
学校・公共図書館におすすめする新刊・必備・特選図書です

2017年

遊んで学べる大好評シリーズ
子どもから大人まで

香川元太郎の
迷路絵本
幼年～小学校初級向

いろんな
絵本が大集合

PHP楽しい調べ学習 検索で

小学校中級以上向
子どもたちの知的好奇心を引き出す
PHPお話366
シリーズ

読みきかせは6歳から

小学校初級～中・上級向

ユーモアたっぷりの
読み物、童話から
ちしき絵本まで

PHP楽しい調べ学習 検索で

小学校中・上級～中学向

楽しい調べ学習シリーズ
をはじめ、授業で
役立つ本が勢揃い

［学習指導要領との関連を明記］

中学～高校向

YA心の友だちシリーズ
100年インタビュー 他
人間形成に役立つ本！

単品図書ご案内
2016年4月～2017年2
月に発刊された図書
で2017年セットに入っ
ていない書籍を掲載！



すべてのシリーズ・セットは単品でもご購入いただけます。シリーズ・セット、単品のISBNコードは、表示の６桁数字の前にすべて978-4-569-がつきます。
新刊…2016年4月以降刊行の図書です。★…昨年度のセットに2016年4月以降に刊行した図書を追加したセットです。
新紹介…既刊本ですが今回初めて案内する図書です。
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★遊んで学べる 香川元太郎の迷路絵本 13巻セット 全13巻 国語（えほん）・社会・理科 幼年～小学校上級向 16,900円 29789-7 4
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★鈴木のりたけの「ゆうぐ」シリーズ 3巻セット 全3巻 国語（えほん） 幼年～小学校初級向 3,000円 29793-4 6

鈴木のりたけのユーモア絵本 全3巻 国語（えほん） 幼年～小学校初級向 3,600円 29708-8 6

長谷川義史の親子で笑える絵本セット 全3巻 国語（えほん） 幼年～小学校初級向 3,500円 29586-2 6
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新刊 PHPにこにこえほん 第14期 全4巻 国語（えほん） 幼年～小学校初級向 5,200円 29770-5 7

新刊 PHPわたしのえほん 第15期 全7巻 国語（えほん） 幼年～小学校初級向 9,100円 29771-2 8
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★ PHPお話366シリーズ 5巻セット 全5巻 読書教育・読み聞かせ 読み聞かせは6歳から
小学校中級以上向 11,500円 29794-1 9

新刊 PHPとっておきのどうわ 第5期 全7巻 国語（えほん） 小学校初級～中級向 7,700円 29773-6 10
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「恐怖のトビラ」シリーズ 全4巻 読書 小学校中級～中学向 4,000円 29722-4 12

こわ～い都市伝説 5巻セット 全5巻 読書 小学校中級～中学向 5,000円 29705-7 12

「楽しい調べ学習シリーズ」ほぼ全点ラインナップ 138点 全教科 小学校中級～中学向 単品毎に表記 単品毎に表記 13～17

新刊 楽しい調べ学習 アクティブ・ラーニングに役立つ本 全2巻 総合 小学校上級～中学向 6,000円 29783-5 18

新刊 楽しい調べ学習 社会教育施設のひみつ（図書館・博物館・美術館） 全3巻 総合 小学校中級～中学向 9,000円 29777-4 18

新刊 楽しい調べ学習 経済・社会に強くなろう！ 全3巻 社会 小学校上級～中学向 9,000円 29780-4 19

新刊 楽しい調べ学習 学校にある楽器・教具 全2巻 音楽・社会 小学校上級～中学向 6,000円 29778-1 19

新刊 楽しい調べ学習 サイエンスに親しもう！ 全4巻 理科 小学校上級～中学向 12,000円 29779-8 20

新刊 楽しい調べ学習 生き物たちの知恵 全3巻 生活・理科 小学校上級～中学向 9,000円 29784-2 20

新刊 楽しい調べ学習 身近な生き物大研究 全3巻 生活・理科 小学校上級～中学向 9,000円 29785-9 21

新刊 楽しい調べ学習 深海をさぐろう　　 全2巻 理科 小学校上級～中学向 6,000円 29782-8 21

新刊 楽しい調べ学習 よくわかる警察・自衛隊 全2巻 社会 小学校上級～中学向 6,000円 29781-1 22

シリーズ名・セット名 巻  数 関連する主な教科など 対　　象 セット揃定価
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※この図書目録のセット、単品の価格は平成28年4月1日現在の本体価格（税別）です。今後改定させていただく場合がありますのでご了承ください。

第一線の作家、画家が心をこめて書き下ろした創作絵本・創作童話、
事実をいきいきと描いたノンフィクション、学習に役立つ知識をわかりやすく説いた本など、

PHPが自信をもっておくる児童書をそろえました。
どの本も、感動とユーモアと発見に満ち、人間のすばらしさと、私たちをとりまく世界の広さ、奥深さを伝えてくれます。
日々の読書体験を広げるために、また総合的な学習や参考資料としてもご活用いただけることを願っています。

そして子どもから大人への過渡期を迎えた中学・高校生に、心からのエールをおくるヤングアダルト（YA)シリーズや、
各界一流のプロが自らその半生を語る「100年インタビュー」シリーズをご用意しました。しっかりとした自己をもち、
いきいきと目標・夢に向かって歩んでほしい。そんな願いがいっぱいつまったPHPの図書をどうぞご活用ください。

