 64 ページ／上製本

ISBN978-4-87981-682-5

健康教育・特別支援教育の書籍

とっても不思議な落ち葉の
世界をのぞいてみましょう
ISBN978-4-87981-608-5
小学校中学年以上
NDC460
盛口 満 文・絵
B5判／ 64 ページ／上製本
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定価1,980円
（本体1,800円）

バラの花のように葉を広げる、
「ロゼット」をさがしに行こう
令和２年度

光村図書・小学3年生（下）
国語の教科書に掲載

生きものとつながる石ころ探検
定価1,980円
（本体1,800円）

石ころと生きもののふしぎな
関係を紹介します
ISBN978-4-87981-638-2
小学校中学年以上
NDC458
盛口 満 文・絵
B5判／ 64 ページ／上製本

食べ物で見つけた 進化のふしぎ
定価1,980円
（本体1,800円）

食べ物にかくされた
生命40億年の歴史を探ります
ISBN978-4-87981-548-4
小学校中学年以上
NDC460
盛口 満 文・絵
B5判／ 64 ページ／上製本

机の上の植物園


定価1,980円
（本体1,800円）

机の上で育ててわかった！
植物のふしぎ観察記録
ISBN978-4-87981-568-2
小学校中学年以上
NDC471
おくやま ひさし 文・絵・写真
B5判／ 48 ページ／上製本

ようこそ！ 花のレストラン
定価1,650円
（本体1,500円）

虫に花粉を運ばせる花の知恵にビックリ！

木の実のたんけん


定価1,980円
（本体1,800円）

こんな場所で見つけたよ！
おいしい木の実の観察記
ISBN978-4-87981-645-0
小学校中学年以上
NDC471
おくやま ひさし 文・絵・写真
B5判／ 48 ページ／上製本

草の根のたんけん


定価1,980円
（本体1,800円）

根がいっぱい！
草の根がよくわかる自然観察記
ISBN978-4-87981-498-2
小学校中学年以上
NDC471
おくやま ひさし 文・絵・写真
B5判／ 48 ページ／上製本

ようこそ！ 葉っぱ科学館
定価1,650円
（本体1,500円）

生き残りをかけた葉っぱの知恵にビックリ！
厚生労働省児童福祉文化財

ISBN978-4-87981-600-9
小学校中学年以上
NDC468
多田 多恵子 写真・文
B5横判／ 64 ページ／上製本

ISBN978-4-87981-660-3
小学校中学年以上
NDC468
多田 多恵子 写真・文
B5横判／ 48 ページ／上製本
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落ち葉のふしぎ博物館
定価1,980円
（本体1,800円）




小学校中学年以上
NDC471
盛口 満 文・絵
B5判／ 64 ページ／上製本

食育の書籍

食育の書籍

小学校中学年以上
NDC481
盛口 満 文・絵
B5判／ 64 ページ／上製本

ロゼットのたんけん

ISBN978-4-87981-403-6

図書館担当先生の書籍

図書館担当先生の書籍

食べ物が違うと、ホネや
体のつくり、行動も変わります

小学校中学年以上
NDC471
盛口 満 文・絵
B5判／ 64 ページ／上製本

ISBN978-4-87981-611-5
小学校中学年以上
NDC471
おくやま ひさし 文・絵・写真
B5判／ 48 ページ／上製本

ISBN978-4-87981-709-9

見てびっくり 肉食と草食の動物学
定価1,980円
（本体1,800円）


ISBN978-4-87981-449-4

野菜だって植物だ！
本当の姿は不思議がいっぱい

理科の書籍

理科の書籍

探し集めた“ぬけがら”は、最高級の生物標本です。体のつくりをじっくり観察できるうえ、
形や成長段階の比較にも便利で、保存も簡単！ 地域の自然調べでは、種類や生息数の
推定にも役立っています。そんな“ぬけがら”の魅力を、緻密なイラストと軽妙な解説で紹
介します。

学校図書・小学5年生
（下）
国語の教科書に掲載

見てびっくり 野菜の植物学
定価1,980円
（本体1,800円）


本

本

定価1,980円
（本体1,800円）

令和２年度

小学校中学年以上
NDC481
盛口 満 文・絵
B5判／ 64 ページ／上製本

絵

絵

集めてわかるぬけがらのなぞ

ISBN978-4-87981-740-2

ISBN978-4-87981-483-8

ちしきのもり

ちしきのもり

おいしい

ホネになってよくわかる
動物の体ってすごい！

写真絵本

写真絵本

あの手この手で旅をするのは、自然の中で生き抜くため

小学校中学年以上
NDC471
盛口 満 文・絵
B5判／ 64 ページ／上製本

食べて始まる 食卓のホネ探検
定価1,980円
（本体1,800円）


学校図書館向け書籍セット

学校図書館向け書籍セット

ゲッチョ先生シリーズ

おいしい“つぶつぶ ” 穀物の知恵
定価1,980円
（本体1,800円）


定価2,200円
（本体2,000円）

だれのしわざ？ それがすぐわかる画期的な図鑑！

新刊

理科総合大百科 2022
やってみたくなる理科実験・観察のアイデアが満載！

「虫のしわざ」がわかる
と
自然観察が楽しくなる！

2020年度に発行した『理科教育ニュース』32本を、1冊にまとめた縮刷版 。解説付録に掲
載しているプリント教材「ためしてみよう」や一部の実験・観察の動画、写真などのデータを
収めたCD-ROM 付きです。

