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学校図書館向け書籍セット

新刊
セット

よみものと絵本



いこうよ がっこうとしょかん

図書館担当先生の書籍

[ 全3巻 ] 揃定価（本体6,000円＋税）
オリエンテーション
におすすめ

学校図書館の紹介、本の扱い方、ＮＤＣを絵本で伝えるセット

理
科
社会と技術家庭
図書館担当先生の書籍

特別支援教育の書籍
食育の書籍
健康教育の書籍

横山 寿美代 監修
養護教諭の書籍

①みんな まってるよ！
ISBN978-4-87981-667-2

定価（本体2,000円＋税）

②本の声を聞きました
ISBN978-4-87981-668-9

定価（本体2,000円＋税）

ＬＧＢＴ関連の書籍

③としょかん町のバス
ISBN978-4-87981-669-6

先生と保護者の書籍

単冊でのお申し込み
4

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
何か、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。子どもたちへの読み
聞かせにおすすめです。

定価（本体2,000円＋税）

30ページをご参照ください。

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

博物館のプロのスゴ技で自然を調べよう
理

[ 全4巻 ] 揃定価（本体8,000円＋税）

科

安価な材料や道具
で、だれでもでき
る

自然を調べるプロのスゴ技を子どもたちに大公開！

よみものと絵本



学校図書館向け書籍セット

新刊
セット

理
科
社会と技術家庭
図書館担当先生の書籍

特別支援教育の書籍
食育の書籍

②観察と調査
ISBN978-4-87981-678-8 定価（本体2,000円＋税）

ＬＧＢＴ関連の書籍

③標本と工作
ISBN978-4-87981-679-5 定価（本体2,000円＋税）

④展示と発表

ISBN978-4-87981-681-8

ISBN978-4-87981-680-1 定価（本体2,000円＋税）

小学校中学年～中学生
NDC460
AB 判／各巻48 ページ／図書館堅牢本

先生と保護者の書籍

単冊でのお申し込み

養護教諭の書籍

①発見と採集
ISBN978-4-87981-677-1 定価（本体2,000円＋税）

健康教育の書籍

小川 誠・奥山 清市・矢野 真志 共著

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
入る道具や材料です。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。

22ページをご参照ください。
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学校図書館向け書籍セット

新刊
セット


たべるってたのしい！セット２
[ 全3巻 ] 揃定価（本体5,400円＋税）

よみものと絵本

食育の書籍

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！
読み聞かせにおす
すめ

理
科
社会と技術家庭
図書館担当先生の書籍

特別支援教育の書籍

しちふくじんの かみかみレストラン
ISBN978-4-87981-685-6

定価（本体1,800円＋税）

ようこそ！もりの マナーがっこうへ
ISBN978-4-87981-686-3

定価（本体1,800円＋税）

食育の書籍

だいずさんちは だいかぞく
ISBN978-4-87981-687-0

健康教育の書籍

単冊でのお申し込み

シリーズ第２弾は、よくかんで食べること、食事のマナー、
姿をかえる大豆を取り上げ、それぞれのテーマの専門家
に監修をしていただきました。読むうちに、子どもたち自身
が食の大切さに気づく絵本です。

定価（本体1,800円＋税）

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

34ページをご参照ください。

たべるってたのしい！セット

養護教諭の書籍



[ 全3巻 ] 揃定価（本体5,400円＋税）

食育の書籍

心と体の栄養になる食育絵本

ＬＧＢＴ関連の書籍

このシリーズは、食べることの楽しさを子どもたちに伝え、子
どもたちに身につけてもらいたいことを専門家の先生の監修
を受けて、制作した絵本です。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。

先生と保護者の書籍

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

単冊でのお申し込み
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34ページをご参照ください。



[ 全4巻 ] 揃定価（本体11,200円＋税）

よみものと絵本

社会と技術家庭

自立への第一歩！ 楽しく学べる家事のひけつ

理

知っているようで知らない毎日の家事につ
いて学べるシリーズ。その歴史や実践ポイン
トを紹介しながら、子どもの自立への第一歩
をサポートします。家事で使う用語を英語に
して掲載し、身近な家事を通して英語も覚え
られます。楽しく学んで「家事の達人」に近
づこう！

科
社会と技術家庭
図書館担当先生の書籍

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

特別支援教育の書籍

単冊でのお申し込み

29ページをご参照ください。

[ 全3巻 ] 揃定価（本体6,600円＋税）

食育の書籍

健康教育の書籍

子どもに伝える！ 未来に伝える！ 行事食

養護教諭の書籍

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です。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。

ＬＧＢＴ関連の書籍

ISBN978-4-87981-482-1

先生と保護者の書籍

小学校中学年以上
NDC596
坂本 廣子 著／奥村 彪生 監修
AB 判／各巻48 ページ／上製本

単冊でのお申し込み

食育の書籍

坂本廣子のつくろう
！ 食べよう！ 行事食セット


学校図書館向け書籍セット

きみもなれる！ 家事の達人セット

35ページをご参照ください。
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学校図書館向け書籍セット

こども食育ずかんセット


[ 全4巻 ] 揃定価（本体9,200円＋税）

よみものと絵本

食育の書籍

将来、食の自立を目指す子どもたちに
本当に伝えたい食育の知識

理

子どもたちに本当に伝えたい「食育」をイラストやまんがでわかり
やすく解説しました。朝ごはんの大切さやバランスのよい食事（栄
養素）のとり方、日本各地の郷土料理、世界の飢餓など、
「食」を
通して身近な問題から地球環境の課題まで学ぶことができます。

科
社会と技術家庭

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

図書館担当先生の書籍

危険予測シリーズ


よみものと絵本

単冊でのお申し込み
36ページをご参照ください。

どこがあぶないのかな？ セット
[ 全5巻 ] 揃定価（本体9,000円＋税）

特別支援教育の書籍

このあとどうなる？どうすればいい？

食育の書籍

危険を回避する力を育む新シリーズ。昔の子どもたちは多くの大人
に見守られ、危ない時には声をかけてもらい、何が危険かを日々の
生活の中で学びながら育ちました。本シリーズでは、現代の子ども
たちの危険予測能力を育てるためには何が必要かを、具体例を挙
げてわかりやすく絵本で紹介します。

ISBN978-4-87981-539-2
健康教育の書籍

小学校低学年〜中学年
NDC374
B5判／各巻44 ページ／上製本

危険予測シリーズ

養護教諭の書籍

よみものと絵本

単冊でのお申し込み
16ページをご参照ください。

どこがあぶないのかな？2 セット
[ 全3巻 ] 揃定価（本体5,400円＋税）

ＬＧＢＴ関連の書籍

危険を回避する力を育むシリーズ、
第２弾！

シリーズ第２弾 。日頃から安全な行動が取れるように危険を予測し回
避する能力を育て、子どもたちが事故に遭うのを防ぐだけではなく、
加害者の立場にもならないようにします。

先生と保護者の書籍

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
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単冊でのお申し込み
16ページをご参照ください。

[ 全3巻 ] 揃定価（本体5,400円＋税）

よみものと絵本

健康教育の書籍

学校図書館向け書籍セット

からだはすごいよ！ セット
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

理

一番身近な不思議である“自分の体”についての絵本 。第１弾の
テーマは「心臓」
「うんち」
「背」です。読みながら自分の体のすごさ
を感じることで、自己肯定感が育ちます。

科

小学校低学年以上
NDC491
B5横判／各巻32ページ／上製本

社会と技術家庭

ISBN978-4-87981-456-2

単冊でのお申し込み
37ページをご参照ください。

健康教育の書籍

[ 全3巻 ] 揃定価（本体5,400円＋税）

特別支援教育の書籍

人間の体の不思議とすばらしさを
改めて発見できる絵本シリーズ

図書館担当先生の書籍

からだはすごいよ！2 セット

第２弾のテーマは「睡眠」
「体温」
「つめ」です。読みながら、自分の
体のはたらきと、そのすごさ、すばらしさに気づくことで、自分を大
切にする気持ちが育ちます。

食育の書籍

ISBN978-4-87981-504-0

単冊でのお申し込み
37ページをご参照ください。

健康教育の書籍

小学校低学年以上
NDC491
B5横判／各巻32 ページ／上製本

健康教育の書籍

[ 全3巻 ] 揃定価（本体5,400円＋税）

第3弾のテーマは
「毛」
「歯」
「筋肉」
です。体毛が持つ役割と大切さ、
丈夫な歯がなぜ必要なのか、筋肉の本当の役割を解説します。

小学校低学年以上
NDC491
B5横判／各巻32 ページ／上製本

先生と保護者の書籍

ISBN978-4-87981-619-1

ＬＧＢＴ関連の書籍

自己肯定感を育む、
絵本シリーズ第3弾！

養護教諭の書籍

からだはすごいよ！3 セット

単冊でのお申し込み
37ページをご参照ください。
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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

よみものと絵本

健康教育の書籍

性教育セット
[ 全4巻 ] 揃定価（本体7,200円＋税）

思春期の子どもたちが「性」を楽しく学べる

理

思春期の入り口や、まっただ中にいる子ども
たちのために作りました。自然に「性」を学
べる絵本仕立てで、科学的にも読み応え十
分の内容 。「性」を肯定的にとらえ自己肯定
感を育てるヒントが満載です。

科
社会と技術家庭

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

図書館担当先生の書籍

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？』
詳細は38ページをご参照ください。

特別支援教育の書籍

単冊でのお申し込み

38ページをご参照ください。

※
『セクシュアルマイノリティってなに？』はセットには
含まれておりません。

食育の書籍

新しい歯のみがき方セット
健康教育の書籍

[ 全3巻 ] 揃定価（本体5,400円＋税）

健康教育の書籍

低・中・高学年に合わせた歯みがき入門書！

養護教諭の書籍

小学校低・中・高学年それぞれに合わせ
た歯のみがき方を紹介 。みがき方のポイン
トはもちろん、歯肉炎やむし歯、間食やかむ
ことの大切さなどについても貴重な写真入
りで解説します。

ＬＧＢＴ関連の書籍

ISBN978-4-87981-458-6
先生と保護者の書籍

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

単冊でのお申し込み
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43ページをご参照ください。

[ 全4巻 ] 揃定価（本体9,600円＋税）

科

よみものと絵本

理

新学習指導要領の目標、
「科学的に探究する力」が身につきます！

社会と技術家庭
図書館担当先生の書籍

小学校中学年以上
NDC407
AB 判／各巻48 ページ／上製本

特別支援教育の書籍

23ページをご参照ください。

[ 全3巻 ] 揃定価（本体7,500円＋税）

養護教諭の書籍
ＬＧＢＴ関連の書籍

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。地球の隅だけではなく、身近なところで
も起こっているこれらの事象を「地球の異
変」として取り上げています。

健康教育の書籍

地球の異変を子どもたちに伝えるシリーズ

食育の書籍

地球の危機をさけぶ生きものたちセット
科

科

ISBN978-4-87981-654-2

理

理

科学的な探究は、
ふしぎなこと
（科学のタネ）
に気づくことから始まります。そして、科学
的な研究方法を身につけて、よく考えて仮
説を立て、
観察や実験で確かめ、
科学のタネ
（ふしぎなこと）が育つ（わかる）のを楽しみ
ながら進めることが大切です。この本はそう
した理科の自由研究を物語にして、主体的
で科学的な探究活動の進め方を子どもたち
に伝えます。各巻は、エネルギー、粒子、生
命、地球の４分野で、新学習指導要領の教
科の目標に対応しています。

単冊でのお申し込み

学校図書館向け書籍セット

科学のタネを育てようセット

ISBN978-4-87981-627-6
先生と保護者の書籍

小学校高学年以上
NDC468
AB 判／各巻48 ページ／上製本

単冊でのお申し込み

23ページをご参照ください。
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学校図書館向け書籍セット

いのちのかんさつセット

よみものと絵本

理

科

[ 全3巻 ] 揃定価（本体5,400円＋税）

身近な生きものの
飼育・観察の仕方がわかる

理

私たちの身近にいる生き物のアゲハ、カエル、メダカの飼育の仕
方、自然の中での姿や“いのち”を育む様子などを一つずつ観察す
るための手引きとなるよう、それぞれの生き物を精緻なイラストとて
いねいな解説で紹介しています。

科
社会と技術家庭

ISBN978-4-87981-407-4
小学校中学年以上
NDC480
B5判／各巻48ページ／上製本

単冊でのお申し込み
25ページをご参照ください。

図書館担当先生の書籍

いのちのかんさつ２ セット
理

科

[ 全3巻 ] 揃定価（本体5,400円＋税）

特別支援教育の書籍

「いのち」の輝きと不思議を
精緻なイラストとともに伝える

食育の書籍

昆虫の家畜「カイコ」、身近な外来生物「ザリガニ」、生態がよくわ
かっていない「ホタル」の飼育の仕方、自然の中での姿や“いのち”
を育む様子などを一つずつ観察するための手引きとなるよう、それ
ぞれの生き物を精緻なイラストと写真、ていねいな解説で紹介して
います。
ISBN978-4-87981-471-5

健康教育の書籍

小学校中学年以上
NDC480
B5判／各巻48 ページ／上製本

単冊でのお申し込み
25ページをご参照ください。

養護教諭の書籍

ネットで見たけどこれってホント？ セット
社会と技術家庭

[ 全3巻 ] 揃定価（本体6,000円＋税）

ＬＧＢＴ関連の書籍

ネット情報への疑問が、
情報を見分ける力を育てます！

先生と保護者の書籍

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、
自分の生活をよりよくする情報を見分ける力、
“メディアリテラシー”を養います。
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

12

単冊でのお申し込み
28ページをご参照ください。

科

発見・体験！
地球儀の魅力
セット

社会と技術家庭

社会と技術家庭

ほ乳類の自然界での活躍と
人との深いつながりを
知ろう！

知っているようで知らない
地球の姿をつたえます

読んで学べる！
地球儀に親しむための
入門セット

ISBN978-4-87981-411-1

ISBN978-4-87981-455-5

ISBN978-4-87981-415-9

社会と技術家庭

[ 全3巻 ]
揃定価（本体7,500円＋税）
科

[ 全5巻 ]
揃定価（本体15,000円＋税）

理

[ 全3巻 ]
揃定価（本体5,400円＋税）

よみものと絵本

理

気候帯でみる！
自然環境セット

学校図書館向け書籍セット

ほ乳類は野生動物
のスーパースター
セット

小学校高学年以上
NDC290
AB 判／各巻40 ページ／上製本

単冊でのお申し込み

単冊でのお申し込み

単冊でのお申し込み

26ページをご参照ください。

28ページをご参照ください。

29ページをご参照ください。

子ども大冒険
ずかんセット
社会と技術家庭

[ 全4巻 ]
揃定価（本体9,200円＋税）

[ 全4巻 ]
揃定価（本体9,200円＋税）

[ 全3巻 ]
揃定価（本体6,000円＋税）

読んで、理解し、
行動する！
！
子どもたちの生活習慣
改善バイブル

読んで、理解し、
行動する！！
子どもたちの生活習慣
改善バイブル

住んでいる地域や
時代を超えて
生きるための力と知恵に
気づきます

教科書だけでは伝えきれない健康の知識
を、イラストやマンガでわかりやすく解説 。子
どもたちが自ら学ぶことを目的とした書籍で
す。

大好評の「こども健康ずかん」第２弾 。大切
なのに、なかなか学ぶ機会のないテーマを
ビジュアル資料満載で展開した自学自習教
材です。

ISBN978-4-87981-289-6

ISBN978-4-87981-336-7

ＬＧＢＴ関連の書籍

健康教育の書籍

養護教諭の書籍

健康教育の書籍

在庫
少

健康教育の書籍

こども健康ずかん
セット Vol.2

食育の書籍

こども健康ずかん
セット Vol.1

特別支援教育の書籍

小学校高学年以上
NDC450
A4判／各巻32 ページ／上製本

図書館担当先生の書籍

小学校中学年以上
NDC480
B5判／各巻40 ページ／上製本

ISBN978-4-87981-377-0

小学校中学年以上
NDC374
B5判／各巻48 ページ／上製本

小学校高学年以上
NDC300
B5判／各巻72 ページ／上製本

単冊でのお申し込み

単冊でのお申し込み

単冊でのお申し込み

43ページをご参照ください。

43ページをご参照ください。

29ページをご参照ください。

先生と保護者の書籍

小学校中学年以上
NDC374
B5判／各巻48 ページ／上製本
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学校図書館向け書籍セット