シリーズ・セット名 巻  数 関連する主な教科など 対　　象 セット揃定価
（税別） コード 掲載頁

楽しい調べ学習 よくわかる選挙・政治・法律 全3巻 社会 小学校中級～中学向 9,000円 29764-4 22

楽しい調べ学習 災害に備えよう！ 全3巻 社会・理科 小学校中級～中学向 9,000円 29758-3 23

楽しい調べ学習 充実の旅行ガイド 京都・奈良 全2巻 社会・特別活動 小学校中級～中学向 6,000円 29743-9 23

楽しい調べ学習 考える力をつけよう！ 全5巻 国語・理科・算数・社会・総合 小学校3～6年 15,000円 29763-7 23

楽しい調べ学習 もっと、日本を知ろう 全4巻 総合・社会 小学校中級～中学向 12,000円 29760-6 24

楽しい調べ学習 知って楽しい、遊びと玩具 全2巻 体育・社会 小学校中級～中学向 6,000円 29761-3 24

楽しい調べ学習 食について考えよう！ 全2巻 家庭・社会・総合 小学校中級～中学向 6,000円 29762-0 24

楽しい調べ学習 生物多様性を探ろう 全5巻 理科 小学校中級～中学向 15,000円 29739-2 25

楽しい調べ学習 ひみつ大研究セット 全2巻 社会・特別活動 小学校中級～中学向 6,000円 29718-7 25

人気の職業早わかり！ 全6巻 進路・社会・特別活動 小学校中級～中学向 7,800円 29666-1 25

新刊 PHP心のノンフィクションシリーズ PART2 全3巻 読書・道徳・進路 小学校中級～中学向 4,200円 29774-3 26

PHP心のノンフィクションシリーズ PART1 全5巻 読書・道徳・進路 小学校中級～中学向 7,000円 29753-8 26

YAハートフル 4巻セット 全4巻 読書・道徳・進路 中学～高校向 5,200円 29756-9 26

100年インタビュー 10巻セット 全10巻 読書・道徳・進路 中学～高校向 11,200円 29683-8 27

100年インタビュー 第2期 8巻セット 全8巻 読書・道徳・進路 中学～高校向 9,500円 29728-6 27

100年インタビュー 第3期 3巻セット 全3巻 読書・道徳・進路 中学～高校向 3,700円 29757-6 27

YA『心の友だちシリーズ』PART1 全17巻 読書・道徳・進路 中学～高校向 18,150円 29702-6 28

YA『心の友だちシリーズ』PART2 全17巻 読書・道徳・進路 中学～高校向 17,758円 29703-3 28～29

YA『心の友だちシリーズ』PART3 全3巻 読書・道徳・進路 中学～高校向 3,450円 29735-4 29

YA『心の友だちシリーズ』PART4 全3巻 読書・道徳・進路 中学～高校向 3,450円 29752-1 29

新刊 YA『心の友だちシリーズ』PART5 全3巻 読書・道徳・進路 中学～高校向 3,600円 29775-0 29

新紹介  面白くて眠れなくなるシリーズ 数学ベスト 5巻セット 全5巻 数学 中学～高校向 6,600円 29786-6 30

新紹介  面白くて眠れなくなるシリーズ 理系ベスト 8巻セット 全8巻 理科 中学～高校向 10,400円 29787-3 30

新刊 単品図書 2016年4月～2017年2月発刊された図書 13点 単品毎に表記 単品毎に表記 31

新刊 単品図書 なつみはなんにでもなれる 1点 国語（えほん） 幼年～一般向 1,000円 78606-3 32

感動・ユーモア・発見
──PHPの児童書

「調べ学習」ならPHP
──PHPの「楽しい調べ学習シリーズ」

10代の心に届け！
「生きる力」の応援団

※この図書目録のセット、単品の価格は平成29年4月1日現在の本体価格（税別）です。今後改定させていただく場合がありますのでご了承ください。

──PHPの 
 ヤングアダルト
 図書
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★ 遊んで学べる 香川元太郎の迷路絵本 13巻セット
■［全13巻］セット揃定価 本体16,900円（税別）　■各巻定価 本体1,300円（税別）　■幼年～小学校上級向　■A4変型判／上製／各32頁

NDC913　ISBN978-4-569-29789-7　図書館専用堅牢製本

全13巻

［単品の ISBNコードはすべて、表記の6桁のコードの前に978-4-569-がつきます］

美しく緻密な絵にかくされた迷路と数々のかくし絵探しで遊びながら、地理や歴
史、生き物や進化、天体、乗り物まで学習できます。子どもの感性を磨き、知識も
身につき、子どもから大人までみんなで楽しめるお得な絵本です。

遊び方いろいろ！260万部突破の大好評迷路絵本子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で

セ ット 揃 内 容

1
恐竜時代から江戸時代まで
時の迷路 68532-8

2
古代都市をめぐってアトランティスへ
文明の迷路 68574-8

3
屋久島発　世界一周旅行へ
自然遺産の迷路 68645-5

4
原始の海から人類誕生まで
進化の迷路 68728-5

5
ヤマタノオロチの世界から神話と物語の旅へ
伝説の迷路 68769-8

6
明治、大正、昭和、そして未来へ
続・時の迷路 68945-6

7
秘密の穴をとおって虫の世界へ
昆虫の迷路 78048-1

8
太陽系をめぐって銀河のかなたへ！
宇宙の迷路 78160-0

9
アンデルセンから宮沢賢治の世界まで
物語の迷路 78275-1

10
車、電車から船、飛行機まで
乗り物の迷路 78313-0

11
ウサギ、コアラ、ライオン……250種大集合！
動物の迷路 78419-9

12
水族館から川、海、深海の旅へ　
水の国の迷路 78496-0

13
幽霊の学校をぬけて地獄の迷宮へ
お化けの迷路 新刊  78568-4

香川元太郎・大きな絵本 時の迷路 昆虫の迷路 文明の迷路 伝説の迷路
■各巻定価 本体8,800円（税別）　■幼年～小学校上級向　■A2変型判／上製／各32頁 NDC 913　図書館専用堅牢製本

縦53ｃｍ×
横39ｃｍの
ビッグブック
かくし絵さがしも
みんなでワイワイ
楽しめる！

例えば「お化けの迷路」見開き2頁だけでもこんなに楽しめる！内容の一部紹介

大きな絵本
時の迷路
78233-1

大きな絵本 大きな絵本
昆虫の迷路
78234-8

大きな絵本 大きな絵本
文明の迷路
78293-5

大きな絵本 大きな絵本
伝説の迷路
78294-2

大きな絵本

◀
大
き
な
絵
本

通常の迷路絵本（縦31cm×横23cm）▶

スタートからゴールまで迷路を通り抜けていこう。どのペー
ジにも2通りの迷路があり、何度でも楽しめます！

❶ めいろ

絵解きなぞなぞや、本
の向きをかえると見えて
くる絵探しなど、頭をや
わらかくする問題がたく
さんあります。

❸ クイズ

全場面にひとだまがひ
とつずつあります。ペー
ジをパラパラさせると
動いて見えますよ！

❹ うごくひとだま

おもなお化けの近くに
は、そのお化けの名前
がかくれています。

❺ お化けの名前

細密に描かれたお化けの世界にある「かくし絵」を発見す
る喜びに、子どもも大人も夢中になります。

❷ かくし絵

香川元太郎
作／絵

今回は、エンターテイメントの要
素が満載！シリーズ内で、最も
充実しています！遊べる迷路や
かくし絵、クイズ、回文さがしな
どに加えて、今回は、全場面に
絵解きなぞなぞが登場！さら
に、今までにはなかった2場面に
わたるかくし絵があります。もう
一つの目玉は、巻末の超ロング
迷路！シリーズ初の縦長迷路で
す。超ロング迷路には、もう一つ
のゲームストーリーのスタートも
あります。もう一度、全場面をめ
ぐってクリアすれば、キツネ忍術
をマスターできちゃうかも！？

作者のコメント

最新刊

1

3

2

5

4



●PHP研究所 図書目録● 5［単品の ISBNコードはすべて、表記の6桁のコードの前に978-4-569-がつきます］

子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で

■［全4巻］セット揃定価 本体5,100円（税別）　■各巻定価 本体 セット揃内容に表示　■読者対象・判型・頁 各図書に表示
NDC913　ISBN978-4-569-29769-9　図書館専用堅牢製本

くすのきしげのりワールド 4巻セット 全4巻新刊

PHP研究所は世と人の繁栄・平和・幸福実現の願いに立ち、1946年に創設されました。2016年、創設70周年を迎え、
「心豊かに、よりよい社会をつくりたい」との思いを同じくされる、くすのきしげのり先生に、PHP創設70周年記念
出版企画として、珠玉の4作品を創作いただきました。