自然観察をしていると、ヘンなものを見かけます。葉っぱについたヘンな穴や模様、
泥だんごなどいろいろあります。その多くは「虫のしわざ」で、食べあとや巣、フンなど
さまざまです。
「しわざ」を見つけてその正体を探ると、虫たちの生きる知恵がわかり、
自然観察がより楽しくなります。
「虫のしわざ」調べに欠かせない画期的な図鑑です。

ISBN978-4-87981-752-5

このいろなあに はなといきもの
定価2,420円
（本体2,200円）


ペットボトル百科


ペットボトルを使って
工作や実験をしよう

ISBN978-4-87981-515-6

ISBN978-4-87981-113-4

小学校低学年以上
NDC375
中山 れいこ 作／伊藤 啓 監修
B5判／ 48 ページ／上製本

小学校中学年以上／及び指導用
NDC407
島津 幸生 監修
A4判／ 56 ページ／上製本

環境教育にも生かせる
一冊

ISBN978-4-87981-454-8

小学校中学年以上
NDC480
久居 宣夫 監修
中山 れいこ 著
アトリエモレリ 制作
B5判／ 48 ページ／上製本

22

理科実験大百科 ベストヒット集1&2、第1～20集

各巻定価2,640円
（本体2,400円）

定価2,090円
（本体1,900円）

磁石を使った
楽しい実験や工作

小学校中学年以上／及び指導用
NDC427
吉村 利明 監修
A4判／ 56 ページ／上製本

いのちのかんさつ 2
カエル
定価1,980円
（本体1,800円）

ISBN978-4-87981-405-0

小学校中学年以上
NDC480
久居 宣夫 監修
中山 れいこ 著
アトリエモレリ 制作
B5判／ 48 ページ／上製本

いのちのかんさつ 6
ホタル
定価1,980円
（本体1,800円）

ISBN978-4-87981-470-8

小学校中学年以上
NDC480
大場 信義 監修
中山 れいこ 著
アトリエモレリ 制作
B5判／ 48 ページ／上製本

いのちのかんさつ 3
メダカ
定価1,980円
（本体1,800円）

ISBN978-4-87981-406-7

小学校中学年以上
NDC480
岩松 鷹司 監修
中山 れいこ 著
アトリエモレリ 制作
B5判／ 48 ページ／上製本

探検！ 発見！
ミクロのふしぎ
定価2,200円
（本体2,000円）

ISBN978-4-87981-452-4

小学校中学年以上
NDC460
近藤 俊三 著
AB 判／ 64ページ／上製本

理科実験大百科 ベストヒット集１ ISBN978-4-87981-111-0

理科実験大百科

第１0集

ISBN978-4-87981-331-2

理科実験大百科 ベストヒット集２ ISBN978-4-87981-126-4

理科実験大百科

第１１集

ISBN978-4-87981-365-7

理科実験大百科

第１集

ISBN978-4-87981-110-3

理科実験大百科

第１2集

ISBN978-4-87981-400-5

理科実験大百科

第2集

ISBN978-4-87981-125-7

理科実験大百科

第１3集

ISBN978-4-87981-450-0

理科実験大百科

第3集

ISBN978-4-87981-156-1

理科実験大百科

第１4集

ISBN978-4-87981-484-5

理科実験大百科

第4集

ISBN978-4-87981-167-7

理科実験大百科

第１5集

ISBN978-4-87981-513-2

理科実験大百科

第5集

ISBN978-4-87981-191-2

理科実験大百科

第１6集

ISBN978-4-87981-552-1

理科実験大百科

第6集

ISBN978-4-87981-208-7

理科実験大百科

第１7集

ISBN978-4-87981-590-3

理科実験大百科

第7集

ISBN978-4-87981-237-7

理科実験大百科

第１8集

ISBN978-4-87981-621-4

理科実験大百科

第8集

ISBN978-4-87981-258-2

理科実験大百科

第１9集

ISBN978-4-87981-661-0

理科実験大百科

第9集

ISBN978-4-87981-284-1

理科実験大百科

第20集

ISBN978-4-87981-696-2

小学校中学年以上／及び指導用

NDC375

健康教育・特別支援教育の書籍

健康教育・特別支援教育の書籍

いのちのかんさつ 5
ザリガニ
定価1,980円
（本体1,800円）


小学校高学年以上／教師向
NDC375
片江 安巳 著
B5判／ 80 ページ／並製本

食育の書籍

食育の書籍

小学校中学年以上
NDC480
矢後 勝也 監修
中山 れいこ 著
アトリエモレリ 制作
B5判／ 48 ページ／上製本

教師向
NDC028
北原 和夫 他 監修