新刊 「いただきます」を考える

定価
（本体1,600円＋税）
小学校3、5年生で習う
食料生産や流通につい
て
詳しく学べるので、調べ
学習に最適です！

ごはんは、世界とつながっている

よみものと絵本

その食べ物は、どこで、だれが作ったものなのでしょうか？ 一つ一つの食べ物は、わたし
たちの食卓に上るまでに長い長い旅をし、たくさんの人たちの努力に支えられています。
大切な食べ物とそれを生産する農業について、いっしょに考えていきましょう。
ISBN978-4-87981-693-1
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

理
科

新刊

将棋の駒はなぜ歩が金になるの？

定価
（本体1,600円＋税）
初心者の人も詳しい人も
将棋が楽しくなる話がいっ
ぱい

のぞいてみよう！ 将棋の歴史・今・未来
社会と技術家庭

世界にある「王様を取るゲーム」の中で、ほかにはない独自のルールを持つ日本の将棋 。
将棋はどこからやって来て、どのように発展したのか？ なぞの多い将棋の歴史、将棋界の
今、名人とコンピュータの対局など、現役棋士目線の話がいっぱいです。
ISBN978-4-87981-684-9

図書館担当先生の書籍

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

特別支援教育の書籍

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
（本体1,600円＋税）
定価
（本体1,600円＋税）


意外な発見がいっぱい！
郵便の歴史をめぐる旅に出発

使いたくなくても使っちゃう!?
擬音語・擬態語のひみつ

ISBN978-4-87981-656-6

ISBN978-4-87981-658-0

食育の書籍

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

健康教育の書籍

小林先生に学ぶ動物行動学
定価
（本体1,600円＋税）

おもしろくって、ためになる！
動物行動学への入門書

養護教諭の書籍

ISBN978-4-87981-641-2
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

ＬＧＢＴ関連の書籍

英語でわかる！ 日本・世界
定価
（本体1,600円＋税）


先生と保護者の書籍

外国人の疑問や驚きから、
日本が見えてくる？
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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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


定価
（本体1,600円＋税）

環境を守り、人を生かす、
知られざる森の働き
ISBN978-4-87981-587-3

● 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？


定価
（本体1,600円＋税）

江戸時代、
日本にはすごい算数があった！
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

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

令和２年度

学校図書・小学５年生（下）
国語の教科書掲載

ISBN978-4-87981-529-3

ISBN978-4-87981-533-0

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

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

本は、どこから来たの？

ISBN978-4-87981-506-4

ISBN978-4-87981-493-7

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

機械にニンベンをつける
働きかたってなんだろう？

恐ろしいだけじゃない、
隕石のひみつとは？

ISBN978-4-87981-486-9

ISBN978-4-87981-499-9

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

500円玉の旅


児童文学作家・富安陽子の新境地！
妖怪学の入門書

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

定価
（本体1,500円＋税）

子どものための
再生可能エネルギー入門
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
（本体1,500円＋税）

放射線がどんなものかを
正しく理解できる本

先生と保護者の書籍

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



教育出版・小学６年生（上）
国語の教科書掲載

ＬＧＢＴ関連の書籍

ISBN978-4-87981-434-0

知ろう！ 再生可能エネルギー
令和２年度

養護教諭の書籍

ISBN978-4-87981-430-2

ISBN978-4-87981-478-4

これできみも
「モグラ博士」に！

定価
（本体1,500円＋税）

健康教育の書籍

大天狗先生の㊙妖怪学入門
定価
（本体1,600円＋税）


第62回
産経児童出版文化賞
産経新聞社賞受賞

食育の書籍

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

定価
（本体1,500円＋税）

定価
（本体1,600円＋税）

特別支援教育の書籍

町工場のものづくり


図書館担当先生の書籍

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

巨大隕石から地球を守れ
定価
（本体1,600円＋税）




社会と技術家庭

やさいの知られざるひみつ、
教えます

科

本について授業をはじめます
定価
（本体1,600円＋税）


理

どうしてトウモロコシにはひげがあるの？
定価
（本体1,600円＋税）


はじめまして モグラくん

定価
（本体1,600円＋税）

よみものと絵本

幸せって、
まずしさって
なんだろう？

定価
（本体1,600円＋税）

「走る」のなぞをさぐる


学校図書館向け書籍セット

幸せとまずしさの教室


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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学校図書館向け書籍セット

新刊 東大教授が教える とっておきスポーツ上達ドリル

定価
（本体1,800円＋税）

とっておきドリルで、ぐんぐん運動がうまくなる！

子どもが自分で見て練
習できます

よみものと絵本

運動がうまくなるためには、漫然とトレーニングをするよりも、体のしくみを知り、効率よく
体を動かして練習することが大切です。そのような練習方法である＜ドリル＞を、イラスト
満載で紹介 。大きな力を出すコツや効果的な練習のポイントを教えます！
ISBN978-4-87981-694-8
小学校高学年～中学生／教師向
深代 千之 監修
B5判／ 96 ページ／並製本

理
科

どこがあぶないのかな？ ①学校
定価
（本体1,800円＋税）


社会と技術家庭

学校での危ない行動を
具体的に紹介します
ISBN978-4-87981-534-7

どこがあぶないのかな？ ②家
定価
（本体1,800円＋税）

家だからといって油断は禁物！
いたるところに危険がいっぱい！？
ISBN978-4-87981-535-4

図書館担当先生の書籍

特別支援教育の書籍

小学校低学年〜中学年
NDC374
渡邉 正樹 監修
B5判／ 44 ページ／上製本

小学校低学年〜中学年
NDC374
渡邉 正樹 監修
B5判／ 44 ページ／上製本

どこがあぶないのかな？ ③まち
定価
（本体1,800円＋税）


どこがあぶないのかな？ ④ぼうさい
定価
（本体1,800円＋税）


まちは危険だらけ！？
あらゆる想定が必要です
ISBN978-4-87981-536-1

防災のために知っておきたい
重要なこととは？
ISBN978-4-87981-537-8

食育の書籍
健康教育の書籍

小学校低学年〜中学年
NDC374
渡邉 正樹 監修
B5判／ 44 ページ／上製本

小学校低学年〜中学年
NDC374
渡邉 正樹 監修
B5判／ 44 ページ／上製本

どこがあぶないのかな？ ⑤ぼうはん
定価
（本体1,800円＋税）


どこがあぶないのかな？ ⑥自転車
定価
（本体1,800円＋税）


どこにでも潜む悪い人たちから、
自らの身を守るためには

養護教諭の書籍

ISBN978-4-87981-538-5

自転車の交通ルールを守って
いても事故が起きる！？
ISBN978-4-87981-612-2

ＬＧＢＴ関連の書籍

小学校低学年〜中学年
NDC374
渡邉 正樹 監修
B5判／ 44 ページ／上製本

小学校低学年～中学年
NDC374
渡邉 正樹 監修
B5判／ 44 ページ／上製本

どこがあぶないのかな？ ⑦水べ
定価
（本体1,800円＋税）


どこがあぶないのかな？ ⑧野山
定価
（本体1,800円＋税）


先生と保護者の書籍

夏以外の時期にも多い！？
身近な水辺の事故に要注意！
ISBN978-4-87981-613-9
小学校低学年～中学年
NDC374
渡邉 正樹 監修
B5判／ 44 ページ／上製本
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NDC780

自然がいっぱいの野山は危険も
いっぱい？
その危険、回避できます！
ISBN978-4-87981-614-6
小学校低学年～中学年
NDC374
渡邉 正樹 監修
B5判／ 44 ページ／上製本

学校図書館向け書籍セット

新刊 減っているってほんと！？ 日本カエル探検記

定価
（本体1,600円＋税）

減ってるの？ 日本のカエル全48種を訪ねて確かめた！

よみものと絵本

田んぼや渓流、都会の公園など、それぞれの水辺環境に合わせて魅力的な生き方をしているカエル。そのカ
エルを撮り続けてきた著者が感じるカエルの減少 。それはどうして？ 日本列島にすむカエル全48種のすみか
を訪れてカエルの産卵などを観察しながら、減った理由を探ってみました。
ISBN978-4-87981-671-9
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

理

やんばるの森

科

定価
（本体1,500円＋税）

命をはぐくむ亜熱帯の森

社会と技術家庭

地図にも載っていない、小さな小さな「やんばる」の森は、世界にも類を見ない、魅力的で珍しい動植物の宝
庫です。「ヤンバルクイナ」や「ヤンバルテナガコガネ」に代表される「やんばる」の自然の希少性や人の暮ら
しとの関わり、抱える課題などを紹介します。

虫のしわざ探偵団

図書館担当先生の書籍

ISBN978-4-87981-647-4
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
（本体1,500円＋税）

学校プールのヤゴのなぞ

厚生労働省
児童福祉文化財に
選ばれました

食育の書籍

ISBN978-4-87981-636-8
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

特別支援教育の書籍

自然界最大のミステリー「虫のしわざ」を探せ！

自然の中でみかけるヘンなモノ。その多くは「虫のしわざ」で、食べあとや巣、フンなどいろいろあります。みな
さん（探偵団）のミッションは、
「虫のしわざ」を見つけてその正体を探り、虫の生活のなぞを明かすことです。
子どもたちが喜ぶ発見が満載です。

定価
（本体1,500円＋税）
健康教育の書籍

ヤゴがすむ！ 学校プールはなぞだらけ？

水泳授業の後の、学校プールにすむヤゴ。トンボがいつ卵を産んで、どのように育つのか？ そのなぞを探りま
す。都会のトンボを通して、身近な自然に触れるおもしろさと大切さを子どもたちに伝えます。

ＬＧＢＴ関連の書籍

はじめて見たよ！セミのなぞ

養護教諭の書籍

ISBN978-4-87981-628-3
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

定価
（本体1,600円＋税）

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！

一生の大半を地中で過ごすセミの生活はわからないことだらけ。だから自分でそのなぞを解き明かすしかな
い！そんな思いをもち、日本各地を回ってセミのなぞを探った昆虫写真家の写真絵本です。

先生と保護者の書籍

ISBN978-4-87981-603-0
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
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学校図書館向け書籍セット

空を飛ぶ昆虫のひみつ


定価
（本体1,500円＋税）

鮮明な写真で捉えた、空を飛ぶ昆虫のなぞ！

リヤカーマンって知ってるかい？
定価
（本体1,400円＋税）

リヤカーを引き続け、歩いた距離４万７千キロ！

よみものと絵本

ISBN978-4-87981-598-9

ISBN978-4-87981-586-6

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

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

理
科

えんとつと北極のシロクマ
定価
（本体1,400円＋税）


社会と技術家庭

地球のはしっこで、
異変が起きている…

ウミガメ いのちをつなぐ岬
定価
（本体1,400円＋税）

ウミガメの産卵から子ガメの旅立ちと見守る
人びとの物語
教育出版・小学４年生（下）国語の教科書掲載
令和２年度

ISBN978-4-87981-572-9

光村図書・小学４年生 道徳の教科書掲載

ISBN978-4-87981-527-9

図書館担当先生の書籍

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

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

大津波のあとの生きものたち

みんなのチャンス

特別支援教育の書籍

定価
（本体1,400円＋税）

大津波をくぐりぬけた生きものたちは、
なぜ消えたのか？

定価
（本体1,400円＋税）

なぜ子どもたちは路上で生きるのか？
日本の子どもたちにおくるメッセージ

ISBN978-4-87981-514-9

ISBN978-4-87981-500-2

食育の書籍

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

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

健康教育の書籍

さかなちゃん

定価
（本体1,400円＋税）

愉快な「さかなくい」たちが大集合 !! 魚が食べたくなる絵本です
さかなちゃんは何より魚が大好きな女の子 。ある日、
「さかなくいおうけっていせん」に参加すると、そこに集ま
るのは愉快な「さかなくい」たちばかり。さかなちゃんは優勝できるのかな!?

養護教諭の書籍

ISBN978-4-87981-649-8
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

ＬＧＢＴ関連の書籍

ニャンコどこいった？

定価
（本体1,400円＋税）

平和なわが家に、かいじゅうニャートンプーがやってきた！

先生と保護者の書籍

ねこのいるある家族にあかちゃんが生まれました。しかし、ねこにとっては何者
かわかりません。「あれはニャンだ…」。その正体は、かいじゅうニャートンプー
だったのです…！
ISBN978-4-87981-639-9
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

18

うちに帰りたくないときによむ本

定価
（本体1,800円＋税）

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

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

理

すき

定価
（本体1,500円＋税）

科

新刊

よみものと絵本

うちに帰りたくない
「ぼく」
が、公園で出会った乱暴な
「あいつ」。反発しあいながらも、二人は徐々にうちとけあっ
ていくのですが……。児童虐待のトラブルを抱える子どもたちへ、
「だれかに話してみよう」というメッセージを
伝える絵本です。

学校図書館向け書籍セット

新刊

きみの「すき」はなに？「すき」を描いた物語
社会と技術家庭

ぼくの「すき」な場所、人、わたしの「すき」な言葉、色……。「すき」とい
う気持ちは、元気やよろこび、活力、楽しさを与えてくれます。春夏秋冬、
日常にある「すき」を描いた、ある家族の物語 。きみの「すき」はなに？ 自
分の「すき」なことを話すきっかけになる一冊です。
ISBN978-4-87981-690-0

新刊

いろいろ いろんな からだの ほん

図書館担当先生の書籍

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

定価
（本体1,900円＋税）
大好評『いろいろ いろんな
かぞくの ほん』
と
同じシリーズのからだ編です
！

生まれてからおとなになるまで「からだ」は成長し、変化する。そのあとも死ぬまで変化し
続ける。人間の「からだ」についていろいろな疑問や考えるヒントを楽しいイラストで紹介
する絵本 。自分の「からだ」がどんなにすばらしいか、この絵本を読んで考えてみよう。

特別支援教育の書籍

じぶんのからだが、どんなにすばらしいか知ってる？

ISBN978-4-87981-695-5

いろいろ いろんな かぞくの ほん

食育の書籍

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
（本体1,900円＋税）
健康教育の書籍

家族の形はいろいろ。きみの家族はどんな家族？
何人でも、どんな暮らし方をしていても家族は家族 。
この絵本では、様々な家庭や生活をユーモアあふれるイラストで紹介しています。

養護教諭の書籍

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
（本体1,800円＋税）

子どもたちに伝えたい「いのちのバトンタッチ」

ISBN978-4-87981-659-7
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
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先生と保護者の書籍

ある日、けんたの家に、長い間入院していたひいおばあちゃんが帰ってきました。
大好きな「とみばあちゃん」が帰ってきて嬉しいけんたは、触れ合いを通して、
それからの日々が「さよならのじゅ
んび」であることを理解していきます。

ＬＧＢＴ関連の書籍

さよならのじゅんび

学校図書館向け書籍セット

ぽちっと あかい おともだち

定価
（本体1,600円＋税）

雪の中で出会った、小さなふたりの物語

よみものと絵本

ママとはぐれたホッキョクグマの男の子ミキ。遠くに見える
「ぽちっと赤いもの」
に近づいていくと、それは真っ赤な服の女の子でした…。
第11回
ようちえん絵本大賞
受賞

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／福本 友美子 訳
237×278㎜／ 32 ページ／上製本

理
科

ある あさ

定価
（本体1,600円＋税）

ツノをなくしたシカが大切なものを見つけるまで
社会と技術家庭

大切なものを失ったとき、どうすればいいのか。人は何かを失い、立ち上が
る中で、大切な何かを得る。喪失と再生の物語です。
ISBN978-4-87981-596-5

図書館担当先生の書籍

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

いわんこっちゃない

いもうとガイドブック

特別支援教育の書籍





定価
（本体1,500円＋税）

いもうとのあつかい方、
おしえます！

おじいちゃんとぼくの日常から
楽しくことわざに触れよう！

食育の書籍

ISBN978-4-87981-520-0
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／
第63回
福本 友美子 訳
産経児童出版文化賞
A4判変型／ 26 ページ／
翻訳作品賞受賞
上製本

健康教育の書籍

あいうえおばけ


ISBN978-4-87981-505-7
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

よういどん
定価
（本体1,000円＋税）



定価
（本体1,000円＋税）

養護教諭の書籍

きこえとことばの教室で
使われていることばあそび絵本

ことばの先生の
ことばあそび絵本 第２弾 !!