数々の名作に感動！くすのきしげのりワールド全開！

著 者 紹 介
くすのきしげのり
1961年生まれ。「心豊かに生きる」をテーマに、児童文学の創作活動と
小学校の教育現場における「徳育」を中心とした教育活動を続ける。
2005年より、よりよい社会環境の創造と社会貢献のために、「あなたの
一日が世界を変える」の理念を普及するための活動も展開。2011年3月、
50歳を前に退職し、児童文学作品を中心とする様々なジャンルの創作活
動と講演活動を本格的にスタートさせる。『おこだでませんように』、『メガ
ネをかけたら』（共に小学館）が、青少年読書感想文全国コンクールの課
題図書に選定。2016年3月、第8回とくしま芸術文化賞を受賞。

セ ット 揃 内 容

1 ニコニコ・ウイルス
 78552-3

2「ごめんなさい」が いっぱい
78580-6

3 おにぼう
78591-2

4
あなたの一日が世界を変える
［日英対訳］Your day will change the world
［Japanese and English］ 78604-9

くすのきしげのり  作／佐竹美保  絵
A5判／上製／80頁

定価：本体1,100円（税別）
宇宙のイーダ大王たちは地球を傷つけ
ずに征服することを目指している。ホー
プ博士はニコニコ・ウイルスを地球にま
くことを提案するが…。くすのきしげの
り先生の近未来童話と、佐竹美保さん
のユニークな絵で、平和とは何かを考
えるきっかけを与えてくれる一冊です！

ニコニコ・ウイルス
小学校初級向

「ごめんなさい」が
いっぱい

幼年～小学校初級向

くすのきしげのり   作／鈴木永子  絵
B5判変型／上製／32頁

定価：本体1,300円（税別）
失敗しては「ごめんなさい」ばかり言うふうちゃん。家族は眼科に行くまで目が悪いこと
に気づかず……。お父さんもお母さんも、そしてお姉ちゃんも、そのことを知らずにい
たことを「ごめんなさい」「ごめんなさい」とふうちゃんにわびた。涙誘われる、心に響く
絵本です。

おにぼう
小学校初級向

くすのきしげのり  作／伊藤秀男  絵
A5判／上製／96頁

定価：本体1,200円（税別）
村人に嫌われていたおにぼう。大雨の
際、村人に助けを求められて、がけの上
の大岩を動かし、川の水をせき止めようとした。しかし、大岩が動いた瞬間、おにぼうも
一緒にまっさかさまに……。本当のやさしさとは何か、仲間とはなにか、を考えさせられ
る、心にジーンと響く一冊です。

あなたの一日が
世界を変える［日英対訳］
Your day will
change the world
［Japanese and English］

小学校上級～大人まで

くすのきしげのり  作／古山 拓  絵／花丘ちぐさ  英訳　B5判変型／上製／52頁
定価：本体1,500円（税別）
「あなた」が自分の一日を大切に過ごせば、世界は70億分の1だけよくなります。
2人、3人と増えていくにつれ、世界は少しずつよくなる。その鍵は「10の問い
かけ」。英文併記の新しい自己啓発絵本です。

「世界でいちばん貧しい大統領」として知られる、
ウルグアイ前大統領ホセ・ムヒカ氏が推薦！

＊あなたは、今、笑顔ですか？
＊あなたにとって、たいせつな人はだ
れですか？ 
＊あなたが、たいせつな人のために 
できることは何ですか？
＊あなたが、ほかの人や社会のため
にできることは 何ですか？
＊あなたは、自らの良心にしたがって 
行動することができますか？

10
の
問
い
か
け

＊あなたは、「気づき」をたいせつに
していますか？
＊あなたは、素直な心で「ありがとう」
が言えますか？
＊あなたは、どんな人になりたいので
すか？
＊あなたは、どんな一日を過ごします
か？
＊あなたは、今、笑顔ですか？
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セ ット 揃 内 容
1 す～べりだい　 78448-9

2 ぶららんこ 78449-6

3 すなばばば 新刊  78612-4

［単品の ISBNコードはすべて、表記の6桁のコードの前に978-4-569-がつきます］

鈴木のりたけのユーモア絵本
■［全3巻］セット揃定価 本体3,600円（税別）　■各巻定価 本体1,200円（税別）　■幼年～小学校初級向　■B5変型判／上製／各32頁

NDC913　ISBN978-4-569-29708-8　図書館専用堅牢製本

全3巻

こんなおふろ、トイレ、ふとんがあったらいいな！

幼
年
〜
小
学
初
級
向

人気絵本作家 鈴木のりたけさんが描く、
子どもたちの想像力、夢を大きくひろげる
快心の3作です！

長谷川義史　作／絵

信じられない想像力！ どこかシュールな、驚きの絵本。
子どもたちが大好き、公園で一生懸命遊んじゃう「すべりだい」「ぶらんこ」「すなば」。こんなすべりだい、ぶらんこ、
すなばがあったらどうだろう？「す～べりだい」「すべりだい～」「すべれない」「す～ベリッベリッだい」……。いった
い何がおこっているの？！言葉あそびが冴えわたる“鈴木のりたけワールド”全開！読み聞かせでも大好評です！！

■［全3巻］セット揃定価 本体3,000円（税別）　■各巻定価 本体1,000円（税別）　■幼年～小学校初級向　■A4変型判／上製／各32頁
NDC913　ISBN978-4-569-29793-4　図書館専用堅牢製本

★ 鈴木のりたけの「ゆうぐ」シリーズ　3巻セット 全3巻

◀すなばばば

セ ット 揃 内 容

鈴木のりたけ  作／絵

こうえんのすなば
が

　　すなであふれ
たら？

セ ット 揃 内 容
1 ぼくのおふろ 78061-0

2 ぼくのトイレ 78166-2

3 ぼくのふとん 78361-1

長谷川義史の親子で笑える絵本セット
■［全3巻］セット揃定価 本体3,500円（税別）　■各巻定価 本体セット揃内容に表示　■幼年～小学校初級向　■B5変型判／上製／各32頁

NDC913　ISBN978-4-569-29586-2　図書館専用堅牢製本

全3巻

ありえない奇想天外な世界に引きこまれます！
親子で一緒に読んで大笑い。
読み聞かせにも大好評です。

ぼくとお父さんとお母さんの3人がくりひろげるユーモア絵本。

セ ット 揃 内 容
1 うえへまいりまぁす 本体1,100円（税別） 68369-0

2 いっきょくいきまぁす 本体1,200円（税別） 68552-6

3 まんぷくでぇす 本体1,200円（税別） 68455-0

ぼくのふとん▲

 ふかふかふとんに
入ったら、おやすみなさいで
いいきもち、でも、毎日同じ
ふとんじゃつまらない。
それならこんな

ふとんはどうだろう？

鈴木のりたけ　作／絵
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幼
年
〜
小
学
初
級
向

セ ット 揃 内 容
1 はしる！ 新幹線「のぞみ」 鎌田 歩  作・絵 78218-8 4 はしる！ 新幹線「かがやき」 鎌田 歩  作・絵 78474-8

2 エアポートきゅうこう はっしゃ！ みねおみつ  作・絵 78348-2 5 はしる！ 新幹線「はやぶさ」新刊  鎌田 歩  作・絵 78572-1

3 はしる！ 新幹線「スーパーこまち」 鎌田 歩  作・絵 78366-6

こどもたちが大好きな電車シリーズ。出発進行！
富士山、浜名湖、京都の古い建物……。日本の名所
をかけぬけて行く「のぞみ」。新逗子駅から羽田空港
までの運行を緻密な鳥瞰図とともに描いた「エアポー
トきゅうこう」。雪景色の秋田から、大曲、盛岡を経
て東京まで駆け抜ける「スーパーこまち」。東京から
金沢へ、美しい山々や車内を楽しめる「かがやき」。
東京駅から青函トンネルを抜け、新函館北斗まで走る
「はやぶさ」。子どもたちが大好きな電車絵本です。