りかぼん編集委員会 編著
B5判／ 128 ページ／並製本

小学校中学年以上／
及び指導用
NDC375
Ｂ5判／ 200 ページ／
並製本／ CD-ROM 付

図書館担当先生の書籍

図書館担当先生の書籍

ISBN978-4-87981-404-3

ISBN978-4-87981-426-5

ISBN978-4-87981-211-7

小学校中学年以上／及び指導用
NDC407
宮下 英雄 監修
A4判／ 56 ページ／上製本

いのちのかんさつ 1
アゲハ
定価1,980円
（本体1,800円）


ISBN978-4-87981-448-7

理科の書籍

理科の書籍

ISBN978-4-87981-177-6

定価2,640円
（本体2,400円）

ISBN978-4-87981-729-7

基礎から始める！
理科実験ガイド
定価1,980円
（本体1,800円）


本

本

定価2,090円
（本体1,900円）

おもしろ磁石百科




りかぼん
授業で使える理科の本
定価2,200円
（本体2,000円）


絵

絵

牛乳パック百科


定価2,090円
（本体1,900円）

理科総合大百科 2021

ちしきのもり

ちしきのもり

花や生きもの、
身近な自然はどんな色？

小学校中学年以上／及び指導用
NDC375
B5判／ 200 ページ／並製本／ CD-ROM 付

NDC486
206×182mm ／ 160 ページ／並製本

写真絵本

写真絵本

ISBN978-4-87981-692-4
小学校中学年以上
新開 孝 写真・文

定価2,640円
（本体2,400円）

学校図書館向け書籍セット

学校図書館向け書籍セット

虫のしわざ図鑑

Ａ4判／各巻96 ～ 144 ページ／上製本／ CD-ROM 付（第11 ～ 20集）
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学校図書館を彩る 切り絵かざり２

定価2,200円
（本体2,000円）

切り絵かざりで生徒が足を運びたくなる学校図書館に！

小学校学年別知識読みもの240
子どもたちを知の世界へと導く本を現役司書が厳選！

定価1,870円
（本体1,700円）
５年 をか けて 選 び 抜い
た
２４０冊 を紹 介

現役の小学校司書７人が、子どもが夢中になる上質な本を厳選 。自然科学、社会科学、伝
記などを対象に各学年４０冊ずつを詳しく紹介 。分類や本の評価のしかたの解説、書名・
キーワードでの索引、予備リスト、現在購入できないが大切にしたい本のリスト等資料も充
実した、小学校司書必読の一冊です。

学校図書館の展示に使える
「切り絵かざり」の作品集第２弾 。季節の切り絵を中心に、フラッグなどの飾り物、しおりなどの読
書グッズといった３５点の作品を収録 。巻末には、学校図書館に欠かせない日本十進分類法をイメージした切り絵のパーツも
ついています。書架の表示などを作る時に役立ちます！

ISBN978-4-87981-727-3
教師向
NDC019
福岡 淳子・金澤 磨樹子 編
Ａ5判／ 144 ページ／並製本

小学生のうちに読みたい物語

写真絵本

写真絵本

作品を一部ご紹介

定価2,200円
（本体2,000円）

学校司書たちが小学生のうちに手渡したい児童書で良質な物語のみを集めてブックガイ
ドにしました。古くからの名作はもちろん、近年のものも掲載し、大人になってからも心に残
る名作がたくさんのっています。本は難易度順に並んでいます。

「ウサギの雪合戦」

ちしきのもり

ちしきのもり

学校司書が子どもたちにオススメする252作品を紹介
「春の汽車旅」

学校図書館向け書籍セット

学校図書館向け書籍セット

新刊

ISBN978-4-87981-637-5
教師向
NDC019
対馬 初音 編著
四六判／ 232 ページ／並製本

「十進分類法」

学校図書館による授業のサポート事例を多数紹介

おすすめポイント
見本となる切り絵作品と型紙が見開きで掲載されているので、作り方がイメージしやすい

定価2,200円
（本体2,000円）
すぐに役立つワークシート
も収録！

作品のアレンジの仕方を紹介したコーナーもあるので、バリエーションが広がります

ISBN978-4-87981-705-1

巻末には、日本十進分類法をイメージした切り絵も掲載
理科の書籍

ISBN978-4-87981-739-6

教師向

NDC754

CHIKU 著

教師向
NDC017
和田 幸子 著
Ｂ５判／ 136 ページ／並製本

B5判／ 88 ページ／並製本

定価1,980円
（本体1,800円）

型紙つきで簡単に季節の切り絵かざりが作れます！

学校図書館の展示に使える
「切り絵かざり」
の作品集。
「壁面飾り」
や「メッセージボード」
、
「飾り物」
など35点の作品を収録。簡単にかわいくて役立つ「切り絵かざり」
が作れます。
ISBN978-4-87981-558-3