ISBN978-4-87981-200-1

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

ＬＧＢＴ関連の書籍

シロクマのラジオたいそう


定価
（本体1,000円＋税）

先生と保護者の書籍

ことばの先生の
ことばあそび絵本 第３弾 !!
ISBN978-4-87981-393-0
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
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定価
（本体1,400円＋税）

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

てんかん啓発絵本 ぼくにもできるよ！


ともだちが急にたおれた!!
きみならどうする？

定価
（本体1,800円＋税）

ISBN978-4-87981-522-4
小学校低学年以上
NDC493
公益社団法人日本てんかん協会 監修／
みやざきこゆる 絵
B5横判／ 28 ページ／上製本

おばあちゃんのアラッ？

学校図書館向け書籍セット

礼儀作法絵本

定価
（本体1,800円＋税）

おばあちゃんの「アラッ？」から、見直す礼儀作法

ISBN978-4-87981-666-5
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

よみものと絵本

日常生活でのおばあちゃんの
「アラッ？」
の一言から、
自分の姿を見直す登場人物を通して、
人を大切にする礼儀作法を学んでいく本です。お互いを気遣いあう日本の良さを次の世
代につなげるために、子どもたちに読んでほしい一冊です。

理

おとなも学べるこども礼儀作法

科

定価
（本体1,500円＋税）

礼儀の基本は「相手を大切にする心」心を育てる礼法の本

ISBN978-4-87981-469-2
NDC385

きもち
定価
（本体1,900円＋税）

自分の長所を
言葉にしてみよう
ISBN978-4-87981-585-9

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

自分らしさを生かした
自分づくりを進めるために

李 錦玉･朝鮮のむかし話2

不思議で、思わずくすっと
笑ってしまうお話

さまざまな動物が織り成す
にぎやかなお話

小学校中学年以上
NDC929
李 錦玉 文／金 正愛 画
A5判／ 112 ページ／上製本

李 錦玉･朝鮮のむかし話3

食いしんぼうのトラとおばあさん
定価
（本体1,500円＋税）


かみにしゃくなげの花
定価
（本体1,500円＋税）


ISBN978-4-87981-303-9

ISBN978-4-87981-304-6

小学校中学年以上
NDC929
李 錦玉 文／金 正愛 画
A5判／ 112 ページ／上製本

親や子、恋人などの大切な
人を思う心を題材にしたお話

先生と保護者の書籍

ISBN978-4-87981-302-2

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

ＬＧＢＴ関連の書籍

李 錦玉･朝鮮のむかし話１

養護教諭の書籍

ISBN978-4-87981-562-0

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

健康教育の書籍

アイデンティティの作り方〈新装版〉
定価
（本体900円＋税）


ISBN978-4-87981-561-3

おばけのトケビはわすれんぼう
定価
（本体1,500円＋税）


感情の種類を知って自分を
客観視できるための本

食育の書籍

読めば、自分の生き方を考えることの
大切さに気づきます！

定価
（本体1,900円＋税）

ISBN978-4-87981-477-7

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
260×235㎜／ 32 ページ／上製本

マージナルマン〈新装版〉
定価
（本体900円＋税）




特別支援教育の書籍

ぼくのいいとこ


図書館担当先生の書籍

小学校高学年以上／教師向
尾崎 文春 著
A5判／ 128 ページ／並製本

社会と技術家庭

礼儀作法というと堅苦しく考えてしまいがちですが、基本は「相手を大切にする心」です。
どうすれば「相手を大切にする」ことができるのか、
「礼儀作法 まちがいさがし」などを通
してゲーム感覚で基本をおさえ、どのような場でも応用がきく力を育てます。

小学校中学年以上
NDC929
李 錦玉 文／金 正愛 画
A5判／ 112 ページ／上製本
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学校図書館向け書籍セット

新刊

博物館のプロのスゴ技で自然を調べよう①発見と採集

定価
（本体2,000円＋税）

子どもたちに自然を調べるための秘密のスゴ技を大公開！

よみものと絵本

自然調べは、生きものや鉱物などを発見して、採集するこ
とから始まります。自然の中の温度や風、鳴き声やにおい、
生きものの食べあとやフンなどを敏感に感じ取り、生きも
のや鉱物などを発見していくプロのスゴ技を、博物館学
芸員の著者が子どもたちに伝えます。
ISBN978-4-87981-677-1

理

小学校中学年～中学生
NDC460
小川 誠・奥山 清市・矢野 真志 共著
ＡB 判／４8 ページ／図書館堅牢本

科
社会と技術家庭

新刊

博物館のプロのスゴ技で自然を調べよう②観察と調査

定価
（本体2,000円＋税）

観察と調査のプロのスゴ技を子どもたちに伝授します！

図書館担当先生の書籍

生きものたちのリアルな生活を観察や調査するためのス
ゴ技が満載！ 身近で手に入る道具を使った、夜空を滑空
するムササビの観察や箱メガネの水中観察、冬越しの生
きもの調査やセミの抜けがら調査など、プロの自然の調
べ方は、理科の授業でも活用できます。
ISBN978-4-87981-678-8

特別支援教育の書籍

小学校中学年～中学生
NDC460
小川 誠・奥山 清市・矢野 真志 共著
ＡB 判／４8 ページ／図書館堅牢本

新刊

博物館のプロのスゴ技で自然を調べよう③標本と工作

定価
（本体2,000円＋税）

食育の書籍

理科で使える簡単で本格的な標本作りを紹介します！

健康教育の書籍

自然から採集した植物や動物、鉱物などを長期間保存す
るための、簡単だけど本格的な標本作りのプロのスゴ技
（テクニックや道具）を子どもたちに伝えます。また、自然
の素材を使った工作を通して、自然に親しむとっておきの
スゴ技も多数掲載しています。
ISBN978-4-87981-679-5

養護教諭の書籍

小学校中学年～中学生
NDC460
小川 誠・奥山 清市・矢野 真志 共著
ＡB 判／４8 ページ／図書館堅牢本

新刊

博物館のプロのスゴ技で自然を調べよう④展示と発表

定価
（本体2,000円＋税）

ＬＧＢＴ関連の書籍

博物館の舞台裏を大公開！ 自然を伝えるプロのスゴ技！

先生と保護者の書籍

博物館で自然のふしぎやおもしろさを伝えるプロが、工夫
を重ねて編み出した展示や発表のスゴ技を紹介します。
「直感的に伝わる展示」や、
「押しモノ」を決めての発表（プ
レゼン）など、理科のほか国語や図画・美術の表現活動
など、さまざまな学習で活用できます。
ISBN978-4-87981-680-1
小学校中学年～中学生
NDC460
小川 誠・奥山 清市・矢野 真志 共著
ＡB 判／４8 ページ／図書館堅牢本
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科学のタネを育てよう2 色が変わる蒸しパンのふしぎ



定価
（本体2,400円＋税）

定価
（本体2,400円＋税）

ふくらむ？色が変わる？
蒸しパンのなぞを
追いかけよう

ISBN978-4-87981-650-4

ISBN978-4-87981-651-1

小学校中学年以上
NDC407
結城 千代子・田中 幸 共著
AB 判／ 48 ページ／上製本

科学のタネを育てよう4 校庭の土と畑の土はどうちがう



定価
（本体2,400円＋税）

仮説を立てて実験し、科学
的に土のなぞを探ります！

ISBN978-4-87981-652-8

ISBN978-4-87981-653-5

地球の危機をさけぶ生きものたち② 森が泣いている



定価
（本体2,500円＋税）

海の生きものたちが教えて
くれる「地球環境の危機」

消えゆく森が教えてくれる
「地球環境の危機」
ISBN978-4-87981-625-2

ISBN978-4-87981-624-5

定価
（本体2,500円＋税）

砂漠の生きものたちが教え
てくれる「地球環境の危機」

ようこそ！ 花のレストラン
定価
（本体1,500円＋税）

虫に花粉を運ばせる花の知恵にビックリ！

ISBN978-4-87981-626-9

養護教諭の書籍

ISBN978-4-87981-600-9

小学校高学年以上
NDC468
藤原 幸一 写真・文
AB 判／ 48 ページ／上製本

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

定価
（本体1,500円＋税）

生き残りをかけた葉っぱの知恵を、科学的に観察

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

厚生労働省
児童福祉文化財に
選ばれました
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先生と保護者の書籍

「葉っぱ」はいつも狙われています。草食の虫や動物だけではなく、日陰や乾燥、暑さや寒さも強敵です。だから
「葉っぱ」は生き残るために、
たくさんの葉っぱをつくり、毒を持ったり、背丈を伸ばしたり、暑さ寒さを防いだりして、
さまざまな知恵を働かせています。

ＬＧＢＴ関連の書籍

ようこそ！ 葉っぱ科学館

健康教育の書籍



食育の書籍

小学校高学年以上
NDC468
藤原 幸一 写真・文
AB 判／ 48 ページ／上製本

小学校高学年以上
NDC468
藤原 幸一 写真・文
AB 判／ 48 ページ／上製本

地球の危機をさけぶ生きものたち③ 砂漠が泣いている

定価
（本体2,500円＋税）

特別支援教育の書籍



小学校中学年以上
NDC407
森 圭子 著
AB 判／ 48 ページ／上製本

図書館担当先生の書籍

小学校中学年以上
NDC407
一寸木 肇 著
AB 判／ 48 ページ／上製本

地球の危機をさけぶ生きものたち① 海が泣いている

定価
（本体2,400円＋税）
社会と技術家庭

花の形のふしぎを科学的に
探究していきます！

科



小学校中学年以上
NDC407
佐田山 彩紀 著
AB 判／ 48 ページ／上製本

理

科学のタネを育てよう3 シロツメクサの花のふしぎ

よみものと絵本

蛇口からシッポが生えた！
本でもインターネットでも
わからないシッポのふしぎ

学校図書館向け書籍セット

科学のタネを育てよう１ 蛇口に見える シッポのなぞ

学校図書館向け書籍セット

新刊

見てびっくり 肉食と草食の動物学

定価
（本体1,800円＋税）

肉食と草食で、動物の体や生き方がこんなに違う！

よみものと絵本

動物たちは、種類によって食べるものがだいたい決まっています。
肉食と草食の動物たちを比べてみると、その食べ物を手に入れや
すいような体のつくりや、生活をしているのに気づきます。こうした
違いを、緻密なイラストを用いてユーモアたっぷりに説明します。
ISBN978-4-87981-682-5
小学校中学年以上
NDC481
盛口 満 文・絵
B5判／ 64 ページ／上製本

理
科

生きものとつながる石ころ探検
定価
（本体1,800円＋税）


社会と技術家庭

石ころと生きもののふしぎな
関係にびっくり！
ISBN978-4-87981-638-2

図書館担当先生の書籍

小学校中学年以上
NDC458
盛口 満 文・絵
B5判／ 64 ページ／上製本

特別支援教育の書籍

食べ物で見つけた 進化のふしぎ
定価
（本体1,800円＋税）

知ってビックリ！ 食べ物に
かくされた生命40億年の歴史
ISBN978-4-87981-548-4

食育の書籍

小学校中学年以上
NDC460
盛口 満 文・絵
B5判／ 64 ページ／上製本

健康教育の書籍

食べて始まる 食卓のホネ探検
定価
（本体1,800円＋税）

ホネになってよくわかる
動物の体ってすごい！

養護教諭の書籍

ISBN978-4-87981-483-8
小学校中学年以上
NDC481
盛口 満 文・絵
B5判／ 64 ページ／上製本

ＬＧＢＴ関連の書籍

見てびっくり 野菜の植物学
定価
（本体1,800円＋税）


先生と保護者の書籍

野菜だって植物だ！
本当の姿は不思議がいっぱい
ISBN978-4-87981-403-6
小学校中学年以上
NDC471
盛口 満 文・絵
B5判／ 64 ページ／上製本
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落ち葉のふしぎ博物館


定価
（本体1,800円＋税）

落ち葉を探しに、
歩いてみよう！
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

おいしい“つぶつぶ ” 穀物の知恵
定価
（本体1,800円＋税）

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

食べられたがる 果物のヒミツ
定価
（本体1,800円＋税）

香りや甘味の裏にある
いのちをつなぐ果物の知恵！
ISBN978-4-87981-449-4
小学校中学年以上
NDC471
盛口 満 文・絵
B5判／ 64 ページ／上製本

このいろなあに はなといきもの
定価
（本体2,200円＋税）

花や生きもの、
身近な自然はどんな色？
ISBN978-4-87981-515-6
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

ロゼットのたんけん
定価
（本体1,800円＋税）

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

ISBN978-4-87981-568-2

いのちのかんさつ 1 アゲハ
定価
（本体1,800円＋税）

ISBN978-4-87981-404-3

透明な卵の中でつくられる
いのちの不思議
ISBN978-4-87981-406-7

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

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

いのちのかんさつ2 カエル
定価
（本体1,800円＋税）

水から陸へ体の仕組みを変える
カエルの不思議
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4 カイコ
定価
（本体1,800円＋税）

家畜化された昆虫
カイコの不思議
ISBN978-4-87981-453-1
小学校中学年以上
NDC480
赤井 弘 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
（本体1,800円＋税）