擬音の面白さとユーモア満載の絵。
読み聞かせも大好評！
おもちゃって楽しそうだな、ぶんぼうぐってかしこそうだね、の
りものってやっぱりかっこいいな！おばけって、こわいな。どう
ぶつずかんって、たのしいな。むかしばなしって楽しいな！こ
んちゅうって、かっこいいな！そうだ！いちにちだけ○○になっ
ちゃおう！さぁ、なにが起こるかお楽しみ！なってみてはじめて
わかる、子どもたちの気づきをサポートするユーモア絵本です。

■［全7巻］セット揃定価 本体8,400円（税別）　■各巻定価 本体1,200円（税別）　■幼年～小学校初級向　■A4変型判／上製／各32頁
NDC913　ISBN978-4-569- 29790-3　図書館専用堅牢製本

★ 「いちにち」シリーズ 7巻セット 全7巻

■［全5巻］セット揃定価 本体6,000円（税別）　■各巻定価 本体1,200円（税別）　■幼年～小学校初級向　■A4変型判／上製／各32頁
NDC913　ISBN978-4-569-29792-7　図書館専用堅牢製本

★ みんな大好き！電車シリーズ 5巻セット 全5巻

セ ット 揃 内 容
1 いちにちおもちゃ 68969-2 5 いちにちどうぶつ 78341-3

2 いちにちぶんぼうぐ 78103-7 6 いちにちむかしばなし 78475-5

3 いちにちのりもの 78187-7 7 いちにちこんちゅう 新刊   78557-8

4 いちにちおばけ 78239-3

こどもたちが大好きな電車シリーズ。出発進行！

ふくべあきひろ　作／かわしまななえ　絵

いちにち
カブトムシに
なってみた

■［全4巻］セット揃定価 本体5,200円（税別）　■各巻定価 本体1,300円（税別）　■幼年～小学校初級向　■A4変型判／上製／各32頁
NDC913　ISBN978-4-569-29770-5　図書館専用堅牢製本

PHPこににこえほん 第14期 全4巻新刊

子どもたちに絵本の楽しさを
知ってもらえるシリーズ！
海を知らないとらたのために、チイばあちゃんが
描いた海と船の絵。すると、ふたりは絵の中に
入ってしまい…？奇想天外の『とらねことらたと
なつのうみ』。ちょっとふしぎなおじいちゃんのス
テッキで遊ぶ、『すてきなステッキ』。タコ、ミーア
キャットなど、動物の逃げる姿を躍動感あふれる
絵で表現した『にげた！』。くいしんぼうのしろくま
が、たべものの中にはいった姿を想像する『お
いしそうなしろくま』。大きな紙面いっぱいに広が
る絵本の世界を楽しんでください。

セ ット 揃 内 容

1 とらねことらたとなつのうみ あまんきみこ  作／広瀬 弦  絵 78558-5 3
にげた！
 宇治 勲  作・絵 78598-1

2 すてきなステッキ 深見春夫  作・絵 78586-8 4
おいしそうなしろくま
 柴田ケイコ  作・絵 78609-4
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子どもたちは絵さがしが大好き！このシリーズは1冊になんと1001
もの絵さがしがあります。細密でカラフルな絵は見ているだけで楽
しくなります。みんなで協力しながら遊べる絵本です。

楽しい1001のさがし絵、見つけられるかな？ セ ット 揃 内 容

1 1001ぴきの虫をさがせ！ エマ・ヘルブラフ  作／テリ・ガウアー  絵／荒木文枝  訳 68985-2

2 妖精の国1001のさがしものジリアン・ドハーティ  作／テリ・ガウアー  絵／荒木文枝  訳 78117-4

3 1001のクリスマスをさがせ！ アレックス・フリス  作／テリ・ガウアー  絵／荒木文枝  訳 78182-2

4 世界の海1001のさがしもの ケイティ・デインズ  作／テリ・ガウアー  絵／荒木文枝  訳 78227-0

5 1001の海賊たちをさがせ！ロブ・ロイド・ジョーンズ  作／テリ・ガウアー  絵／荒木文枝  訳 78279-9

6 1001のどうぶつをさがせ！ルース・ブロックルハースト  作／テリ・ガウアー  絵／ 荒木文枝  訳 78314-7

7 魔法の国1001のさがしものジリアン・ドハーティ  作／テリ・ガウアー  絵／ 荒木文枝  訳 78373-4

8 たのしいお休み 1001のさがしものヘイゼル・マスケル  作／テリ・ガウアー  絵／荒木文枝  訳 78444-1

幼
年
〜
小
学
初
級
向

青一色で幻想的な海の世界を描いた『タツノオトシゴ』。しずか
な村に貝の海賊があらわれ、村人たちはおおさわぎ！正義の味
方、いかにんじゃが活躍する、『いかにんじゃ』。雪が降った朝、
道端で手袋の落とし物を見つけたまほちゃん、ほんわかあたたか
い『だれのおとしもの？』。異世界で伝説の勇者として、怖い魔王を倒し
にいくことになったウッチーの活躍を描いた『がんばれ！ウッチーマン』は
じめ7作品。子どもたちが心から楽しめる個性豊かな作品を集めました。

心から楽しめる、個性豊かな作品が揃いました。

■［全7巻］セット揃定価 本体9,100円（税別）　■各巻定価 本体1,300円（税別）　■幼年～小学校初級向　■B5変型判／上製／各32頁
NDC913　ISBN978-4-569-29771-2　図書館専用堅牢製本

PHPわたしのえほん 第15期 全7巻新刊

セ ット 揃 内 容
1 タツノオトシゴ 長田真作  作・絵 78548-6 5 おかしなこともあるもんだ いしいひろし  作・絵 78605-6

2 がんばれ！ ウッチーマン 内田篤人  監修／ナカムラミツル  作・絵 78569-1 6 おにのつの おおつぼかずみ  作・絵 78616-2

3 いかにんじゃ みきすぐる  作／おおのこうへい  絵 78571-4 7 ともだちのひっこし 宮野聡子  作・絵 78625-4

4 だれのおとしもの？ 種村有希子  作・絵 78595-0

道端で手袋の落とし物を見つけたまほちゃん、ほんわかあたたか
い『だれのおとしもの？』。異世界で伝説の勇者として、怖い魔王を倒し
にいくことになったウッチーの活躍を描いた『がんばれ！ウッチーマン』は
じめ7作品。子どもたちが心から楽しめる個性豊かな作品を集めました。