学校図書館のアイデア＆テクニック

定価1,760円
（本体1,600円）

学校図書館ですぐに役立つアイデアとテクニックが満載

使いやすい書架見出しの作り方や補強フィルムのかけ方のコツ、利用者とのコミュニケー
ションのきっかけを作る仕掛けや簡単展示工作など、学校図書館の現役司書が実践して
きた様々な工夫をフルカラーでお届けします。図書館ですぐに役立つこと間違いなし！
ISBN978-4-87981-599-6
教師向
NDC017
秋田 倫子 著
A5判／ 96 ページ／並製本
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健康教育・特別支援教育の書籍

健康教育・特別支援教育の書籍

教師向
NDC014
高岡 容子 原案・監修
B5判／ 80 ページ／並製本

簡単にできる、学校図書館を活性化するアイデアを大公開！ 複雑な準備や道具は一切必
要なし。まずは同じようにやってみてください。コピーして使える付録や司書に役立つ書籍
の紹介もうれしい、すぐに役立つ実践集です。

食育の書籍

食育の書籍

傷んだ本を素早く修理でき
て、
書棚に早く戻せます

ページが破れた、背表紙がはがれた、のどがこわれた……図書館にこんな本はありま
せんか？ 本書では、痛むことが多い児童書の修理に焦点を当てて、本の修理の現場で
培われてきた身近な道具でササっとできる簡単な修理法を、写真とイラストでやさしく紹
介します！
ISBN978-4-87981-673-3

忙しい皆さんの一助に！

教師向
NDC017
竹内 純子 著
B5判／ 96 ページ／並製本

定価2,420円
（本体2,200円）

身近な道具でササッとなおせる、簡単な本の修理法を紹介！

ちゃちゃっと簡単！ 学校図書館実践アイデア集

定価1,980円
（本体1,800円）

ISBN978-4-87981-683-2

教師向
NDC754
CHIKU 著
B5判／ 88 ページ／並製本

図書館のための簡単な本の修理

学校図書館 ひらめきアイデアノート

図書館担当先生の書籍

図書館担当先生の書籍

学校図書館を彩る 切り絵かざり

理科の書籍

CHIKUさんからの作り方のポイントがついています

学校図書館に注力している千葉県袖ケ浦市で20年以上実績を重ねたベテラン学校司書
の活動の集大成が本になりました。豊富な教科支援を中心に、博物館や公共図書館など
地域連携も解説 。小学校はもちろん、連携が難しい中学校でも多くの教科をサポート。参
考になる事例やノウハウが盛りだくさんです。

型紙をコピーしやすいように、ページが大きく開く製本

24

主体的な学びを支える学校図書館

本

本

「本の紹介ボード」

絵

絵

「月夜のハロウィーン」

定価2,200円
（本体2,000円）

図書館のたより作りのアドバイスと文例・カットが一冊に

本書の第１部は、ベテラン司書から図書館だよりの作り方に悩む担当者へのやさしいアドバ
イス、第2部は月ごとの豊富な文例とカット集 。文例は、理科的な内容や一般公共図書館
でも使用可能な多彩な内容で、偉人の似顔絵などとともにたより以外でも活用度大です。

入門 情報リテラシーを育てる授業づくり
アクティブ・ラーニングを実現する情報リテラシー入門

これからの社会で活躍する人を育てるためには、問題解決の力や実践力等の汎用的な能
力を育てることが求められています。教室・学校図書館・ICTを活用して汎用的能力の基
幹をなす情報リテラシーを育てる授業づくりの考え方と実践事例を紹介します。

ISBN978-4-87981-602-3

ISBN978-4-87981-574-3
教師向
NDC017
鎌田 和宏 著
A5判／ 176 ページ／並製本

定価1,980円
（本体1,800円）

ちしきのもり

児童生徒に伝えたいお話や文学の一場面を間違い探しに！ あらすじ・解説も載ってい
て楽しみながら名作にふれることができます。付属の CD-ROM にはイラストと文章の
データを収録しています。

本書は理論編と実践編の二部構成です。理論編は、法律面などから合理的配慮の概念
を解説していきます。実践編は、特別支援学校の現場の取り組みを例に、何を具体的に
進めていけばいいのかがわかります。
ISBN978-4-87981-689-4
教師向
NDC017
野口 武悟・児島 陽子・入川 加代子 共著
Ｂ6判／ 168 ページ／並製本

教師向
NDC017
B5判／ 96 ページ／並製本／ CD-ROM 付

教師向
NDC375
江竜 珠緒・村松 教子 共著
B5判／ 128 ページ／並製本

学校図書館担当者の
究極のおたすけブック
ISBN978-4-87981-523-1

発信する学校図書館ディスプレイ
定価1,980円
（本体1,800円）

学校図書館ならではの
ディスプレイを紹介
ISBN978-4-87981-526-2
教師向
NDC017
吉岡 裕子・遊佐 幸枝 監修
B5判／ 96 ページ／並製本