形を変えながら水辺と陸を
行き来するホタルの不思議

先生と保護者の書籍

身近な外来生物の
アメリカザリガニの飼育と観察

ISBN978-4-87981-498-2

ＬＧＢＴ関連の書籍

いのちのかんさつ5 ザリガニ
定価
（本体1,800円＋税）


根がいっぱい！
草の根がよくわかる自然観察記

養護教諭の書籍

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

定価
（本体1,800円＋税）

健康教育の書籍

いのちのかんさつ3 メダカ
定価
（本体1,800円＋税）


草の根のたんけん


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

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

特別支援教育の書籍



卵から成虫までに
４つの時期を過ごすアゲハの
不思議

ISBN978-4-87981-611-5

図書館担当先生の書籍

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

光村図書・小学3年生（下）
国語の教科書掲載

社会と技術家庭

机の上で育ててわかった！
植物のふしぎ観察記録

令和２年度

科

定価
（本体1,800円＋税）

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

理

机の上の植物園


定価
（本体1,800円＋税）

よみものと絵本

こんな場所で見つけたよ！
おいしい木の実の観察記



学校図書館向け書籍セット

木の実のたんけん


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
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学校図書館向け書籍セット

りかぼん 授業で使える理科の本
定価
（本体2,000円＋税）


よみものと絵本

小学校の理科の授業で使える
書籍のブックリスト
ISBN978-4-87981-448-7
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

理
科

在庫
少

授業で使える！ 博物館活用ガイド
定価
（本体2,000円＋税）




定価
（本体1,800円＋税）

基本の操作から丁寧に説明
した実験の手引き
ISBN978-4-87981-426-5
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

ほ乳類は野生動物のスーパースター①

ほ乳類ってどんな動物？



定価
（本体1,800円＋税）

社会と技術家庭

博学連携で理科の授業を
もっと楽しく！

科学の目で動物を知る
これで君も動物博士！

ISBN978-4-87981-381-7

ISBN978-4-87981-408-1

図書館担当先生の書籍

教師向
NDC375
国立科学博物館 編著
B5判／ 208 ページ／並製本／ CD-ROM 付

ほ乳類は野生動物のスーパースター②

樹上にすむリス･ムササビ

特別支援教育の書籍



定価
（本体1,800円＋税）

リス・ムササビの
日本文化とのつながりを発見！
令和２年度

学校図書・小学４年生（下）
国語の教科書掲載

ISBN978-4-87981-409-8
食育の書籍

小学校中学年以上
NDC480
安藤 元一 監修／熊谷 さとし 文 ･ 絵
B5判／ 40 ページ／上製本

健康教育の書籍

探検！ 発見！ ミクロのふしぎ
定価
（本体2,000円＋税）

電子顕微鏡で身近な生き物が
違って見える！

養護教諭の書籍

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

ＬＧＢＴ関連の書籍

牛乳パック百科


先生と保護者の書籍

環境教育にも
生かせる一冊

定価
（本体1,900円＋税）

ISBN978-4-87981-177-6
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
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基礎から始める！ 理科実験ガイド

小学校中学年以上
NDC480
安藤 元一 監修／熊谷 さとし 文 ･ 絵
B5判／ 40 ページ／上製本

ほ乳類は野生動物のスーパースター③

人里近くにすむキツネ･タヌキ



定価
（本体1,800円＋税）

人里や都会で暮らす
キツネ・タヌキのなぞを探る
ISBN978-4-87981-410-4
小学校中学年以上
NDC480
安藤 元一 監修／熊谷 さとし 文 ･ 絵
B5判／ 40 ページ／上製本

ペットボトル百科


定価
（本体1,900円＋税）

ペットボトルを使って
工作や実験をしよう
ISBN978-4-87981-113-4
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

おもしろ磁石百科


定価
（本体1,900円＋税）

磁石を使った
楽しい実験や工作
ISBN978-4-87981-211-7

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

理科実験大百科 第20集


理科実験大百科 第19集

定価
（本体2,400円＋税）



定価
（本体2,400円＋税）

2017年度発行分の『理科教育
ニュース』
を収録

ISBN978-4-87981-696-2

ISBN978-4-87981-661-0

小学校中学年以上／及び指導用
NDC375
Ａ4判／ 112 ページ／上製本／ CD-ROM 付

各巻定価
（本体2,400円＋税）

第2集

理科実験大百科

第3集

理科実験大百科

第4集

理科実験大百科

第5集

理科実験大百科

第6集

理科実験大百科

第7集

理科実験大百科

第8集

ISBN978-4-87981-125-7
ISBN978-4-87981-156-1
ISBN978-4-87981-167-7
ISBN978-4-87981-191-2
ISBN978-4-87981-208-7
ISBN978-4-87981-237-7
ISBN978-4-87981-258-2

特別支援教育の書籍

理科実験大百科

図書館担当先生の書籍

第１集

ISBN978-4-87981-110-3

社会と技術家庭

理科実験大百科

科

第1～８集・ベストヒット集 1＆２

理

理科実験大百科

小学校中学年以上／及び指導用
NDC375
A4判／ 112 ページ／上製本／ CD-ROM 付

よみものと絵本

2018年度発行分の『理科教育
ニュース』
を収録した最新刊

学校図書館向け書籍セット

新刊

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

第9～18集

ISBN978-4-87981-126-4

各巻定価
（本体2,400円＋税）

第１0集

理科実験大百科

第１１集

理科実験大百科

第１2集

理科実験大百科

第１3集

理科実験大百科

第１4集

理科実験大百科

第１5集

理科実験大百科

第１6集

理科実験大百科

第１7集

理科実験大百科

第１8集

ISBN978-4-87981-331-2
ISBN978-4-87981-365-7
ISBN978-4-87981-400-5
ISBN978-4-87981-450-0
ISBN978-4-87981-484-5
ISBN978-4-87981-513-2
ISBN978-4-87981-552-1
ISBN978-4-87981-590-3

小学校中学年以上／及び指導用
NDC375
A4判／各巻112 ～ 144 ページ／上製本／ CD-ROM 付（第11 〜 18集）

ISBN978-4-87981-621-4

先生と保護者の書籍

理科実験大百科

ＬＧＢＴ関連の書籍

第9集

ISBN978-4-87981-284-1

養護教諭の書籍

理科実験大百科

健康教育の書籍

理科実験大百科

理科実験大百科 ベストヒット集２

食育の書籍

小学校中学年以上／及び指導用
NDC375
A4判／各巻96 ～ 120 ページ／上製本
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学校図書館向け書籍セット

ネットで見たけどこれってホント？

①健康のメディアリテラシー

よみものと絵本

ネットに書かれている
「体にいい」ってホントなの？

定価
（本体2,000円＋税）

ネットで見たけどこれってホント？

②食のメディアリテラシー
定価
（本体2,000円＋税）

ネットに書かれている
食べ物の情報ってホントなの？
令和２年度

ISBN978-4-87981-577-4

ISBN978-4-87981-578-1

理

小学校中学年以上
NDC374
北折 一 著
AB 判／ 64 ページ／上製本

科

ネットで見たけどこれってホント？

社会と技術家庭

③生活のメディアリテラシー

図書館担当先生の書籍

ネットに書かれている
生活の情報ってホントなの？

小学校中学年以上
NDC374
北折 一 著
AB 判／ 64 ページ／上製本

気候帯でみる！ 自然環境

①熱帯

定価
（本体2,000円＋税）

定価
（本体3,000円＋税）

熱帯の気候を
ビジュアルで解説
ISBN978-4-87981-440-1

ISBN978-4-87981-579-8

小学校高学年以上
NDC450
こどもくらぶ 著／高橋 日出男 監修
A4判／ 32 ページ／上製本

特別支援教育の書籍

小学校中学年以上
NDC374
北折 一 著
AB 判／ 64 ページ／上製本

気候帯でみる！ 自然環境

気候帯でみる！ 自然環境

食育の書籍

②乾燥帯

③温帯
定価
（本体3,000円＋税）

定価
（本体3,000円＋税）

健康教育の書籍

乾燥帯の気候を
ビジュアルで解説

温帯の気候を
ビジュアルで解説

ISBN978-4-87981-441-8

ISBN978-4-87981-442-5

養護教諭の書籍

小学校高学年以上
NDC450
こどもくらぶ 著／高橋 日出男 監修
A4判／ 32 ページ／上製本

気候帯でみる！ 自然環境

小学校高学年以上
NDC450
こどもくらぶ 著／高橋 日出男 監修
A4判／ 32 ページ／上製本

気候帯でみる！ 自然環境

④冷帯・高山気候

⑤寒帯

ＬＧＢＴ関連の書籍

定価
（本体3,000円＋税）

定価
（本体3,000円＋税）

先生と保護者の書籍

冷帯・高山気候を
ビジュアルで解説

寒帯の気候を
ビジュアルで解説

ISBN978-4-87981-443-2

ISBN978-4-87981-444-9

小学校高学年以上
NDC450
こどもくらぶ 著／高橋 日出男 監修
A4判／ 32 ページ／上製本
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光村図書・小学５年生  
国語の教科書掲載

小学校高学年以上
NDC450
こどもくらぶ 著／高橋 日出男 監修
A4判／ 32 ページ／上製本

きみもなれる！

家事の達人1 せんたく

家事の達人２ そうじ
定価
（本体2,800円＋税）

定価
（本体2,800円＋税）

「そうじ」のポイントを知って
家事の達人になろう！

ISBN978-4-87981-540-8

ISBN978-4-87981-541-5

小学校高学年以上
NDC590
阿部 絢子 監修／こどもくらぶ 編
AB 判／ 40 ページ／上製本

小学校高学年以上
NDC590
阿部 絢子 監修／こどもくらぶ 編
AB 判／ 40 ページ／上製本

理

きみもなれる！

家事の達人3 すいじ

科

きみもなれる！

よみものと絵本

自立への第一歩！
楽しく学べる「せんたく」のひけつ

家事の達人4 かいもの

家事の中でも重要な「すいじ」の
ひけつを知って達人になろう！
ISBN978-4-87981-542-2

定価
（本体2,000円＋税）

ISBN978-4-87981-543-9
小学校高学年以上
NDC590
阿部 絢子 監修／こどもくらぶ 編
AB 判／ 40 ページ／上製本

子ども大冒険ずかん2

ディスカバー！ 世界の国ぐにで大冒険
定価
（本体2,000円＋税）

生き抜くための技術を
ぎっしり詰め込んだ一冊！

オーロラの島から砂漠の国へ
未知の世界を冒険しよう！

ISBN978-4-87981-366-4

ISBN978-4-87981-367-1

子ども大冒険ずかん3

定価
（本体2,000円＋税）

発見・体験！ 地球儀の魅力

①地球儀について調べよう！
定価
（本体2,500円＋税）

地球儀の歴史や楽しみ方を
子どもに伝える入門書

ISBN978-4-87981-368-8

ISBN978-4-87981-412-8

小学校高学年以上
NDC210
小沢 詠美子 監修／スタジオ ハレ 絵
B5判／ 72 ページ／上製本

②めざせ！ 地球儀の達人
定価
（本体2,500円＋税）

小学校高学年以上
NDC290
佐藤 正志 監修／稲葉 茂勝 著
こどもくらぶ 編
AB 判／ 40 ページ／上製本

発見・体験！ 地球儀の魅力

③地球儀を自作しよう！
定価
（本体2,500円＋税）

地球儀をつくり、
地球儀に親しむための入門書

ISBN978-4-87981-413-5

ISBN978-4-87981-414-2

小学校高学年以上
NDC290
佐藤 正志 監修／稲葉 茂勝 著
こどもくらぶ 編
AB 判／ 40 ページ／上製本

先生と保護者の書籍

地球儀に親しみ、
使いこなすための決定版

ＬＧＢＴ関連の書籍

発見・体験！ 地球儀の魅力

養護教諭の書籍

おもしろくて、ためになる
江戸学習図鑑

健康教育の書籍

タイムスリップ！ 江戸の町で大冒険

小学校高学年以上
NDC290
矢ケ㟢 典隆 監修／スタジオ ハレ 絵
B5判／ 72 ページ／上製本

食育の書籍

小学校高学年以上
NDC786
関根 秀樹 監修／スタジオ ハレ 絵
B5判／ 72 ページ／上製本

特別支援教育の書籍

在庫 子ども大冒険ずかん１
少 サバイバル！ 無人島で大冒険

外で行う家事のひとつ、
「かいもの」についてしっかり学ぼう！

図書館担当先生の書籍

小学校高学年以上
NDC590
阿部 絢子 監修／こどもくらぶ 編
AB 判／ 40 ページ／上製本

定価
（本体2,800円＋税）

社会と技術家庭

定価
（本体2,800円＋税）

学校図書館向け書籍セット

きみもなれる！

小学校高学年以上
NDC290
佐藤 正志 監修／稲葉 茂勝 著
こどもくらぶ 編
AB 判／ 40 ページ／上製本
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学校図書館向け書籍セット

新刊

学校図書館 ひらめきアイデアノート

定価
（本体1,800円＋税）

ちゃちゃっと簡単！ 学校図書館実践アイデア集

忙しい皆さんの一助に！

よみものと絵本

誰にでも簡単にできる、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。
ISBN978-4-87981-683-2
教師向
NDC017
竹内 純子 著
B5判／ 96 ページ／並製本

理
科

新刊

図書館のための簡単な本の修理

定価
（本体2,200円＋税）

身近な道具で手早くできる、簡単な本の修理法を紹介！

傷んだ本を素早く修理でき
て、
書棚に早く戻せます

社会と技術家庭

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

図書館担当先生の書籍

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

新刊 いこうよ がっこうとしょかん①
①

みんな まってるよ！

定価
（本体2,000円＋税）

特別支援教育の書籍

学校図書館のオリエンテーション、はじめの一冊はこれに決まり！

学校図書館初心者の子どもたちに送る絵本のシリーズ。1冊目は図書館がどんなところで
何ができるか…図書館の魅力を明るく楽しく紹介します。
ISBN978-4-87981-667-2

食育の書籍

小学校低学年以上
NDC017
横山 寿美代 監修／青山 ゆういち 絵
Ａ4判／ 32 ページ／上製本

新刊 いこうよ がっこうとしょかん②
健康教育の書籍

本の声を聞きました

定価
（本体2,000円＋税）

本のあつかい方の基本を伝える絵本

学校図書館では子どもたちに本の取り扱い方を伝えることも大切な役割の一つ。間違っ
た使い方をすると何がいけないのか、どんな問題が起こるのかを、本たち自身に語っても
らいました。

養護教諭の書籍

ISBN978-4-87981-668-9
小学校低学年以上
NDC017
横山 寿美代 監修／ささき みお 絵
Ａ4判／ 32 ページ／上製本

ＬＧＢＴ関連の書籍

新刊 いこうよ がっこうとしょかん③

としょかん町のバス

探し絵の感覚で日本十進分類を楽しむ絵本

定価
（本体2,000円＋税）
子どもたちと一緒に楽しむ
日本十進分類表
バスに乗って出発進行！

先生と保護者の書籍

それぞれの数字を町にたとえ、そこにどんなものが含まれるのかを細かな絵で示しました。
ゲーム感覚で１０の分類が理解できます。
各ページに描かれている０～９類の十進分類表のイラストの答えと分類記号が
弊社ＨＰよりダウンロードできます。併せてご活用ください。
ISBN978-4-87981-669-6
小学校中学年以上
NDC017
横山 寿美代 監修／イクタケ マコト 絵
Ａ4判／ 32 ページ／上製本
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定価
（本体1,800円＋税）