心から楽しめる、個性豊かな作品が揃いました。

子どもたちは絵さがしが大好き！1冊になんと1001もの絵さがし
があります。見ているだけで楽しくなる細密でカラフルな絵。ス
ターやおなかぽっこりモンスター、おてつだいモンスターなど、
愉快なモンスターがたくさん登場する『1001のモンスターをさ
がせ！』。活気のある漁港やにぎわう商店街、夜の町など行っ
てみたい場所がいっぱい！『世界の町 1001のさがしもの』はじ
め楽しい5作品！

1001のさがし絵を見つけて、みんなで遊ぼう！

■［全5巻］セット揃定価 本体6,500円（税別）　■各巻定価 本体1,300円（税別）　■幼年～小学校初級向　■A4変型判／上製／各32頁
NDC933　ISBN978-4-569-29772-9　図書館専用堅牢製本

1001のさがしもの絵本シリーズ 第2期 5巻セット 全5巻新刊

セ ット 揃 内 容

1 お城と騎士 1001のさがしもの ヘイゼル・マスケル  作／テリ・ガウアー  絵／荒木文枝  訳 78559-2 4
たのしい農場 1001のさがしもの
 ジリアン・ドハーティ  作／テリ・ガウアー  絵／荒木文枝  訳 78600-1

2 1001のモンスターをさがせ！ ジリアン・ドハーティ  作／テリ・ガウアー  絵／荒木文枝  訳 78584-4 5
世界の歴史 1001のさがしもの
 ジリアン・ドハーティ  作／テリ・ガウアー  絵／荒木文枝  訳 78601-8

3 世界の町 1001のさがしもの アンナ・ミルボーン  作／テリ・ガウアー  絵／荒木文枝  訳 78594-3

■［全8巻］セット揃定価 本体10,400円（税別）　■各巻定価 本体1,300円（税別）　■幼年～小学校初級向　■A4変型判／上製／各32頁
NDC933　ISBN978-4-569-29726-2　図書館専用堅牢製本

1001のさがしもの絵本シリーズ 8巻セット 全8巻
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★ PHPお話366シリーズ 5巻セット
■［全5巻］セット揃定価 本体11,500円（税別）　■各巻定価 本体2,300円（税別）　■幼年～小学校上級向　■B5変型判／上製／各415～448頁

NDC セット揃内容に表示　ISBN978-4-569-29794-1　図書館専用堅牢製本

全5巻

考える力を
育てるお話366
日本と世界の昔話・名作・神話・
童話・故事成語から、歴史や自然
のふしぎまで掲載。幅広いジャン
ルのお話が、子どもの興味を引き
出し、能力を伸ばします。

子どもたちの知的好奇心を引き出し、「興味を持つ力」を伸ばします！

もっと！ 考える力を
育てるお話366
『考える力を育てるお話366』で
は網羅できなかった新しいジャン
ルとして、日本の詩、47都道府
県の民話・伝説、星座のお話、百
人一首のお話をプラスしました。

「なぜ？」に答える
科学のお話366
科学についてのさまざまなふしぎ
な現象を、親しみやすいイラスト
を交えてやさしく解説。「なるほ
ど！」「わかった！」がいっぱい。も
のを見る目がグーンと変わります！

日本の「なぜ？」に
答えるお話366
日本の文化や行事、世界に誇る
最新技術など、子どもたちの好
奇心をくすぐる幅広いジャンルの
お話を満載。日本のすばらしさを
再認識できる一冊！

読
み
聞
か
せ
は
６
歳
か
ら

小
学
校
中
級
以
上
向

①448頁の大ボリュームで
オールカラー。

②1日1話、1頁or2頁完結、
3～5分程度で読めます。

③理解度チェックになる「お
はなしクイズ」が、すべて
のお話についています。

④「豆知識」や「おはなしクイ
ズ」を通して、親子の会話
が弾みます。

⑤お話の世界を広げる特集
ページが充実しています。

⑥総ルビなので子どもの成
長にあわせて子ども自身
で読めます。

お話366
シリーズの特長

世界はふしぎに満ち
ています！

身近な疑問から興味
が生まれ、

科学的に考える力が
育ちます。

私たちの毎日の生活は、すべて理科とかかわっています。身体の生理
現象、生きものの生態、気象、天体の運行……。学校教育でも重視さ
れている理科の基本知識が身につくとともに、ふだん体験している
物理現象、生命現象への興味がわくお話を366話収録しました。

小・中学校の｢理科｣の学習指導要領では、科学的な概念の柱が｢エネルギー｣｢粒子｣｢生命｣｢地球｣の
4つに分類されており、たとえば｢粒子｣｢水｣の性質などから習います。本書では、366のお話のテー
マが、理科の学習指導要領でいえば、どのテーマに関連するかがわかるように分類されています。

理科のお話366
ふしぎと発見がいっぱい！

＊「エネルギー」「粒子」という言葉は、小学生にはわかりにくいため、エネルギーを「もののはたらき」、粒子を「ものの性質」に言い換えています。
＊テーマは関連していますが、小・中学校の学習内容（授業内容）と対応しているわけではなく、学校では習わないハイレベルのお話もたくさんあります。

もののはたらき
（エネルギー）

光  磁石  力  電気
音  熱  電波

ものの性質
（粒子）

水  空気  金属  変化
もののなりたち

生　命
虫  人体  植物  動物
鳥  魚  微生物
恐竜  遺伝子  進化

地　球
太陽  月  気象
大地  海  時間
太陽系  宇宙

セ ット 揃 内 容

1 考える力を育てるお話366
 PHP研究所  編　 NDC900　 78257-7

4 日本の「なぜ？」に答えるお話366
 PHP研究所  編 NDC031 78455-7

2 もっと！ 考える力を育てるお話366
 PHP研究所  編　 NDC900 78347-5

5 理科のお話366 新刊
 小森栄治  監修 NDC407 78603-2

3「なぜ？」に答える科学のお話366
 長沼 毅  監修 NDC407 78407-6

小・中学校の｢理科｣の学習指導要領では、科学的な概念の柱が｢エネルギー｣｢粒子｣｢生命｣｢地球｣の
4つに分類されており、たとえば｢粒子｣｢水｣の性質などから習います。本書では、366のお話のテー
マが、理科の学習指導要領でいえば、どのテーマに関連するかがわかるように分類されています。