自由な学びを支える蔵書構成を
豊富なデータで提案

探究学習を支える図書館の
ブックカタログ、続編が登場

ISBN978-4-87981-476-0

ISBN978-4-87981-623-8

教師向
NDC017
片岡 則夫 編著
B5判／ 192 ページ／並製本
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教師向
NDC017
片岡 則夫 編著
B5判／ 152 ページ／並製本

ISBN978-4-87981-495-1

教師向
NDC015
齊藤 誠一 著
B6判／ 136 ページ／並製本

授業で役立つブックトーク
定価1,870円
（本体1,700円）

学校図書館と教科をつなぐ
ブックトーク
ISBN978-4-87981-451-7
教師向
NDC019
上島 陽子 著
B6判／ 176 ページ／並製本

今日からはじめるブックトーク
定価1,760円
（本体1,600円）

本と子どもをつなぐブックトーク
すぐに取り組める実践集
ISBN978-4-87981-356-5
教師向
NDC019
徐 奈美 著
B6判／ 168 ページ／並製本

教師向
NDC017
村上 恭子 著
B6判／ 176 ページ／並製本

在庫
少

学校図書館発 育てます！ 調べる力・考える力
定価1,760円
（本体1,600円）

学びに欠かせない学校図書館を
つくるための実践が満載
ISBN978-4-87981-390-9
教師向
NDC017
遊佐 幸枝 著／桑田 てるみ 解説
B6判／ 144 ぺージ／並製本

協働する学校図書館〈小学校編〉
定価1,760円
（本体1,600円）

これからの学校図書館のあり方を
示す
「協働」
の見本例が満載
ISBN978-4-87981-357-2
教師向
NDC017
吉岡 裕子 著／鎌田 和宏 解説
B6判／ 160 ページ／並製本
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「なんでも学べる学校図書館」
をつくる 「なんでも学べる学校図書館」
をつくる2
定価2,420円
（本体2,200円）
定価2,090円
（本体1,900円）



ISBN978-4-87981-640-5

食育の書籍

食育の書籍

教師向
NDC017
学校図書館スタートガイド編集委員会 編著
B5判／ 120 ページ／並製本

教師向
NDC017
牛尾 直枝・高桑 弥須子 編著
B5判／ 128 ページ／並製本

学びを支える学校司書の活動と
その重要性をくわしく解説した
一冊

図書館担当先生の書籍

図書館担当先生の書籍

学校図書館スタートガイド
定価1,980円
（本体1,800円）


ISBN978-4-87981-563-7

すぐに役立つ実践的な
テクニックを紹介

学校図書館に司書がいたら
定価1,925円
（本体1,750円）


理科の書籍

理科の書籍

ISBN978-4-87981-646-7

小中学校のさまざまな
読書イベントの実例を紹介

学校図書館で役立つレファレンス・テクニック
定価1,760円
（本体1,600円）


本

本

学校図書館と英語科が協働する
目からウロコの実践ガイド

読書イベント実践事例集
定価1,980円
（本体1,800円）


絵

絵

定価1,980円
（本体1,800円）

特別支援学校の取り組
みですが、
小・中・高校のどこで
も応用ができます

合理的配慮の理論・実践が学べます

ISBN978-4-87981-635-1

英語多読実践ガイド


定価1,870円
（本体1,700円）

ちしきのもり

日本や世界の有名なお話・文学の一場面を間違い探しに！

多様なニーズによりそう学校図書館

写真絵本

写真絵本

教師向
NDC017
太田和 順子 監著
B5判／ 192 ページ／並製本／ CD-ROM 付

学校図書館 お話・文学間違い探し素材集

定価1,650円
（本体1,500円）

学校図書館向け書籍セット

学校図書館向け書籍セット

図書館だよりを作りませんか？

定価1,980円
（本体1,800円）

読んで実践！ つくっておいしい！スポーツ栄養とレシピ

上手に使って病気を防ごう！

食事内容表も掲載しているの
で、
自分の食生活を振り返るこ
とができます

ISBN978-4-87981-706-8

定価2,530円
（本体2,300円）

子どものうちに知っておきたい！

おしゃれ障害


ちしきのもり

ISBN978-4-87981-566-8

ISBN978-4-87981-546-0
小学校中学年以上
NDC596
坂本 廣子 著
AB 判／ 48 ページ／上製本

からだはすごいよ！

まいにちイキイキ ねむりのふしぎ
定価1,980円
（本体1,800円）

睡眠の大切さに気づくことができる絵本
ISBN978-4-87981-501-9
小学校低学年以上
NDC491
木村 倫子 絵／福田 一彦 監修
B5横判／ 32 ページ／上製本