ISBN978-4-87981-646-7
教師向
NDC375
江竜 珠緒・村松 教子 共著
B5判／ 128 ページ／並製本

日本や世界の有名な
お話・文学の一場面を
間違い探しに！
ISBN978-4-87981-635-1

小中学校のさまざまな
読書イベントの実例を紹介
教師向
NDC017
牛尾 直枝・高桑 弥須子 編著
B5判／ 128 ページ／並製本

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

教師向
NDC017
秋田 倫子 著
A5判／ 96 ページ／並製本

学校図書館スタートガイド
定価
（本体1,800円＋税）

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

入門 情報リテラシーを育てる授業づくり
定価
（本体1,500円＋税）

アクティブ・ラーニングを
実現する情報リテラシー入門

先生と保護者の書籍

学校図書館ならではの
ディスプレイを紹介

ISBN978-4-87981-599-6

ＬＧＢＴ関連の書籍

発信する学校図書館ディスプレイ
定価
（本体1,800円＋税）


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

養護教諭の書籍

ISBN978-4-87981-563-7

学校図書館のアイデア&テクニック
定価
（本体1,600円＋税）


健康教育の書籍

読書イベント実践事例集
定価
（本体1,800円＋税）


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

食育の書籍

教師向
NDC017
B5判／ 96 ページ／並製本／ CD-ROM 付

ISBN978-4-87981-602-3

特別支援教育の書籍

学校図書館 お話・文学間違い探し素材集
定価
（本体1,800円＋税）


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

図書館担当先生の書籍

教師向
NDC754
CHIKU 著
B5判／ 88 ページ／並製本

図書館だよりを作りませんか？
定価
（本体2,000円＋税）


社会と技術家庭

ISBN978-4-87981-558-3

教師向
NDC019
対馬 初音 編著
四六判／ 232 ページ／並製本

科

型紙つきで簡単に
季節の切り絵かざりが
作れます！

ISBN978-4-87981-637-5

理

学校図書館を彩る 切り絵かざり
定価
（本体1,800円＋税）


学校司書が子どもたちに
オススメする252作品を収録

よみものと絵本

学校図書館と英語科の協働で
英語多読は変わる！

小学生のうちに読みたい物語
定価
（本体2,000円＋税）


学校図書館向け書籍セット

英語多読実践ガイド


ISBN978-4-87981-574-3
教師向
NDC017
鎌田 和宏 著
A5判／ 176 ページ／並製本
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学校図書館向け書籍セット

新刊

多様なニーズによりそう学校図書館

定価
（本体1,700円＋税）
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

よみものと絵本

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

理
科

学校図書館で役立つレファレンス・テクニック
定価
（本体1,600円＋税）


社会と技術家庭

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
（本体1,750円＋税）

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

ISBN978-4-87981-640-5

ISBN978-4-87981-495-1

図書館担当先生の書籍

教師向
NDC015
齊藤 誠一 著
B6判／ 136 ページ／並製本

特別支援教育の書籍

授業で役立つブックトーク
定価
（本体1,700円＋税）

教科とブックトークが
ひとつになった！
ISBN978-4-87981-451-7

食育の書籍

教師向
NDC019
上島 陽子 著
B6判／ 176 ページ／並製本

健康教育の書籍

今日からはじめるブックトーク
定価
（本体1,600円＋税）

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

養護教諭の書籍

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
（本体1,600円＋税）

授業に欠かせない学校図書館は
こうしてつくられる！
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
（本体1,600円＋税）

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

ＬＧＢＴ関連の書籍

「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
（本体2,200円＋税）
定価
（本体1,900円＋税）



先生と保護者の書籍

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

定価
（本体1,800円＋税）

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

理

ひまわりさんの日常

定価
（本体1,400円＋税）

科

自閉症ガール

よみものと絵本

各クラスに１人はいるといわれる発達障害の児童 。中でも自閉症の子どもは、人とのコミュニケーションが苦手、
独特のこだわりがあるなどの課題を抱えています。この絵本を読むと、なぜ自閉症の人はそうした行動をとる
のか、自閉症の人についての理解が深まります。

学校図書館向け書籍セット

ジヘーショーのバナやん

自閉症の子には周りがどのように見えているのか

ISBN978-4-87981-565-1

発達障害の子どもが社会性を
身につけるための療育方法を
紹介

ADHDとはどんな障害か
定価
（本体1,300円＋税）

ＡＤＨＤを理解し、適切な指導を
行う手がかりが満載
ISBN978-4-87981-317-6

ISBN978-4-87981-392-3

定価
（本体1,200円＋税）

「発達障害」
を理解するための
入門･実践書!!

発達障害の人が活かされる社会へ
『発達障害 はじめの一歩』に続く
第２弾
ISBN978-4-87981-388-6

教師向
NDC378
石崎 朝世 ･ 藤井 茂樹 著
四六判／ 208 ページ／並製本

発達障害の考え方と対応



定価
（本体1,200円＋税）

ISBN978-4-87981-252-0
教師向
NDC378
平岩 幹男 著
A5判／ 152 ページ／並製本

幼稚園･ 保育園での

発達障害の考え方と対応 役に立つ実践編



定価
（本体1,200円＋税）

『幼稚園･保育園での発達障害
の考え方と対応』第２弾
より具体的な対応を紹介
ISBN978-4-87981-359-6
教師向
NDC378
平岩 幹男 著
A5判／ 160 ページ／並製本
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先生と保護者の書籍

発達障害のある幼児への理解と
対応をわかりやすく解説

教師向
NDC378
藤井 茂樹・宇野 正章 著
四六判／ 176 ページ／並製本

ＬＧＢＴ関連の書籍

幼稚園･ 保育園での

養護教諭の書籍

ISBN978-4-87981-254-4

発達障害 共生への第一歩
定価
（本体1,200円＋税）


健康教育の書籍

発達障害 はじめの一歩


食育の書籍

 師向
教
NDC371
上林 靖子・北 道子・中田 洋二郎・藤井 和子・
井澗 知美 共著
A5判／ 112 ページ／並製本

教師向
NDC378
平岩 幹男 監修／宍戸 恵美子 著
A5判／ 168 ページ／並製本

特別支援教育の書籍

教えて、のばす！ 発達障害をかかえた子ども
定価
（本体1,200円＋税）


図書館担当先生の書籍

教師向
NDC378
成沢 真介 著／坂井 聡 監著
A5判／ 104 ページ／並製本

社会と技術家庭

特別支援学校で自閉症の子どもたちを支えてきた教師が、彼らの目には世界がどのように
うつっているのかをつづります。

学校図書館向け書籍セット

新刊 たべるってたのしい！

しちふくじんの かみかみレストラン

定価
（本体1,800円＋税）

「よくかむこと」の大切さを楽しく学べる絵本

日本咀嚼学会推薦

よみものと絵本

やわらかい食べ物が大好きな女の子が、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」に気づく物語です。
ISBN978-4-87981-685-6
小学校低学年以上
NDC596
すがの やすのり 絵／柳沢 幸江 監修
Ｂ5横判／ 32 ページ／上製本

理
科

新刊 たべるってたのしい！

ようこそ！ もりの マナーがっこうへ

定価
（本体1,800円＋税）

動物の子どもたちと一緒に食事マナーを学べる絵本
社会と技術家庭

動物の子どもたちは食事マナーをきちんと守っているかな？ お話を読みながら食事マナーの「なぜそうするの
か」についても学べます。
ISBN978-4-87981-686-3

図書館担当先生の書籍

小学校低学年以上
NDC596
くるまざき のりこ 絵／流田 直 監修
Ｂ5横判／ 32 ページ／上製本

新刊 たべるってたのしい！

だいずさんちは だいかぞく

定価
（本体1,800円＋税）

特別支援教育の書籍

姿をかえる大豆のことが楽しく学べる絵本
大豆おじいさんの家に、みそ、しょうゆ、とうふなど、姿をかえた大豆一族がたくさんやってきました。みんなが
集まったわけは……。
ISBN978-4-87981-687-0

食育の書籍

小学校低学年以上
NDC596
まつくらくみこ 絵／国分 牧衛 監修
Ｂ5横判／ 32 ページ／上製本

たべるってたのしい！
健康教育の書籍

まいにちつかう はしってすごい！



正しくはしを持っているかな？
一緒にやってみよう！

定価
（本体1,800円＋税）

たべるってたのしい！

げんきいっぱい あさごはんのじゅつ



忍者と一緒に朝ごはんづくりを
体験しよう！

養護教諭の書籍

ISBN978-4-87981-581-1

ISBN978-4-87981-582-8

小学校低学年以上
NDC596
柴山 ヒデアキ 絵／谷田貝 公昭 監修
B5横判／ 32 ページ／上製本

ＬＧＢＴ関連の書籍

たべるってたのしい！

すききらいなんて だいきらい



先生と保護者の書籍

食べられるものが増えると
世界が広がるよ！

定価
（本体1,800円＋税）

ISBN978-4-87981-583-5
小学校低学年以上
NDC596
櫻井 敦子 絵／堤 ちはる 監修
B5横判／ 32 ページ／上製本
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定価
（本体1,800円＋税）

小学校低学年以上
NDC596
のびこ 絵／香川 靖雄 監修
B5横判／ 32 ページ／上製本

新刊

給食ニュース大百科2020
定価
（本体2,800円＋税）

2018年度分の『給食ニュース』を
Ａ４判で掲載
ISBN978-4-87981-698-6
教師向
NDC374
Ａ4判／ 112 ページ／並製本／ CD-ROM 付

定価
（本体2,100円＋税）

たよりに使えるカラー・モノクロデータが満載！

ISBN978-4-87981-674-0

掲載テーマ

教師向
NDC374
小川 万紀子 監修
Ｂ5判／ 80 ページ／並製本／ DVD-ROM 付



坂本廣子のだしの本



定価
（本体2,100円＋税）

坂本廣子のつくろう！ 食べよう！ 行事食

②花見からお盆

正月から桃の節句までの
行事食を掲載した料理本

花見からお盆までの
行事食を掲載した料理本

ISBN978-4-87981-479-1

ISBN978-4-87981-480-7



定価
（本体2,200円＋税）

月見から大みそかまでの
行事食を掲載した料理本
小学校中学年以上
NDC596
坂本 廣子 著／奥村 彪生 監修
AB 判／ 48 ページ／上製本





定価
（本体2,200円＋税）

朝ごはんづくりが
「食の自立」への第一歩！
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

坂本廣子の食育自立応援シリーズ

③おやつごはん
定価
（本体2,200円＋税）



定価
（本体2,200円＋税）

子どもたちが楽しみながらつくれる
レシピの数々！

ISBN978-4-87981-370-1

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

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
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先生と保護者の書籍

お弁当にぴったりのおかずや
つくり方のコツが満載！

ＬＧＢＴ関連の書籍

坂本廣子の食育自立応援シリーズ

①朝ごはん

養護教諭の書籍

ISBN978-4-87981-481-4

坂本廣子の食育自立応援シリーズ
健康教育の書籍

③月見から大みそか

小学校中学年以上
NDC596
坂本 廣子 著／奥村 彪生 監修
AB 判／ 48 ページ／上製本

食育の書籍

小学校中学年以上
NDC596
坂本 廣子 著／奥村 彪生 監修
AB 判／ 48 ページ／上製本

②お弁当

定価
（本体2,200円＋税）

特別支援教育の書籍



定価
（本体2,200円＋税）

坂本廣子のつくろう！ 食べよう！ 行事食

図書館担当先生の書籍

小学校中学年以上
NDC596
坂本 廣子 著
AB 判／ 48 ページ／上製本

教師向
NDC374
小川 万紀子 監修
Ｂ5判／ 80 ページ／並製本／ DVD-ROM 付

社会と技術家庭

ISBN978-4-87981-546-0

ISBN978-4-87981-643-6

①正月から桃の節句


定価
（本体2,300円＋税）

おいしい料理のはじめの一歩！
「だし」をとろう！

掲載テーマ

「朝ごはん・生活リズム」
「栄養バランス」
「かむことの大切さ」
「スポーツと食」
「か ぜ
の予防と食」
「間食の とり方」
「肥満・ 生活
習慣病・ダイエット」
「食物アレルギー」

坂本廣子のつくろう！ 食べよう！ 行事食

科

新食育ブック①子どもの食と健康

理

家庭とつながる！

「はし」
「基本の食事マナー」
「 給食当番」
「好ききらい」
「手洗い」
「こ食と共食」
「食品ロス」
「持続可能な社会と食」

よみものと絵本

第２巻は先生方の要望を反映した８テーマを取り上げました。巻末にはA４判とB４判の
12か月分のおたよりと食育に使えるグラフデータ集などを掲載しました。DVD-ROM の収
録総データ数は3000点以上です！

学校図書館向け書籍セット

新刊 家庭とつながる！ 新食育ブック②食事マナーと環境

学校図書館向け書籍セット

食育クイズ これは何の花？ 身近な野菜や果物が全32種！

定価
（本体2,200円＋税）

知っていますか？ 身近な野菜や果物の花

よみものと絵本

『給食ニュース』の付録、
『給食ニュースブックレット』の表紙で掲載していた大人気のクイ
ズが本になりました。花と畑での様子を写真で掲載 。かわいいキャラクターによる解説で、
子どもたちの興味、関心をひきつけます。
ISBN978-4-87981-607-8
教師向
NDC374
A4判／ 80 ページ／並製本／ DVD-ROM 付

理

サッと使えて しっかり指導！

科

サッと使えて しっかり指導！

食育サポート集②

食育サポート集①
①

社会と技術家庭

定価
（本体2,000円＋税）

定価
（本体2,000円＋税）

掲載テーマ
朝ごはん
３つの食品グループ／６つの基礎食品群
手洗い はし 和食 食物アレルギー

掲載テーマ
食事マナー 牛乳／カルシウム
そしゃく 給食 スポーツ栄養
食べ残し／食品ロス

ISBN978-4-87981-528-6

ISBN978-4-87981-569-9

図書館担当先生の書籍

教師向
NDC374
B5判／ 104 ページ／並製本／ CD-ROM 付

食育パワーポイントブック
定価
（本体2,000円＋税）

ISBN978-4-87981-472-2

ISBN978-4-87981-322-0

特別支援教育の書籍

給食時間や授業の導入などに
活用できます！

朝ごはん指導に
役立つヒントが満載 !!

食育の書籍

教師向
NDC498
石井 雅幸・鈴木 映子 共著
B5判／ 96 ページ／並製本／ CD-ROM 付

ISBN978-4-87981-496-8
教師向
NDC498
B5判／ 104 ページ／並製本／ CD-ROM 付

在庫
少



早起き 早寝 朝ごはん
定価
（本体1,900円＋税）

早起き早寝朝ごはんは
命のリズム
ISBN978-4-87981-243-8

教師向
NDC498
金田 雅代 監修
B5判／ 72 ページ／並製本

小学校中学年以上／及び指導用
NDC493
香川 靖雄・神山 潤 共著
B5判／ 64 ページ／上製本

健康教育の書籍

見直してみよう間食

育てようかむ力

食物アレルギーと食育







定価
（本体1,900円＋税）

肥満や生活習慣病に
ならないためのおやつ選び

養護教諭の書籍

ISBN978-4-87981-163-9
小学校中学年以上／及び指導用
NDC374
太田 百合子 著
B5判／ 48 ページ＋食教材16 ページ／上製本

定価
（本体1,900円＋税）

しっかりかもう!!
そしゃくで健康づくり
ISBN978-4-87981-183-7

小学校中学年以上／及び指導用
NDC491
柳沢 幸江 著
B5判／ 48 ページ＋食教材16 ページ／上製本

ＬＧＢＴ関連の書籍

こども食育ずかん

先生と保護者の書籍

小学校中学年以上

NDC374

定価
（本体1,900円＋税）

一生を通した
健康づくりのための食育
ISBN978-4-87981-120-2
小学校中学年以上／及び指導用
NDC493
上田 伸男・坂井 堅太郎 共著
B5判／ 64 ページ／上製本

各巻定価
（本体2,300円＋税）

朝ごはんは元気のもと
朝ごはんの大切な働きを学び自分の朝ごはんをふりかえろう
栄養バランスとダイエット
栄養バランスの良い食事で不必要なダイエットをやめよう
もったいない！感謝して食べよう
世界の飢餓の現状を知って食べ物の大切さを考えよう
地産地消と自給率って何だろう？
地産地消の良さを学んで日本と世界の自給率を比較
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たよりづくりで悩まない！
書きかえ自由ですぐに使える！

教師向
NDC374
B5判／ 104 ページ／並製本／ CD-ROM 付

朝ごはん指導
実践事例集
定価
（本体1,000円＋税）


クイズで指導!!