｢ここがポイント｣で
お話の要点が
わかる

身近な自然現象を
平易な文章と
イラストで説明

理科（小・中学校）の
学習指導要領に
対応したテーマ分類
・4つの大分類
・30の小分類を明記

2

13

｢おはなしクイズ｣で
理解度をチェック
できる

4

本書の
特徴
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小
学
初
級
〜
中
・
上
級
向

セ ット 揃 内 容
1 れいぞうこのなつやすみ 本体950円（税別） 68603-5 5 そうじきのつゆやすみ 本体1,100円（税別） 78229-4

2 ストーブのふゆやすみ 本体1,100円（税別） 68751-3 6 じてんしゃのほねやすみ 新刊  本体1,100円（税別） 78323-9

3 ランドセルのはるやすみ 本体1,100円（税別） 68942-5 7 とびばこのひるやすみ 本体1,100円（税別） 78345-1

4 すいはんきのあきやすみ 本体1,100円（税別） 78076-4 8 テレビのずるやすみ 本体1,100円（税別）  78497-7

いろんなものがお休み、「ありえない」展開が大好評！

■［全8巻］セット揃定価 本体8,650円（税別）　■各巻定価 本体セット揃内容に表示　■小学校初級～中級向　■A5判／上製／各79頁
NDC913　ISBN978-4-569-29791-0　図書館専用堅牢製本

★ わがままおやすみシリーズ 8巻セット 全8巻

読み出したらもう止まらない！春夏秋冬の季節の休みに、梅雨
休みや昼休み、はてはずる休みといろんなものが休んでしまい
ます。遠足に行きたいランドセル、プールに行きたい冷蔵庫、釣
りに行きたい掃除機、スキーに行きたいストーブ、運動会に参加
したい炊飯器、学校を飛び出したい跳び箱、誕生日パーティー
に行きたいテレビ、おみこしをかつぎたい自転車、ありえないス
トーリー、関西弁のセリフが大好評のユーモラスシリーズです。 村上しいこ  作／長谷川義史  絵

トビイ ルツ  
作・絵

しまうまシリーズ
■［全4巻］セット揃定価 本体4,400円（税別）　■各巻定価 本体1,100円（税別）　■小学校初級～中級向　■A5判／上製／平均92頁

NDC913　ISBN978-4-569-29730-9　図書館専用堅牢製本

全4巻

たくさんの動物が登場！それぞれの違いからは差別ではなく、個性
の理解と尊重の思いが生まれます。学校、動物園、病院など身近な舞
台で、展開されるお話の中でさらりと教えてくれる「大切なこと」。道徳
のサブテキストとしてもぜひご活用ください。

それぞれの違いを認め合い、仲間と共に成長していく心温まる物語

セ ット 揃 内 容
1 どうぶつびょういん 68780-3 3 しまうまのたんじょうび 78249-2
2 しまうまのしごとさがし 78012-2 4 どうぶつがっこう 78421-2

小学校低～中学年向けの読み物シリーズ！

■［全7巻］セット揃定価 本体7,700円（税別）　■各巻定価 本体1,100円（税別）　■小学校初級～中級向　■A5判／上製／平均80頁
NDC913　ISBN978-4-569-29773-6　図書館専用堅牢製本

PHPとっておきのどうわ 第5期 全7巻新刊

セ ット 揃 内 容

1 ありがとうの道
 小原麻由美  作／黒井 健  絵 78551-6

4 しゅくだいとびばこ
 福田岩緒　作・絵 78590-5

7 サイアク！
 花田鳩子  作／藤原ヒロコ  絵 78629-2

2 せなかのともだち
 萩原弓佳  作／洞野志保  絵 78560-8

5 妖怪 いじわるシャンプー
 土屋富士夫　作・絵 78614-8

3 なかよしおまもり、きいた？
 松井ラフ  作／狩野富貴子  絵 78576-9

6 ねこ天使とおかしの国に行こう！
 中井俊已  作／木村いこ  絵 78618-6

暴風雨で流される1本の桜の大木。いかだになって森
の動物たちを助けた桜が残したものは…、心温まる『あ
りがとうの道

みち

』。いじわるのひつじの毛と、おこりんぼう
のはりねずみの針がからまって…、第16回創作コンクー
ルつばさ賞（童話部門）優秀賞受賞作『せなかのとも
だち』。運動会までにとびばこの六段をとびた
い！『しゅくだいとびばこ』はじめ７作品。
生活童話から、奇想天外なファンタジー
まで、気鋭の作家、画家による新鮮で面
白さに満ちたとっておきの作品、「朝の読
書」にも最適です。



たのしいちしきえほん 6巻セット
■［全6巻］セット揃定価 本体9,600円（税別）　■各巻定価 本体1,600円（税別）　■小学校初級～上級向　■A4判／上製／平均47頁

NDC セット揃内容に表示　ISBN978-4-569-29767-5　図書館専用堅牢製本

全6巻

楽しく読めるからこそ、どんどん知識が身につく！ 楽しく味わいあるイラストとわかりやすい説明で、
どんどん理解がすすみ、興味がわいてきます。

セ ット 揃 内 容
1 12か月の行事えほん いけずみひろこ  作・絵 NDC913 78380-2

2 月のふしぎえほん 大藪健一  文／常永美弥  絵 NDC446 78394-9

3 二十四節気のえほん 西田めい  文／羽尻利門  絵 NDC449 79398-7

4 町家えほん 山口珠瑛  作・絵／松井薫  監修 NDC521 78404-5

5 はじめての恐竜えほん 冨田幸光  監修 NDC457 78437-3

6 からだのふしぎ たんけんえほん 阿部和厚  監修 NDC491 78469-4

小
学
初
級
〜
中
・
上
級
向

■［全2巻］セット揃定価 本体2,600円（税別）　■各巻定価 本体1,300円（税別）　■小学校初級～上級向　■B5変型判／上製／各32頁
NDC913　ISBN 978-4-569-29754-5　図書館専用堅牢製本

ヨシタケシンスケのあるある絵本 全2巻

思わず笑っちゃう こどもあるある！おとなあるある！

ヨシタケシンスケ　作・絵

びんぼうゆすりを
するのには
りゆうがあります。

イスのうえでジタバタ
しちゃうのには、
りゆうがあります。

どうしてこどもだけ
はやくねなくちゃ
いけないの？

どうしておふろにはいる
じかんをおとながかってに
きめちゃうの？

セ ット 揃 内 容
1 りゆうがあります 78460-1 2 ふまんがあります 78502-8 

りゆうが
あります

びんぼうゆすり、イ
スのうえでジタバ
タ……。こどもたち
が、ついやってしま
うクセ。それには、
ちゃんとした「りゆ
う」があるんです。
第8回 MOE2015
絵本屋さん大賞

第1位

ふまんが
あります
どうしてこどもだけ
はやくねなくちゃい
けないの？おとな
はいろいろとズル
いとおもう。ちゃん
ともんくをいって、
ズルいのをやめて
もらおう！

こどもに

もんくをいわ
せて！

親しみやすい絵本の中に
知識のページを組み込みました！

セ ット 揃 内 容

1 星と星座のふしぎえほん 大藪健一  文／常永美弥  絵 NDC443　 78570-7

2 こころのふしぎ たんけんえほん 平木典子  監修 NDC371　 78575-2

3 地球のあゆみえほん 丸山茂徳  監修 NDC457　 78634-6

■［全3巻］セット揃定価 本体4,800円（税別）　■各巻定価 本体1,600円（税別）　■小学校初級～上級向　■A4判／上製／各48頁
NDC セット揃内容に表示　ISBN978-4-569-29776-7　図書館専用堅牢製本