定価2,420円
（本体2,200円）

全国に広がっている「弁当の日」にも対応できるレシピを掲載 。おにぎりのにぎ
り方からカラフルな野菜のおかずまで盛りだくさんです。

定価2,420円
（本体2,200円）

ADHDの友だちへの理解が深まる絵本
ISBN978-4-87981-703-7

小学校高学年以上
NDC378
成沢 真介 文／木村 倫子 絵
Ｂ5横判／ 32 ページ／上製本

生きているあかし、
「体温」について学べる絵本
ISBN978-4-87981-502-6
小学校低学年以上
NDC491
タカタ カヲリ 絵／永島 計 監修
B5横判／ 32 ページ／上製本

摂食障害オバケの “ササヤキ”
定価1,980円
（本体1,800円）


「やせたい」という思いの底には、違う悩みが隠されているのかも
ISBN978-4-87981-702-0
小学校高学年以上
NDC493
雨こんこん 作／池田 蔵人 絵
鈴木 眞理 監修
Ｂ5横判／ 32 ページ／上製本

ジヘーショーのバナやん
定価1,980円
（本体1,800円）

自閉症の友だちへの理解が深まる絵本
ISBN978-4-87981-648-1
小学校中学年以上
NDC378
成沢 真介 文／森 千夏 絵
B5横判／ 32 ページ／上製本
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軽食からおやつまで、バラエティーに富んだ料理を掲載 。心と体を元気にしてく
れる、おいしいおやつごはんを紹介します。

～ＡＤＨＤ～おっちょこちょいのハリー
定価1,980円
（本体1,800円）


ぬくぬく げんき ぼくの たいおん
定価1,980円
（本体1,800円）


食育の書籍

食育の書籍

小学校高学年～中学生／教師向
NDC780
深代 千之 監修／桐谷 綾 絵
B5判／ 96 ページ／並製本

子どもたちが楽しみながらつくれるレシピがいっぱい！

28

とっておきドリルで、
ぐんぐん運動がうまくなる！
ISBN978-4-87981-694-8

ISBN978-4-87981-370-1
小学校中学年以上
NDC596
坂本 廣子 著／まつもと きなこ 絵
AB 判／ 48 ページ／上製本

ISBN978-4-87981-371-8
小学校中学年以上
NDC596
坂本 廣子 著／まつもと きなこ 絵
AB 判／ 48 ページ／上製本

とっておきスポーツ上達ドリル
定価1,980円
（本体1,800円）


からだはすごいよ！

図書館担当先生の書籍

図書館担当先生の書籍

お弁当にぴったりのおかずやつくり方のコツが満載！

東大教授が教える

小学校高学年以上／及び指導用
NDC498
上西 一弘 監修
A5判／ 136 ページ／並製本

理科の書籍

理科の書籍

ISBN978-4-87981-369-5
小学校中学年以上
NDC596
坂本 廣子 著／まつもと きなこ 絵
AB 判／ 48 ページ／上製本

③おやつごはん

ISBN978-4-87981-672-6

本

本

朝ごはんの基本「ごはんを炊く」から、卵料理、スープ類まで、手軽にできておい
しい朝ごはんレシピを紹介します。

坂本廣子の食育自立応援シリーズ

子どもに伝えたい「食」
と
「健康」の
基礎知識がこの一冊に凝縮！

絵

絵

定価2,420円
（本体2,200円）

②お弁当

食生活パーフェクトブック
定価1,760円
（本体1,600円）


小学校高学年以上／及び指導用
NDC494
岡村 理栄子 監著
A5判／ 152 ページ／並製本

簡単でおいしい朝ごはんレシピがいっぱい！

坂本廣子の食育自立応援シリーズ

食事で変わる子どもの未来

ちしきのもり

最新のおしゃれ障害を
イラストと写真で解説

和食の基本となる「だし」をきちんととって、おいしい料理をつくることができる子
どもたちを育てる書籍です。図書館の蔵書や家庭科の副読本としてもお役立て
いただけます。

①朝ごはん

定価1,760円
（本体1,600円）

写真絵本

写真絵本

小学校高学年以上／及び指導用
NDC498
内海 裕美 監修
A5判／ 136 ページ／並製本

和食の基本、
「だし」をとっておいしい料理をつくろう！

坂本廣子の食育自立応援シリーズ

使用を咎めるのではなく、上手
に使いながら
生活スタイルをつくることを伝
える内容です

ゲームやスマホの使いすぎは、心や体にどのような影響があるのでしょうか。子どもたちが
トラブルを防ぎ、心や体の健康を守るためにはどのような使い方がよいのか、オンライン
授業の受け方のポイントなどをイラストでわかりやすく伝えます。

NDC780

坂本廣子のだしの本

定価1,760円
（本体1,600円）

ゲームやスマホ、どうしてやりすぎちゃダメなの？

トップアスリートにいちばん近い場所で長年にわたって栄養サポートを行ってきた著者
が、スポーツに取り組んでいる子どもたちや周りのおとなたちのために送る一冊 。著者
への身近な質問やスポーツ栄養の基本、おいしくて簡単につくることができるレシピ20
種類を掲載しています。
ISBN978-4-87981-725-9
小学校中学年以上／及び指導用
亀井 明子 監著
Ｂ5判／ 80 ページ／並製本