給食＆食育だより
セレクトブック
定価
（本体2,000円＋税）


山本 茂 監修

B5判／ 48 ページ／上製本

ISBN978-4-87981-337-4
ISBN978-4-87981-338-1
ISBN978-4-87981-339-8
ISBN978-4-87981-340-4

ドキドキかんじるしんぞう
定価
（本体1,800円＋税）


スルリンと出るウンチの大切さを
伝える絵本

ISBN978-4-87981-445-6

ISBN978-4-87981-446-3

小学校低学年以上
NDC491
木村 倫子 絵／弓倉 整 監修
B5横判／ 32 ページ／上製本

まいにちイキイキ ねむりのふしぎ
定価
（本体1,800円＋税）

眠りの秘密を知って、眠りの達人になろう
ISBN978-4-87981-501-9

ISBN978-4-87981-447-0

生きているって、あったかい
生きているから、あったかい

にょきにょきパッチンつめのひみつ
定価
（本体1,800円＋税）

身近だけどよく知らない、
つめのひみつを教えます

ISBN978-4-87981-502-6

ISBN978-4-87981-503-3

からだはすごいよ！

知ろう！学ぼう！元気なかみの育て方

小学校低学年以上
NDC491
まえだ みちこ 絵／植木 理恵 監修
B5横判／ 32 ページ／上製本

ISBN978-4-87981-617-7
小学校低学年以上
NDC491
高宮 麻紀 絵／丸山 進一郎 監修
B5横判／ 32 ページ／上製本

体のはたらきを知って
そのすごさ、すばらしさを
発見しよう

先生と保護者の書籍

知っておきたい
きんにくのひみつ がいっぱいの絵本

歯の一生を楽しく学ぶ絵本

ＬＧＢＴ関連の書籍

からだはすごいよ！

ムキムキだけじゃない ぼくのきんにく
定価
（本体1,800円＋税）


カミカミ もぐもぐ げんきな は
定価
（本体1,800円＋税）


養護教諭の書籍

ISBN978-4-87981-616-0

からだはすごいよ！

健康教育の書籍

さらさらもじゃもじゃ かみのけのなぞ
定価
（本体1,800円＋税）


小学校低学年以上
NDC491
中山 成子 絵／馬場 直子 監修
B5横判／ 32 ページ／上製本

食育の書籍

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

特別支援教育の書籍

ぬくぬく げんき ぼくの たいおん
定価
（本体1,800円＋税）


からだはすごいよ！

図書館担当先生の書籍

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

小学校低学年以上
NDC491
大久保 友博 絵／児玉 浩子 監修
B5横判／ 32 ページ／上製本

からだはすごいよ！

社会と技術家庭

背が伸びるのにはなにが大切か？を
楽しく解説する絵本

からだはすごいよ！

科

ぐんぐん せがのびるひみつ
定価
（本体1,800円＋税）


小学校低学年以上
NDC491
すみもと ななみ 絵／岡田 和子 監修
B5横判／ 32 ページ／上製本

理

からだはすごいよ！

よみものと絵本

胸がドキドキするときに
体の中で何が起きているの？

からだはすごいよ！

スルスルスルリン ウンチをだすぞ
定価
（本体1,800円＋税）


学校図書館向け書籍セット

からだはすごいよ！

ISBN978-4-87981-618-4
小学校低学年以上
NDC491
ミヤ ジュンコ 絵／岩間 徹 監修
B5横判／ 32 ページ／上製本
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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１
ドキドキワクワク性教育１

赤ちゃんはどこからくるの？
定価
（本体1,800円＋税）


よみものと絵本

いのちのはじまりと不思議、
そして「いのちのすばらしさ」の話

もっと自分を好きになる ドキドキワクワク性教育2

大切なからだ・こころ


心と体の大切さに気づき、
自己肯定感を育てます

ISBN978-4-87981-372-5

ISBN978-4-87981-373-2

小学校中学年以上
NDC491
平原 史樹 監修
B5横判／ 40 ページ／上製本

小学校中学年以上
NDC491
村瀬 幸浩 監修
B5横判／ 40 ページ／上製本

理

もっと自分を好きになる ドキドキワクワク性教育3

科

女の子が大人になるとき
定価
（本体1,800円＋税）


社会と技術家庭

新しい明日に向けて生きていく
女の子へ届けたい性の話

もっと自分を好きになる ドキドキワクワク性教育4

男の子が大人になるとき
定価
（本体1,800円＋税）

悩みを乗り越えていける
男の子になろう！

ISBN978-4-87981-374-9

ISBN978-4-87981-375-6

図書館担当先生の書籍

小学校中学年以上
NDC491
早乙女 智子 監修
B5横判／ 40 ページ／上製本

小学校中学年以上
NDC491
岩室 紳也 監修
B5横判／ 40 ページ／上製本

もっと自分を好きになる ドキドキワクワク性教育5

特別支援教育の書籍

セクシュアルマイノリティってなに？
定価
（本体1,800円＋税）

セクシュアルマイノリティについて知る
はじめの一冊

先生と保護者のための

子どもの胃腸病気百科


ISBN978-4-87981-567-5

食育の書籍

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

教師向
NDC493
工藤 孝広 監著／藤井 徹・細井 賢二 共著
B5判／ 160 ページ／並製本

健康教育の書籍

子どもの病気百科
定価
（本体2,200円＋税）

現役の園・学校医が伝える
子どもの病気対応マニュアル

子どもがかかる

耳･鼻･のどの病気百科
定価
（本体2,000円＋税）

子どもに多い耳 ･ 鼻 ･のどの
病気をわかりやすく解説！

養護教諭の書籍

ISBN978-4-87981-474-6

ISBN978-4-87981-382-4

教師向
NDC498
内海 裕美 監著／川上 一恵・松田 幸久 共著
B5判／ 184 ページ／並製本

ＬＧＢＴ関連の書籍

覚えておこう応急手当

応急手当ミニハンドブック

-JRC 蘇生ガイドライン2015対応 -

定価
（本体2,100円＋税）



定価
（本体900円＋税）

先生と保護者の書籍

“ 事故や災害時に使える！”
最新の応急手当はこの一冊で
十分です！

大好評！緊急時や災害時にも
役立つ応急手当の携帯ハンド
ブック！

ISBN978-4-87981-597-2

ISBN978-4-87981-555-2

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
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教師向
NDC496
工藤 典代 著
B5判／ 112 ページ／並製本

いざというときのための

-JRC 蘇生ガイドライン2015対応 -



定価
（本体2,000円＋税）

よくある子どものおなかの
病気、対応マニュアル

ISBN978-4-87981-575-0

園・学校でみられる

定価
（本体1,800円＋税）

NDC492

小学校中学年以上
NDC498
加藤 啓一 監修
文庫判／ 112 ページ／並製本

食事で変わる子どもの未来

食生活パーフェクトブック

定価
（本体1,600円＋税）

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！

食育の資料としても
おすすめです！

ISBN978-4-87981-672-6
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

定価
（本体1,600円＋税）

健康を害する、
誤った「おしゃれ」に警告

ISBN978-4-87981-566-8

ISBN978-4-87981-162-2

足の指と姿勢の関係を
楽しく学ぶ一冊です
ISBN978-4-87981-642-9

定価
（本体1,800円＋税）

だ液の様々な働きを
クイズで楽しく学べる本
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

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

カミカミ健康学


定価
（本体1,800円＋税）

ひとくち30回かんで
食べるのはどうして？
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
（本体1,600円＋税）

恐竜を通して、子どもたちの
歯の関心を高めます

先生と保護者の書籍

「うんち」と「かむ」ことは
どんな関係があるの？

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

ＬＧＢＴ関連の書籍

動物おもしろカミカミうんち学
定価
（本体1,600円＋税）


ISBN978-4-87981-610-8

養護教諭の書籍

ISBN978-4-87981-576-7

鼻呼吸と口呼吸、
正しい呼吸はどちらでしょう？

健康教育の書籍

カミカミおもしろだ液学


なるほど呼吸学
定価
（本体1,800円＋税）


食育の書籍

小学校中学年以上
NDC498
今井 一彰 著
B5判／ 48 ページ／上製本

あいうべ体操で息育

特別支援教育の書籍

ゆびのば姿勢学
定価
（本体1,900円＋税）


小学校中学年以上／及び指導用
NDC494
岡村 理栄子 編著
B5判／ 64 ページ／上製本

図書館担当先生の書籍

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

足指を広げてのばす

定価
（本体1,900円＋税）
社会と技術家庭

最新のおしゃれ障害を
イラストと写真で解説

おしゃれ障害


科



おしゃれ障害

理

子どものうちに知っておきたい！

よみものと絵本

子どもに伝えたい食生活の知識をやさしく解説！
「朝食欠食」や「偏食」がなぜいけないの
か、健康的にダイエットするには？ 筋肉をつけるには？ 生活習慣病にならないためには？
など、一生役立つ「食」
と
「健康」の知識が身につきます。

学校図書館向け書籍セット

新刊

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
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学校図書館向け書籍セット

タバコは全身病 完全版


在庫
少
定価
（本体2,400円＋税）

よみものと絵本

一度見たら忘れられない
喫煙防止教育の決定版
ISBN978-4-87981-418-0

たばこは全身病 女性編
定価
（本体2,000円＋税）

女性だけにおこる
喫煙の害とは
ISBN978-4-87981-054-0

小学校中学年以上／及び指導用
NDC498
淺野 牧茂 著
B5判／ 120 ページ／上製本

理
科

タバコは全身病 卒煙編


定価
（本体1,900円＋税）

社会と技術家庭

子どもにも、大人にも、
それぞれの卒煙方法を紹介
ISBN978-4-87981-186-8

図書館担当先生の書籍

小学校中学年以上／及び指導用
NDC498
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

特別支援教育の書籍

新･生活習慣病


定価
（本体2,300円＋税）

小児期から予防する
生活習慣病
ISBN978-4-87981-347-3

小学校中学年以上／及び指導用
NDC498
淺野 牧茂 監修
B5判／ 40 ページ／上製本

新・アルコールの害


なぜ未成年の飲酒が危険か、
子どもたちもこれで納得！
ISBN978-4-87981-396-1
小学校中学年以上／及び指導用
NDC498
樋口 進 編著
B5判／ 74 ページ／上製本

元気のしるし 朝うんち


食育の書籍
健康教育の書籍

大人より怖い、子どもの
メタボリックシンドローム

養護教諭の書籍

ISBN978-4-87981-385-5
小学校中学年以上／及び指導用
NDC493
大関 武彦 著
B5判／ 64 ページ／上製本

ＬＧＢＴ関連の書籍

知っておきたい 子どもの目のケア
定価
（本体2,000円＋税）


先生と保護者の書籍

知っているようで知らなかった
目の情報が満載
ISBN978-4-87981-227-8
小学校高学年以上／及び指導用
NDC496
宮永 嘉隆 監著
勝海 修・川本 潔・手塚 聡一・髙橋 広 著
B5判／ 80 ページ／上製本

40

定価
（本体2,000円＋税）

うんちをマジメに科学した
画期的な一冊！
ISBN978-4-87981-355-8

小学校高学年以上／及び指導用
NDC493
平山 宗宏 ･ 村田 光範 共著
A4判／ 72 ページ／上製本

小児のメタボリックシンドローム
定価
（本体1,900円＋税）


定価
（本体2,200円＋税）

小学校中学年以上／及び指導用
NDC491
辨野 義己・加藤 篤 共著
B5判／ 72 ページ／上製本

スポーツ障害


定価
（本体1,900円＋税）

成長期のスポーツ障害を
図版でわかりやすく解説
ISBN978-4-87981-439-5
小学校中学年以上／及び指導用
NDC780
奥脇 透 著
B5判／ 64 ページ／上製本

定価
（本体1,900円＋税）

夏場だけではなく、冬場も
気をつけたい太陽紫外線

ISBN978-4-87981-226-1

ISBN978-4-87981-259-9

小学校高学年以上／及び指導用
NDC493
甲斐 明美 著
B5判／ 64 ページ／上製本

真のセルフメディケーションは、
くすりの正しい知識から

ISBN978-4-87981-253-7

ISBN978-4-87981-244-5

カラー写真とイラストで
わかりやすく解説
ISBN978-4-87981-178-3



定価
（本体1,900円＋税）

花粉症のメカニズムと対策を
解説
小学校中学年以上／及び指導用
NDC493
斎藤 洋三・佐橋 紀男 共著
B5判／ 60 ページ／上製本



定価
（本体2,200円＋税）

ISBN978-4-87981-485-2
教師向
NDC493
小俣 貴嗣・井上 千津子 監著
B5判／ 112 ページ／並製本／ CD-ROM 付

定価
（本体1,900円＋税）

克服のポイントと
具体的な支援方法
ISBN978-4-87981-179-0

小学校中学年以上／及び指導用
NDC493
杉本 日出雄 著
B5判／ 64 ページ／上製本

命を蝕むドラッグ乱用


定価
（本体1,900円＋税）

１０代に広がる
新たな薬物に対応

先生と保護者の書籍

学校現場における
食物アレルギー対応を
具体的に解説

小児気管支ぜん息


ＬＧＢＴ関連の書籍

学校現場の 食物アレルギー対応マニュアル

小学校中学年以上／及び指導用
NDC493
指田 豊・中山 秀夫 共著
B5判／ 89 ページ／上製本

養護教諭の書籍

ISBN978-4-87981-112-7

ISBN978-4-87981-422-7

健康教育の書籍

花粉症

有害成分をもつ植物約50種を
カラー写真で（2011年改訂）

食育の書籍

教師向
NDC374
金井 美恵子・岩谷 晶子 共著
B5判／ 68 ページ／上製本

植物による食中毒と皮膚のかぶれ
定価
（本体2,100円＋税）


〈増補改訂２版〉

特別支援教育の書籍

だれでもできる実験
定価
（本体1,900円＋税）


小学校中学年以上／及び指導用
NDC499
加藤 哲太 著
B5判／ 48 ページ／上製本

図書館担当先生の書籍

小学校高学年以上／及び指導用
NDC493
田中 英登 著
B5判／ 64 ページ／上製本

試薬・キットを使った

定価
（本体1,900円＋税）

社会と技術家庭

熱中症事故を起こさないために、
指導者必携の一冊

くすりの正しい使い方


科

定価
（本体1,900円＋税）

小学校高学年以上／及び指導用
NDC494
佐々木 政子・上出 良一 共著
B5判／ 64 ページ／上製本

理

知って防ごう熱中症


よみものと絵本

食中毒のすべてを知るために
最適の一冊

知って防ごう有害紫外線
定価
（本体1,900円＋税）


学校図書館向け書籍セット

知って防ごう食中毒


ISBN978-4-87981-212-4
小学校高学年以上／及び指導用
NDC493
原田 幸男 監修
B5判／ 56 ページ／上製本
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学校図書館向け書籍セット