たのしいちしきえほん 第2期 3巻セット 全3巻新刊

星座の伝説、太陽系の惑星の特徴、星までの距離や明るさの表し
方などをやさしい絵や図で紹介。夜空を見るのが楽しくなる『星と
星座のふしぎえほん』。「こころはどこにあるの？」「友だちとけんか
した」「いのちってなあに？」など、こころの動きや友達とのつき
あい方などを紹介した『こころのふしぎ たんけんえほん』はじ
め、たのしく学んで知識が身に付く3冊セットです。

［単品の ISBNコードはすべて、表記の6桁のコードの前に978-4-569-がつきます］ ●PHP研究所 図書目録● 11
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小
学
中
・
上
級
〜
中
学
向

セ ット 揃 内 容

1
だれがアケル！？ 恐怖のトビラ
四十九日めのバス／弾きたかったピアノ／ノットリオニ／向こうの子／シャドー！／おそ
ろし山／ミイコがくれた妖しいパワー／赤い貝／呪いの消しゴム 78388-8

2
だれがアケル！？ 呪いのトビラ
呪いのかくれんぼ／濡ればあさん／迷い道／蝶／あいつが、はってやってくる！／ミ
ラーハウスのお兄ちゃん／怨念の塔／サブおじさん／欲しい 78389-5

3
だれがアケル！？ 悪夢のトビラ
ヨキコトさま／しだれ桜には死体が／音／幽霊にぬすまれた顔／おまえの口はもらっ
た／イキウツシ／おねず様／呪いのリクエスト／正夢 78392-5

4
だれがアケル！？ 魔のトビラ
終わりの灯り／かくれんぼ／黒板の神様／バハンの財宝／あの死者はだれ？／マサ
ルのゆうれい修行／あぶりだし／となりの部屋から／二十六足のわらじ 78393-2

「恐怖のトビラ」シリーズ
■［全4巻］セット揃定価 本体4,000円（税別）　■各巻定価 本体1,000円（税別）　■小学校中級～中学向　■B6変型判／並製／各175頁

NDC913　ISBN978-4-569-29722-4

全4巻

背すじがゾッとする、子どもたちの身近に起こりそうなこわ～い話
日本児童文芸家協会の著者9名によるアンソロジー。
不気味で怖い話が満載です！

日本児童文芸家協会　編

セ ット 揃 内 容

1
本当にこわ～い都市伝説
身近にひそむ謎と恐怖
暗やみのなかの声／ここにもいな～い／走りまわる幽霊／他 68794-0

2
ゾクゾクこわ～い都市伝説
あなたにせまる恐怖の世界
写真に写っていた顔／ゲームに残る影／思い出せない同級生／他 78027-6

3
不思議でこわ～い都市伝説
身の毛もよだつ恐怖の話
少女たちのきもだめし／トイレの小さな手／幽霊トンネル／他 78186-0

4
ドキドキこわ～い都市伝説
あなたの知らない恐怖の世界
背後の黒い車／あかずのロッカー／携帯電話を使うな！／他 78212-6

5
不気味でこわ～い都市伝説
背筋もこおる恐怖の体験
恐怖のツーリング／暗いとび箱のなかで／赤い生けがきの女／他 78332-1

こわ～い都市伝説 5巻セット
■［全5巻］セット揃定価 本体5,000円（税別）　■各巻定価 本体1,000円（税別）　■小学校初級～中学生向　■B6変型判／並製／各159頁

NDC913　ISBN978-4-569-29705-7

全5巻

どうしても続きが読みたくなるこわ～い話

藤田晋一　編

どこかで聞いた身
の毛もよだつうわさ
話、ブルッとふるえ
る妖怪＆幽霊伝
説など都市伝説

の数 を々一
挙に紹介。

著名作家が自ら体験したり、見聞きした不思議な物語。
児童文学界で活躍中の著名作家による短編アンソロジー。作家自身が経
験、見聞きした世にも不思議な出来事、奇妙な出来事、不可解な出来事を
ふまえ、1巻につき10名、合計30名が執筆しました。

■［全3巻］セット揃定価 本体3,000円（税別）　■各巻定価 本体1,000円（税別）　■小学校中級～中学向　■B6変型判／並製／各160頁
NDC913　ISBN978-4-569-29788-0

世にも不思議なお話 3巻セット 全3巻新刊

セ ット 揃 内 容

1

本当にあった？世にも不思議なお話
山本省三　お、ぼ、え、て、る？／高橋うらら　運命逆転
スイッチ／深山さくら　ひいばあちゃんとした約束／みお
ちづる　だれかがいる！／後藤みわこ　ふたりのまゆか／
金治直美　夜中先生／名木田恵子　ヴィヌシャプとビヌ
シャチ／石崎洋司　予知夢／山下明生　大黒神島の
夜／天沼春樹　あの夏の日に

78630-8

2

本当にあった？世にも奇妙なお話
小森香折　フラッシュ・フォワード／森川成美　絶対音
感／石井睦美　消えたランドセル／光丘真理　真珠色
の血／加藤純子　天国からのメッセージ／工藤純子　
空洞のような目／池田美代子　レン、レラ、リュウ／山口
理　そらみみ……。／最上一平　暖日山の武三郎／那
須正幹　ちょっと不思議な三つの話

78631-5

3

本当にあった？世にも不可解なお話
松原秀行　新宿不思議同盟／宮下恵茉　おじいちゃん
のポチ袋／楠章子　しっぽのお宿／越水利江子　ぼくの
おじいちゃん／たからしげる　空をとんでみつけた帽子／横
山充男　水晶山／牧野節子　ラブラブ岩の秘密／芝田
勝茂　未来がわかってしまった！／三田村信行　ぼくの不
思議体験／村山早紀　あなたの世界に天使はいますか

78632-2
たからしげる  編
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小
学
中
・
上
級
〜
中
学
向