スマホとゲーム障害

学校図書館向け書籍セット

学校図書館向け書籍セット

子どものためのスポーツ食トレ

セクシュアルマイノリティってなに？

その他の健康教育の書籍

定価1,980円
（本体1,800円）

セクシュアルマイノリティについて知るはじめの一冊

自分のセクシュアリティについて考えることをきっかけに、セクシュアルマイノリティとは何かということ、お互いの自分
らしさを尊重することが、世界を広くしていくということを思春期の子どもたちへ伝える絵本です。

知って防ごう熱中症
 NDC493 定価2,090円（本体1,900円）
小学校高学年以上／及び指導用

ISBN978-4-87981-253-7
田中 英登 著

ISBN978-4-87981-575-0

LGBTQを知っていますか？

20人に１人はいると言われる
「思春期」のセクシュアルマイノリティについて、専門家の解
説や当事者のインタビューを交えて解説した一冊 。養護教諭向けの章もあり、学校現場に
望まれる対応とともに、セクシュアルマイノリティ授業の例なども紹介しています。

ちしきのもり

知っておきたい 子どもの目のケア
ISBN978-4-87981-227-8
定価2,200円
（本体2,000円）
小学校高学年以上／及び指導用
NDC496

タバコは全身病 完全版
ISBN978-4-87981-418-0
 NDC498 定価2,640円（本体2,400円）
小学校中学年以上／及び指導用

たばこは全身病 女性編 在庫
少
ISBN978-4-87981-054-0
 NDC498 定価2,200円（本体2,000円）
小学校中学年以上／及び指導用

タバコは全身病 卒煙編
ISBN978-4-87981-186-8
定価2,090円
（本体1,900円）
小学校中学年以上／及び指導用
NDC498

命を蝕むドラッグ乱用
ISBN978-4-87981-212-4
定価2,090円
（本体1,900円）
小学校高学年以上／及び指導用
NDC493

ISBN978-4-87981-547-7
小学校高学年以上／及び指導用
NDC367
日高 庸晴 監著／星野 慎二 ほか 著
A5判／ 144 ページ／並製本

B5判／ 64 ページ／上製本

淺野 牧茂 著

B5判／ 120 ページ／上製本

中村 正和 監修／繁田 正子･加治 正行･加濃 正人 共著

B5判／64ページ／上製本

絵

ゆびのば姿勢学
定価2,090円
（本体1,900円）


なるほど呼吸学
定価1,980円
（本体1,800円）


呼吸について
クイズで楽しく学べる本

ISBN978-4-87981-642-9

ISBN978-4-87981-610-8

だ液の様々な働きを
クイズで楽しく学べる本
ISBN978-4-87981-576-7
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動物のうんちを通して
よくかむことの大切さが学べる本
ISBN978-4-87981-437-1
小学校低学年以上／及び指導用
NDC497
小菅 正夫 監修／岡崎 好秀 著
B5判／ 48 ページ／上製本

かむことがどうして大切なのか、
どんな効果があるのかを紹介
ISBN978-4-87981-509-5
小学校高学年以上／及び指導用
NDC497
岡崎 好秀 著
B5判／ 48 ページ／上製本

教えて恐竜！ ぼくたちの大切な歯
定価1,760円
（本体1,600円）

恐竜を通して、子どもたちの
歯の関心を高める本
ISBN978-4-87981-383-1
小学校低学年以上／及び指導用
NDC497
岡崎 好秀 著
B5判／ 48 ページ／上製本

辨野 義己・加藤 篤 共著

B5判／ 72 ページ／上製本

B5判／ 64 ページ／上製本

くすりの正しい使い方
 NDC499 定価2,090円（本体1,900円）
小学校中学年以上／及び指導用

ISBN978-4-87981-244-5
加藤 哲太 著

B5判／ 48 ページ／上製本

覚えておこう応急手当 -JRC蘇生ガイドライン2015対応ISBN978-4-87981-597-2
 NDC492 定価2,310円（本体2,100円）
小学校高学年以上／及び指導用