男の子の体と性の悩み


定価
（本体1,900円＋税）

よみものと絵本

思春期の男子の
体と性の悩みにこたえる

女の子の体の発育と成長
定価
（本体1,900円＋税）

思春期の体と性の悩みに
向き合うために

ISBN978-4-87981-131-8

ISBN978-4-87981-145-5

小学校中学年以上／及び指導用
NDC491
永尾 光一 著
B5判／ 62 ページ／上製本

理
科

思春期の月経


小学校中学年以上／及び指導用
NDC495
渡辺 尚 著
B5判／ 64 ページ／上製本

定価
（本体1,900円＋税）

社会と技術家庭

思春期特有の
月経の悩みを解説

性感染症〈第3版〉


貴重な映像とデータで、
実態と予防法を解説

ISBN978-4-87981-260-5

ISBN978-4-87981-344-2

図書館担当先生の書籍

小学校中学年以上／及び指導用
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

特別支援教育の書籍

ＨＰＶ感染と予防対策


定価
（本体2,000円＋税）

若年層で急増する子宮頸がんの
予防対策を専門医が解説

小学校高学年以上／及び指導用
NDC498
松田 静治・島本 郁子・岡 慎一 共著
B5判／ 52 ページ／上製本

ストップ HIV／AIDS


ISBN978-4-87981-391-6

食育の書籍

小学校高学年以上／及び指導用
NDC375
林 謙治 監修
B5判／ 74 ページ／上製本

小学校高学年以上／及び指導用
NDC493
岡 慎一 著
B5判／ 72 ページ／上製本

健康教育の書籍

学校保健安全法に沿った感染症＜最新改訂15版＞
定価
（本体1,000円＋税）

保育園から高校まで
感染症対策の基本図書

養護教諭の書籍

ISBN978-4-87981-657-3

予防接種 最新改訂版
定価
（本体900円＋税）

感染症から子どもを守る
予防接種のじょうずな受け方
指導用
NDC493
岡部 信彦 著
B5判／ 60 ページ／並製本

ＬＧＢＴ関連の書籍

かぜと新型インフルエンザの基礎知識
定価
（本体900円＋税）


先生と保護者の書籍

インフルエンザ（H1N1）の
発生の経緯から予防法までを
解説
ISBN978-4-87981-326-8

42

みんなが受けよう

ISBN978-4-87981-492-0

教師向
NDC493
岡部 信彦 著
B5判／ 62 ページ／並製本

小学校中学年以上／及び指導用
岡部 信彦 著
A5判／ 72 ページ／並製本

定価
（本体2,200円＋税）

HIV/AIDSを
正しく理解するために

ISBN978-4-87981-380-0



定価
（本体1,900円＋税）

NDC493

たんけん はっけん じぶんの歯
定価
（本体1,800円＋税）


新しい歯のみがき方

小学校中学年向けに歯のみがき
方やむし歯を写真で解説

ISBN978-4-87981-402-9

ISBN978-4-87981-438-8

小学校低学年以上／及び指導用
NDC497
丸森 英史 著
B5判／ 40 ページ／上製本

ISBN978-4-87981-457-9

児童、生徒向けに
「歯」について詳しく解説
ISBN978-4-87981-245-2
小学校中学年以上／及び指導用
NDC497
丸森 英史・武内 博朗 監修
B5判／ 40 ページ／上製本

図書館担当先生の書籍

小学校高学年以上／及び指導用
NDC497
丸森 英史 著
B5判／ 40 ページ／上製本

定価
（本体1,900円＋税）
社会と技術家庭

小学校高学年向けに歯のみがき
方や歯肉炎などを解説

ずっとずっとじぶんの歯


科

みんな そろった じぶんの歯
定価
（本体1,800円＋税）


理

新しい歯のみがき方

小学校中学年以上／及び指導用
NDC497
丸森 英史 著
B5判／ 40 ページ／上製本

特別支援教育の書籍

むし歯･歯周病は感染症
定価
（本体1,900円＋税）

むし歯や歯周病の原因と
予防法を多角的に解説
ISBN978-4-87981-166-0

すくすく育つ

各巻定価
（本体2,300円＋税）

ISBN978-4-87981-285-8

食べたら歯みがき むし歯予防の意識を育てる

ISBN978-4-87981-287-2

かぜを中心とした感染症予防の基礎知識が身につく

ISBN978-4-87981-288-9

手洗いや掃除など清潔にすることの大切さを学ぼう

ISBN978-4-87981-332-9

けがの手当の方法や、事故に遭わないための知識が身につく

ISBN978-4-87981-333-6

かぜなんかひかないよ
せいけつ大好き！

気をつけよう！ けが・事故・災害

かがやけ！ いのち

ISBN978-4-87981-334-3

先生と保護者の書籍

生命の誕生から終わりまで「生」について考える
在庫 夢をかなえる元気な心
少「生きる力」と「豊かな心」を育むライフスキルの実践法を解説

ＬＧＢＴ関連の書籍

ISBN978-4-87981-286-5
養護教諭の書籍

児童期に最も大切な体と心の成長を学ぼう

むし歯バイバイ

健康教育の書籍

メリハリ生活

「早起き・早寝・朝ごはん」で規則正しい生活習慣

食育の書籍

小学校中学年以上／及び指導用
NDC497
眞木 吉信 著
B5判／ 60 ページ／上製本

こども健康ずかん

よみものと絵本

歯のみがき方を小学校低学年
でもわかりやすく解説

どんどん はえる じぶんの歯
定価
（本体1,800円＋税）


学校図書館向け書籍セット

新しい歯のみがき方

ISBN978-4-87981-335-0

小学校中学年～高学年
NDC374
大津 一義 監修
B5判／ 48 ページ／上製本
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学校図書館向け書籍セット

新刊 すぐに使えるパワーポイントデータ収録 保健クイズブック

定価
（本体2,100円＋税）

保健指導に役立つパワポクイズブック

よみものと絵本

体や健康、病気の予防や、防災、防犯など、日々の指導ですぐに使える内容のクイズを
集め、楽しみながら学べる内容になっています。付属のＣＤ－ＲＯＭにはクイズのパワー
ポイントデータを収録し、必要に応じて書きかえが自由にできるので、いろいろな用途で
使用できます。
ISBN978-4-87981-697-9
教師向
NDC374
原 めぐみ 著
B5判／ 136 ページ／並製本／ CD-ROM 付

理

児童・生徒の心に響く！

集団・個別の保健指導

科

行動科学を生かした保健の授業づくり 改訂版



行動科学を生かした

定価
（本体2,000円＋税）

定価
（本体2,000円＋税）

社会と技術家庭

行動科学を生かした
今までにない保健の授業集の
最新版

行動科学を保健指導に応用する
テクニック& 実践集！
ISBN978-4-87981-553-8

ISBN978-4-87981-699-3

教師向
NDC375
戸部 秀之 監著／齋藤 久美 ほか 著
B5判／ 184 ページ／並製本／ CD-ROM 付

図書館担当先生の書籍

教師向
NDC375
戸部 秀之・齋藤 久美 共著
B5判／ 184 ページ／並製本／ CD-ROM 付

保健室・職員室からの学校安全
事例別 病気、
けが、緊急事態と危機管理

保健室・職員室からの学校安全
事例別 病気、
けが、緊急事態と危機管理

vol.１
vol.１

特別支援教育の書籍

定価
（本体2,200円＋税）

定価
（本体2,200円＋税）

15の症例に対しての救急処置から
保護者対応までをくわしく解説

虐待、自傷行為、
SNSトラブル、自殺
問題が起こったらどうしますか？

ISBN978-4-87981-594-1

ISBN978-4-87981-595-8

食育の書籍

教師向
NDC374
五十嵐 哲也・茅野 理恵 編著／
秋山 緑・飯田 順子・相樂 直子・杉本 希映 共著
B5判／ 176 ページ／並製本

教師向
NDC374
五十嵐 哲也・茅野 理恵 編著／
秋山 緑・飯田 順子・相樂 直子・杉本 希映 共著
B5判／ 176 ページ／並製本

すぐに使えてよくわかる

すぐに使えてよくわかる

健康教育の書籍

養護教諭のフィジカルアセスメント

養護教諭のフィジカルアセスメント2

定価
（本体1,700円＋税）

定価
（本体1,700円＋税）

養護教諭の書籍

頭痛、発熱、頭部外傷などの
見極めポイントを解説

けいれん、
風邪、
過呼吸などの
見極めポイントを解説

ISBN978-4-87981-530-9

ISBN978-4-87981-606-1

教師向
NDC374
北垣 毅 著
A5判／ 164 ページ／並製本

ＬＧＢＴ関連の書籍

養護教諭の
コミュニケーション
定価
（本体1,400円＋税）


先生と保護者の書籍

いじめの早期発見のためにも
必要なリスク時のコミュニケーション
ISBN978-4-87981-417-3
教師向
NDC374
海保 博之・田村 節子 著
四六判／ 240 ページ／並製本
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vol.2

教師向
NDC374
北垣 毅 著
A5判／ 176 ページ／並製本

養護教諭ってなんだろう？


定価
（本体1,700円＋税）

これからの養護教諭に必要な
専門性ってなんだろう？
ISBN978-4-87981-531-6

教師向
NDC374
岡田 加奈子 著
A5判／ 200 ページ／並製本

養護教諭の
常識？ 非常識？
定価
（本体1,700円＋税）


様々な役割を求められる
養護教諭にとっての常識とは？
ISBN978-4-87981-466-1

教師向
NDC374
岡田 加奈子 著
A5判／ 160 ページ／並製本



定価
（本体2,300円＋税）

ISBN978-4-87981-604-7
小学校中学年以上／及び指導用
NDC495
早乙女 智子 監修
B5判／ 120 ページ／並製本／ CD-ROM 付

DSM-5 の最新病名に対応
ISBN978-4-87981-431-9
教師向
NDC493
佐々木 司・竹下 君枝 著
A5判／ 168 ページ／並製本

在庫 養護教諭のための
調査研究法入門
少

科

定価
（本体2,000円＋税）

子どもの精神疾患を
わかりやすく解説

理

養護教諭のための救急処置〈第３版〉

定価
（本体1,500円＋税）

よみものと絵本

初経、月経指導やマナーに悩む
先生のための教材

思春期の精神疾患

定価
（本体2,000円＋税）

あなたのデータが、
この一冊で
宝の山に変わる！

ISBN978-4-87981-589-7

ISBN978-4-87981-467-8

保健室経営論に基づいた
「ほけんだより」のガイドブック
ISBN978-4-87981-294-0

定価
（本体2,100円＋税）

全国の先生のオーダーから
生まれたイラストブック
ISBN978-4-87981-299-5
教師向
NDC374
B5判／ 128 ページ／並製本／ CD-ROM 付

ほけんイラストブック〈小学校編〉下巻
定価
（本体2,100円＋税）

保健学習や学校行事に関する内容から、
メディアリテラシーや運動器検診など
近年関心の高い内容を収録！

ISBN978-4-87981-510-1

ISBN978-4-87981-570-5

教師向
NDC374
戸部 秀之・齋藤 久美 監修
B5判／ 96 ページ／並製本／ DVD-ROM 付

定価
（本体2,100円＋税）

教師向
NDC374
戸部 秀之・齋藤 久美 監修
B5判／ 96 ページ／並製本／ DVD-ROM 付

保健イラストブック〈中学・高校編〉下巻
定価
（本体2,100円＋税）

救急救命法や応急手当、
かぜ、
インフルエンザ、薬物乱用防止
などのテーマを収録！

ISBN978-4-87981-511-8

ISBN978-4-87981-571-2

教師向
NDC374
鎌塚 優子 監修
B5判／ 96 ページ／並製本／ DVD-ROM 付

教師向
NDC374
鎌塚 優子 監修
B5判／ 96 ページ／並製本／ DVD-ROM 付
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先生と保護者の書籍

中高生向けの保健だよりに使える
イラスト1,000点以上＋文例を
収録！

ＬＧＢＴ関連の書籍

保健イラストブック〈中学・高校編〉上巻

養護教諭の書籍

ほけんだよりや指導に使える
イラスト及び文例集を
1,000点以上収録！

健康教育の書籍

ほけんイラストブック〈小学校編〉上巻

定価
（本体1,800円＋税）

食育の書籍

教師向
NDC374
髙石 昌弘 監修 ･ 序文／
出井 美智子 ･ 坂田 昭惠 ･ 藤江 美枝子 共著
A4判／ 158 ページ／並製本／ CD-ROM 付

SeDoc 保健イラスト ベスト1000

特別支援教育の書籍

定価
（本体3,200円＋税）

図書館担当先生の書籍

「ほけんだより」のつくり方ガイドブック

教師向
NDC350
朝倉 隆司 著
B5判／ 192 ページ／並製本

社会と技術家庭

知らないではすまされない、
学校救急処置
教師向
NDC374
加藤 啓一 監修／
松野 智子・齋藤 千景 編著
B5判／ 136 ページ／並製本

学校図書館向け書籍セット

そのまま使える！ パワポ月経授業

学校図書館向け書籍セット

保健指導おたすけパワーポイントブック
〈小学校編〉３

定価
（本体2,000円＋税）

そのまま使える パワポ指導集第３弾

よみものと絵本

第3弾では、
「セクシュアルマイノリティ」
「運動器検診」
「がん教育」など、現代的な健康問
題を収録しました。シナリオ、ワークシートもついているので、保健指導をスムーズに行うこ
とができます。
ISBN978-4-87981-632-0
教師向
NDC375
高田 恵美子 著
B5判／本文128 ページ・口絵8 ページカラー／並製本／ CD-ROM 付

理

保健指導おたすけパワーポイントブック

科

〈小学校編〉1



保健指導おたすけパワーポイントブック

〈小学校編〉2

定価
（本体2,000円＋税）



定価
（本体2,000円＋税）

社会と技術家庭

すぐに使えるパワポ指導集
忙しい先生方にオススメの一冊

保健指導の強い味方！
そのまま使える パワポ指導集第２弾

ISBN978-4-87981-435-7

ISBN978-4-87981-465-4

図書館担当先生の書籍

教師向
NDC375
高田 恵美子 著
B5判／本文128 ページ・口絵8 ページカラー／
並製本／ CD-ROM 付

保健指導おたすけパワーポイントブック

〈中学校・高校編〉

教師向
NDC375
高田 恵美子 著
B5判／本文132 ページ・口絵8 ページカラー／
並製本／ CD-ROM 付

保健指導おたすけパワーポイントブック

〈中学校・高校編〉2

特別支援教育の書籍

定価
（本体2,200円＋税）

定価
（本体2,200円＋税）

待望の中学校・高校編刊行！
そのまま使える パワポ指導集

生活習慣、LGBT、デートDV、
スマホトラブルなどのテーマを収録

ISBN978-4-87981-475-3

ISBN978-4-87981-605-4

食育の書籍

教師向
NDC375
小谷 美知子 著
B5判／本文136 ページ・口絵8 ページカラー／
並製本／ CD-ROM 付

養護教諭のための

教師向
NDC375
近藤 真庸 著
B5判／本文136 ページ・口絵8 ページカラー／
並製本／ CD-ROM 付

ドタバタしなくてすむ

健康教育の書籍

教育実習マニュアル〈第５版〉

養護教諭のための異動ファイル

定価
（本体2,000円＋税）

養護教諭待望の
教育実習指導手引書

養護教諭の書籍

ISBN978-4-87981-588-0
教師向
NDC374
尾花 美恵子・栗田 舞美・西川路 由紀子 共著
B5判／ 176 ページ／並製本

ＬＧＢＴ関連の書籍

LGBTQを知っていますか？

定価
（本体1,500円＋税）

引き継ぎに！
キャリアアップに！
養護教諭の便利帳
ISBN978-4-87981-508-8

教師向
NDC374
古角 好美 原案・監修
A4判／ 88 ページ／並製本／ CD-ROM 付

定価
（本体1,400円＋税）

思春期のセクシュアルマイノリティ当事者と学校現場の先生方へ

先生と保護者の書籍

20人に１人はいると言われるセクシュアルマイノリティの「思春期」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 。また、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。
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
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養護教諭のための週間計画ノー
ト ミニ
（B5判）