スポーツ障害
ISBN978-4-87981-439-5
小学校中学年以上／及び指導用

おしゃれ障害 在庫
少
ISBN978-4-87981-162-2
 NDC494 定価2,090円（本体1,900円）
小学校中学年以上／及び指導用

新・アルコールの害
ISBN978-4-87981-396-1
 NDC498 定価2,420円（本体2,200円）
小学校中学年以上／及び指導用

ずっとずっとじぶんの歯
ISBN978-4-87981-245-2
 NDC497 定価2,090円（本体1,900円）
小学校中学年以上／及び指導用

むし歯 ･ 歯周病は感染症
ISBN978-4-87981-166-0
定価2,090円
（本体1,900円）
小学校中学年以上／及び指導用
NDC497

思春期の月経
ISBN978-4-87981-260-5

小学校中学年以上／及び指導用

ＨＰＶ感染と予防対策
ISBN978-4-87981-380-0
 NDC375 定価2,200円（本体2,000円）
小学校高学年以上／及び指導用

加藤 啓一 監著

B5判／ 80 ページ／上製本

岡村 理栄子 編著

B5判／ 64 ページ／上製本

丸森 英史・武内 博朗 監修

B5判／ 40 ページ／上製本

定価2,090円
（本体1,900円）

NDC491
堀口 雅子 監著／板津 寿美江・江角 二三子・鈴木 幸子 著

B5判／64ページ／上製本

ストップ HIV ／ AIDS
 NDC493 定価2,420円（本体2,200円）
小学校高学年以上／及び指導用

ISBN978-4-87981-391-6
岡 慎一 著

B5判／ 72 ページ／上製本

男の子の体と性の悩み
定価2,090円
（本体1,900円）

小学校中学年以上／及び指導用
NDC491

ISBN978-4-87981-131-8
永尾 光一 著

B5判／ 62 ページ／上製本

奥脇 透 著

樋口 進 編著

眞木 吉信 著

林 謙治 監修

定価2,090円
（本体1,900円）

NDC780
B5判／ 64 ページ／上製本

B5判／ 74 ページ／上製本

B5判／ 60 ページ／上製本

B5判／ 74 ページ／上製本

性感染症〈第3版〉
定価2,090円
（本体1,900円）

小学校高学年以上／及び指導用
NDC498

ISBN978-4-87981-344-2

松田 静治・島本 郁子・岡 慎一 共著

B5判／ 52 ページ／上製本

女の子の体の発育と成長
 NDC495 定価2,090円（本体1,900円）
小学校中学年以上／及び指導用

ISBN978-4-87981-145-5
渡辺 尚 著

B5判／ 64 ページ／上製本
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動物おもしろカミカミうんち学
定価1,760円
（本体1,600円）


定価1,980円
（本体1,800円）

元気のしるし 朝うんち
 NDC491 定価2,200円（本体2,000円）
小学校中学年以上／及び指導用

ISBN978-4-87981-355-8

大関 武彦 著

食育の書籍

食育の書籍

小学校高学年以上／及び指導用
NDC497
岡崎 好秀 著
B5判／ 48 ページ／上製本

カミカミ健康学


A4判／ 72 ページ／上製本

小児のメタボリックシンドローム
 NDC493 定価2,090円（本体1,900円）
小学校中学年以上／及び指導用

ISBN978-4-87981-385-5

図書館担当先生の書籍

図書館担当先生の書籍

カミカミおもしろだ液学
定価1,980円
（本体1,800円）


小学校高学年以上／及び指導用
NDC498
今井 一彰 著
B5判／ 48 ページ／上製本

平山 宗宏 ･ 村田 光範 共著

B5判／ 56 ページ／上製本

理科の書籍

理科の書籍

足の指と姿勢の関係を
楽しく学ぶ本
小学校中学年以上
NDC498
今井 一彰 著
B5判／ 48 ページ／上製本
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あいうべ体操で息育

原田 幸男 監修

B5判／ 40 ページ／上製本

本

本

足指を広げてのばす

淺野 牧茂 監修

B5判／80ページ／上製本

絵

新 ･ 生活習慣病
定価2,530円
（本体2,300円）

小学校高学年以上／及び指導用
NDC493

ISBN978-4-87981-347-3

宮永 嘉隆 監著／ 勝海 修・川本 潔・手塚 聡一・髙橋 広 著

ちしきのもり

思春期のセクシュアルマイノリティについて解説した一冊

B5判／ 64 ページ／上製本

知って防ごう食中毒
ISBN978-4-87981-226-1
 NDC493 定価2,090円（本体1,900円）
小学校高学年以上／及び指導用
甲斐 明美 著

定価1,540円
（本体1,400円）

佐々木 政子・上出 良一 共著

写真絵本

写真絵本

小学校高学年以上／及び指導用
NDC367
中山 成子 絵／日高 庸晴 監修
B5横判／ 40 ページ／上製本

B5判／ 64 ページ／上製本

知って防ごう有害紫外線
 NDC494 定価2,090円（本体1,900円）
小学校高学年以上／及び指導用

ISBN978-4-87981-259-9

学校図書館向け書籍セット

学校図書館向け書籍セット

もっと自分を好きになる
ドキドキワクワク性教育５

少年写真新聞社 ２０２２年度ブックカタログ

専用注文書

●ご注文は、こちらのページをコピーして、取扱書店にお申し込みください。

注文書
ＩＳＢＮ
（下４ケタ）
978-4-87981-

748-8

お申し込みの商品のＩＳＢＮ
（下４ケタ）
、商品名、注文数をご記入ください。
商

品

名

注文数

新刊セット 人と動物の日本史図鑑【全5巻】

合
取扱書店名

計

学校・施設名

ご担当者名：

様

備考欄

株式会社

少年写真新聞社

FAX 03-3263-9400