定価
（本体953円＋税）



定価
（本体953円＋税）

携帯に便利なちょっと小さめの
B5判はこちら！

ISBN978-4-87981-518-7

ISBN978-4-87981-564-4

教師向
NDC374
志野 治子 原案・監修
A4判／ 152 ページ／並製本

教師向
NDC374
志野 治子 原案・監修
B5判／ 152 ページ／並製本

定価
（本体3,771円＋税）



2018年度発行
『小学保健ニュース・心の健康
ニュース』縮刷活用版

養護教諭のための学校保健〈第16版〉
定価
（本体2,400円＋税）

保健室の仕事の
すべてがわかる！

「学校保健」の基本を学ぶ
必携書
ISBN978-4-87981-704-4

ISBN978-4-87981-676-4

保健実験大図鑑





vol.2 食生活と健康

定価
（本体3,143円＋税）

在庫 保健実験大図鑑
少 vol.3 喫煙・飲酒・おしゃれ



定価
（本体3,143円＋税）

食品の鮮度チェック、
調理器具の衛生チェック

タバコ、酒の害、口腔の
健康チェック

ISBN978-4-87981-180-6

ISBN978-4-87981-181-3

ISBN978-4-87981-182-0

教師向
NDC374
A4判／ 80 ページ／並製本

各巻定価
（本体600円＋税）

在庫 保健室ブックレット①
 少 教えて先輩！ 養護教諭のABC

保健室ブックレット③

保健室ブックレット②

保健室ブックレット④

ISBN978-4-87981-291-9
三浦 佐智子 著

ISBN978-4-87981-293-3
藤岡 達也 監著／藤森 和美 ほか 著

ISBN978-4-87981-290-2
三谷 理絵子 文 ･ 絵／小林 泰子 ･ 濱田 由美子 文

養護教諭の応援団 保健ボランティア

広がれ！まちかど保健室
ISBN978-4-87981-292-6
喜田 貞 著

先生と保護者の書籍

教師向
NDC374
A5判／ 48 ページ／並製本

教師向
NDC374
A4判／ 88 ページ／並製本

ＬＧＢＴ関連の書籍

保健室ブックレット

養護教諭の書籍

手洗い実験、空気の汚れ調べ、
衣服の衛生チェック

健康教育の書籍

保健実験大図鑑

食育の書籍

教師向
NDC374
出井 美智子・釆女 智津江・
佐藤 紀久榮・松野 智子 共著
A4判／ 200 ページ／並製本／ CD-ROM 付

教師向
NDC374
釆女 智津江 編集委員代表・執筆
A4判／ 272 ページ／並製本／ CD-ROM 付

特別支援教育の書籍

定価
（本体2,400円＋税）

若手からベテランまで
すべての養護教諭を
サポート

図書館担当先生の書籍

教師向
NDC374
A4判／ 288 ページ／並製本

新養護概説〈第11版〉

教師向
NDC374
A4判／ 80 ページ／並製本

社会と技術家庭

ISBN978-4-87981-700-6

教師向
NDC374
A4判／ 224 ページ／並製本

定価
（本体3,143円＋税）

定価
（本体3,771円＋税）

2018年度発行
『保健ニュース・心の健康
ニュース』縮刷活用版

ISBN978-4-87981-701-3

vol.1 環境・衛生管理

科



体と心 保健総合大百科
近刊 〈中・高校編〉
2020

理

体と心 保健総合大百科
近刊 〈小学校編〉
2020

よみものと絵本

ベテラン先生のアイデア満載
大きめの A4判はこちら！

学校図書館向け書籍セット

養護教諭のための週間計画ノート
（A4判）

保健室は震災救護センター
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学校図書館向け書籍セット

新刊 パワポ ＬＧＢＴＱをはじめとする セクシュアルマイノリティ授業

定価
（本体2,000円＋税）

生徒向けの授業案とともに、教職員研修用のパワポ資料も収録

よみものと絵本

小学校から高校まで、各年代にあわせたセクシュアルマイノリティ授
業用のパワーポイント資料やワークシートを収録 。資料はテーマごと
に分かれているため、児童生徒の理解度に合わせて使用することが
できます。さらに、研修などにも活用できる教職員向けのパワポ資料
も収録しています。
ISBN978-4-87981-691-7

理

教師向
NDC367
日高 庸晴 監著
B5判／ 80 ページ／並製本／ CD-ROM 付

科
社会と技術家庭

LGBTQを知っていますか？

定価
（本体1,400円＋税）

思春期のセクシュアルマイノリティ当事者と学校現場の先生方へ

図書館担当先生の書籍

20人に１人はいると言われるセクシュアルマイノリティの「思春期」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 。また、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。

ISBN978-4-87981-547-7

特別支援教育の書籍

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

もっと自分を好きになる
ドキドキワクワク性教育５

セクシュアルマイノリティってなに？

定価
（本体1,800円＋税）

食育の書籍

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。

健康教育の書籍

ISBN978-4-87981-575-0

養護教諭の書籍

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

いろいろ いろんな かぞくの ほん

定価
（本体1,900円＋税）

ＬＧＢＴ関連の書籍

家族の形はいろいろ。きみの家族はどんな家族？
何人でも、どんな暮らし方をしていても家族は家族 。
この絵本では、様々な家庭や生活をユーモアあふれるイラストで紹介
しています。

先生と保護者の書籍

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
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定価
（本体1,600円＋税）

ネット依存治療第一人者の著者が最新の情報を詳しく解説します

＜

＜ 内容紹介（一部）

よみものと絵本

子どものネット依存が将来に及ぼす影響は計り知れ
ないからこそ、早期発見と対応が大切です。オンラ
インゲームやＳＮＳに夢中になる子どもへの接し方、
保護者、学校との連携、重症の子どもの様子と受診
させる方法、そして病院での治療などを紹介してい
ます。

学校図書館向け書籍セット

新刊 Q＆Aでわかる 子どものネット依存とゲーム障害

第１章 スマホなどによるネット依

存の基礎知識

Q6 依存傾向の子どもに共通点

や特徴はありますか？

理

第２章 保護者支援とその対応

科

Q8 保護者からの相談②
「いじめ」
スマホに夢中だった娘が、最近ス
マホを見るたびに
様子がおかしく、気になっていま
す
第３章 ネット依存から脱出するた

教師向
NDC498
樋口 進 著
A5判／ 152 ページ／並製本

Q16 どのような症状があったと
きに受診したら
よいのでしょうか？
第４章 受診から治療まで

図書館担当先生の書籍

Q19 ネット

依存・ゲーム障害の治療は
ネットに奪われる
子ど
もたち
どのよ
うなこ
とをするの？

第５章 ネット依存はスマホ対策か

ら始めよう

Q26 ＳＮＳの長時間使用が気に

スマホ社会の落とし穴

なる子が増えています

特別支援教育の書籍

2019年５月、WHO はゲームに依存している状態を治療が必要な病気「ゲーム障害」と
して、新たに認定しました。そして11月に、厚生労働省補助事業として、久里浜医療
センターが「ネット・ゲーム使用と生活習慣」に関する初の実態調査の結果を発表し、
ゲームに費やす時間が長いほど学業や健康に影響を及ぼすことが明らかになっています。
今後も増加傾向になるであろう「ゲーム障害」。子どもたちの早期発見、対応にご活用
いただけます。そして、悩まれている保護者の方がいらっしゃれば、ぜひこの本をお
すすめください。

子どもが危ない！

社会と技術家庭

めに

ISBN978-4-87981-644-3

定価（本体1,600円＋税）

食育の書籍
健康教育の書籍
養護教諭の書籍
ＬＧＢＴ関連の書籍

子どものネット依存激増‼
スマホ社会の子育てに必読の書！
子どものスマホ・ゲーム漬けとの向き合い方を伝えます

先生と保護者の書籍

ネットゲーム、インスタ、LINE……などのやりすぎで疲れ、トラブルを起こすことが多いのに
もかかわらず、子どもたちはスマホを手放しません。一度渡してしまったら、取り上げること
はとても困難です。メディア問題に長年向き合っている専門家2人による日本各地で大好評
の講演内容が一冊にまとまりました。
ISBN978-4-87981-655-9
幼稚園・保育園職員及び教師向
清川 輝基・内海 裕美 共著
B5判／ 160 ページ／並製本

NDC379
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学校図書館向け書籍セット

ネットに奪われる子どもたち

子どものケータイ利用と学校の危機管理

定価
（本体1,600円＋税）

定価
（本体1,300円＋税）

よみものと絵本

ネット依存の中高生93万人、子ども
たちに広がるスマホトラブルへの
対応、対策の決定版 !!

多発する中･高校生のケータイ
トラブル、学校現場で取る
べき対応を解説

ISBN978-4-87981-487-6

ISBN978-4-87981-296-4

教師向
NDC367
清川 輝基 編著／古野 陽一・山田 眞理子 著
A5判／ 248 ページ／並製本

理
科

子どものこころのセーフティネット
定価
（本体1,400円＋税）


教師向
NDC367
下田 博次 著
B5判／ 128 ページ／並製本

学校で気になる 子どものサイン


定価
（本体1,800円＋税）

子どもが出す４０項目の様子や
サインから、教師ができる支援を
くわしく解説

社会と技術家庭

基本的自尊感情の育ちが
子どもたちのこころを支えます
ISBN978-4-87981-573-6

ISBN978-4-87981-433-3

図書館担当先生の書籍

教師向
NDC376
近藤 卓 著
A5判／ 240 ページ／並製本

教師向
NDC371
五十嵐 哲也・杉本 希映 編著
A5判／ 288 ページ／並製本

保育おたより文例集

定価
（本体2,100円＋税）

特別支援教育の書籍

健康と食育と安全がテーマのおたよりづくりをサポート

保護者に伝えたい感染症や食事マナー、防災など、健康・食育・安全をテーマにした文
例やイラストが満載 。
０〜２歳向けのページもあり、年齢や季節に応じたたより制作が可能
です。イラストはすべて書き下ろしでDVD-ROM 内にはカラー、モノクロ各700点以上を
収録しています。
ISBN978-4-87981-663-4

食育の書籍

幼稚園・保育園職員向
NDC376

川上
一恵 監修
Ｂ5判／ 88 ページ／並製本／ DVD-ROM 付

健康教育の書籍

保育者のコミュニケーションスキル

保育者のマナーと常識

定価
（本体1,500円＋税）

定価
（本体1,500円＋税）

養護教諭の書籍

保育者力がグ〜ンとあがり、
気持ちが楽になる！

新人から若手の先生まで必読
園内での研修に最適の一冊！

ISBN978-4-87981-545-3

ISBN978-4-87981-416-6

幼稚園・保育園職員向
NDC371
塩谷 香 著
A5判／ 128 ページ／並製本

ＬＧＢＴ関連の書籍

幼稚園の経営を劇的に変える方法
定価
（本体1,500円＋税）

先生と保護者の書籍

幼稚園をはじめ、幼児教育に
携わるすべての人に向けた
経営ノウハウ
ISBN978-4-87981-419-7
幼稚園園長向
NDC376
雑賀 竜一 著
A5判／ 160 ページ／並製本
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幼稚園・保育園職員向
NDC376
塩谷 香 監著
A5判／ 128 ページ／並製本

親子で学ぶ 防犯の知恵


定価
（本体1,200円＋税）

マンガで安全作法を学べる防犯ガイドブック
ISBN978-4-87981-238-4
小学校中学年～高学年／及び指導用
NDC368
佐伯 幸子 著
四六判／ 176 ページ／並製本



定価
（本体2,400円＋税）

ISBN978-4-87981-620-7

思春期やせ症の子どもたちへの対応や
予防法を解説

よみものと絵本

学校安全のすべてを、この一冊に凝縮

学校における思春期やせ症への
対応マニュアル
定価
（本体1,600円＋税）

ISBN978-4-87981-387-9

教師向
NDC374
戸田 芳雄 編著
A4判／ 230 ページ／並製本

教師向
NDC493
山縣 然太朗・松浦 賢長・山崎 嘉久 編著
B5判／ 100 ページ／並製本

理

ISBN978-4-87981-265-0

ISBN978-4-87981-297-1

個別指導から学級単位の集団指導まで
使える実践書
教師向
NDC371
杉田 峰康・春口 徳雄 監修／岡本 泰弘 著
A5判／ 160 ページ／並製本

元気な脳のつくりかた





定価
（本体1,500円＋税）

知・徳・体の観点から
子どもの指導に役立つ実践が満載
ISBN978-4-87981-507-1

疲れた子どもたちの脳を
元気にするための方法
ISBN978-4-87981-222-3
小学校中学年以上／及び指導用
NDC490
森 昭雄 著
A5判／ 80 ページ／上製本

子どもの社会的自立を目指す

不登校やひきこもりの児童生徒への対応を
専門家が解説



定価
（本体1,400円＋税）

元家庭裁判所調査官が心の育成論を展開
ISBN978-4-87981-228-5

養護教諭の書籍

ISBN978-4-87981-319-0

思春期までにこそ心豊かに

教師向
NDC370
佐々木 光郎 著
四六判／ 160 ページ／並製本

教師向
NDC371
門田 光司・松浦 賢長 編著
B5判／ 144 ページ／並製本

ＬＧＢＴ関連の書籍

落語の授業



定価
（本体1,300円＋税）

ISBN978-4-87981-247-6

教師向
NDC779
三遊亭圓窓 著
四六判／ 200 ページ／並製本

ご注文はカタログ
裏面の注文書にて、

先生と保護者の書籍

落語家三遊亭圓窓師匠の子どもの視線を
つかむ授業テクニックが満載

健康教育の書籍

不登校・ひきこもりサポートマニュアル
定価
（本体1,800円＋税）


食育の書籍

教師向
NDC374
岡本 泰弘 著
A5判／ 176 ページ／並製本

在庫
少

定価
（本体953円＋税）

特別支援教育の書籍

子どもを伸ばす脳のはなし

図書館担当先生の書籍

教師向
NDC371
吉川 武彦 著
四六判／ 194 ページ／並製本

社会と技術家庭

エゴグラム・ロールレタリング実践法
定価
（本体1,400円＋税）


子どものための

科

子どものこころのS・O・Sを
どう「きく」か
定価
（本体1,600円＋税）

ムカつく・キレる心とどう向き合うか考える

学校図書館向け書籍セット

学校・子どもの安全と危機管理〈第２版〉

お取引の書店様に
お申し込みください
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03-3263-9400