楽しい 調 べ 学 習 シリー ズ

1 冊 1 テーマ、
ピンポイントで掘り下げた詳しい解説。
子どもたちが選ぶさまざまなテーマの
一つひとつに応える格好の「資料」です！

音　楽
和太鼓の
ひみつ

■音楽

音楽 小1～6：表現（器
楽の活動）、鑑賞
本体3,000円（税別）63頁
NDC768　78550-9

「クラシック
鑑賞」事典

■音楽

音楽 小1～6：表現（器
楽の活動）、鑑賞
本体2,800円（税別）79頁
NDC760　68755-1

オーケストラ
大図鑑

■音楽

音楽 小1～6：表現（器
楽の活動）、鑑賞
本体2,800円（税別）79頁
NDC764　68782-7

世界の「楽器」
絵事典

■音楽・総合

音楽小1～6：表現（器楽
の活動）、鑑賞／総合：国
際理解
本体2,800円（税別）79頁
NDC763　68676-9

シーン別
英語絵事典

■外国語活動

外国語活動 小5・6：英
語
本体2,800円（税別）79頁
NDC830　68596-0

塩の大研究

■家庭・社会

家庭 小5・6：栄養を考
えた食事／社会：わが国
の農業や水産業
本体2,800円（税別）79頁
NDC669　68772-8

お茶の
大研究
■家庭・社会・総合

家庭 小5・6：栄養を考
えた食事／社会：わが国
の農業や水産業／総合：
食育
本体2,800円（税別）79頁
NDC791　68543-4

日本食の
大研究
■家庭・総合

家庭小5・6：栄養を考
えた食事／総合：食育／
技術家庭（中学）：栄養と
食事
本体2,800円（税別）79頁
NDC596　68580-9

世界の食事
おもしろ図鑑
■家庭・総合

家庭 小5・6：栄養を考
えた食事／総合：食育、
国際理解／社会：世界の
様々な地域
本体2,800円（税別）79頁
NDC383　68767-4

和菓子の
絵事典

■家庭・総合

家庭 小5・6：栄養を考
えた食事／総合：食育
本体2,800円（税別）79頁
NDC588　68795-7

郷土料理
大図鑑

■家庭・総合・社会

家庭 小5・6：栄養を考
えた食事／総合：食育／
社会：日本の様々な地域
本体2,800円（税別）79頁
NDC596　68920-3

新聞わくわく
活用事典

■国語

国語小3・4：「書くこと」
に関する言語活動
本体2,800円（税別）79頁
NDC375　68516-8

学習新聞の
つくり方事典

■国語

国語 小3・4：「 書くこ
と」に関する言語活動
本体2,800円（税別）63頁
NDC375　78190-7

本のさがし方
がわかる事典

■国語

国語 小3～6：「読むこと」
（図鑑や事典などの利用）
本体2,800円（税別）79頁
NDC014　68744-5

国語の
考える力を
つけよう！
■国語

国語小4～6：話すこと、
聞くこと、書くこと、読むこと
本体3,000円（税別）47頁
NDC375　78525-7

算数の
考える力を
つけよう！
■算数

算数 小4～6：数と計算、
量と測定、数量関係
本体3,000円（税別）47頁
NDC375　78508-0

日本の神さま
大図鑑

■国語・社会

国語 小3～6：伝統的な
言語文化／社会小3・4
：地域の人々の生活
本体3,000円（税別）63頁
NDC164　78505-9

伝説の生き物
大図鑑

■国語・総合

国語 小1・2：昔話や神
話・伝承などの読み聞か
せ／総合：国際理解
本体2,800円（税別）63頁
NDC388　78162-4

外国語活動 家　庭

国　語

算　数

関

連

教

科

の

見

方

学
習
指
導
要
領
と
関
連
し
て
い
る

教
科
、学
年
、内
容
を
記
載

図書館の
ひみつ

■総合

総合的な学習 小4～6：
社会教育施設の活用
本体3,000円（税別）63頁
NDC015　78544-8

■各巻定価：各巻ごとに表示
■小学校中級～中学向
■A4変型判／上製　■頁数：各巻ごとに表示
■NDC：各巻ごとに表示　図書館堅牢製本

全点ラインナップほぼ

2020年に変わる大学
入試。

「考える力」が重要に
なります！
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小
学
中
・
上
級
〜
中
学
向

日本のくらし
絵事典

■社会

社会小3・4：古くから残
る道具、それらを使ってい
たころの暮らし
本体2,800円（税別）79頁
NDC380　68518-2

ごみの
大研究

■社会

社会 小3・4：廃棄物の
処理と生活や産業とのか
かわり
本体2,800円（税別）63頁
NDC518　78111-2

日本の祭り
大図鑑

■社会

社会 小3・4：地域の
人々が受け継いできた文
化財や年中行事
本体2,800円（税別）63頁
NDC386　78205-8

昔の道具
大図鑑

■社会

社会小3・4：古くから残
る道具、それらを使ってい
たころの暮らし
本体2,800円（税別）63頁
NDC383　78316-1

地図博士に
なろう！
■社会

社会小3～4：身近な地
域や市の観察・調査、地
図を活用した社会的事象
の調査
本体3,000円（税別）63頁
NDC448　78433-5

日本全国
地名のひみつ

■社会

社会 小3～4：身近な地
域や市の観察・調査、47
都道府県の名称と位置
本体3,000円（税別）63頁
NDC290　78435-9

昔の玩具
大図鑑

■社会

社会 小3～4：古くから残
る道具
本体3,000円（税別）63頁
NDC759　78490-8

花火の
大図鑑

■社会

社会 小3～4：地域の
人々の生活、わが国の工
業生産
本体2,800円（税別）79頁
NDC575　68964-7

よくわかる
貿易

■社会

社会 小3～4：我が国の
産業の様子、私たちと国
際社会の諸課題
本体3,000円（税別）63頁
NDC678　78563-9

社会の
考える力を
つけよう！
■社会

社会 小3～4：社会的事
象の調査
本体3,000円（税別）47頁
NDC375　78531-8

ものの値段
大研究

■社会

社会 小3～4：情報化し
た社会の様子と国民生
活とのかかわり
本体3,000円（税別）63頁
NDC337　78358-1

日本の戦争
遺跡図鑑

■社会

社会 小5：近代日本が
行った戦争
本体2,800円（税別）63頁
NDC210　78344-4

日本の
国立公園
まるわかり事典
■社会

社会 小5：我が国の国土
の自然などの様子
本体3,000円（税別）63頁
NDC629　78472-4

「おもてなし」
の大研究

■社会

社会 小6：優れた文化
遺産についての理解
本体3,000円（税別）63頁
NDC673　78391-8

よくわかる
税金

■社会

社会 小6、中学：我が国
の政治の働き、〔公民的
分野〕私たちと経済
本体3,000円（税別）63頁
NDC345　78579-0

よくわかる
警察

■社会

社会 小6、中学：我が国
の政治の働き、〔公民的
分野〕私たちと政治
本体3,000円（税別）63頁
NDC317　78585-1

地球儀で
探検！
■社会

社会 小6、中学：世界の
中の日本の役割、〔地理
的分野〕世界の様々な地
域
本体3,000円（税別）63頁
NDC448　78615-5

日本の城

■社会

社会 小6、中学：わが国
の歴史や先人の働き、文
化遺産
本体2,800円（税別）79頁
NDC521　68625-7

裁判のしくみ
絵事典

■社会

社会 小6、中学：わが国
の政治の働き、〔公民的
分野〕私たちと政治
本体2,800円（税別）63頁
NDC327　78240-9

小さな国
大研究

■社会

社会 小6、中学：世界の
主な国、世界の様々な地
域
本体2,800円（税別）63頁
NDC290　78335-2

絵でわかる
戦国の合戦
■社会

社 会小6、中学：わ が
国の歴史や先人の働き、
〔歴史的分野〕古代～
現代の日本
本体3,000円（税別）63頁
NDC210　78377-2

はじめての
日本国憲法

■社会

社会 小6、中学：我が国
の政治の働き、〔公民的
分野〕私たちと政治
本体3,000円（税別）63頁
NDC323　78429-8

縄文人の
くらし大研究

■社会

社会小6、中学：狩猟・採
集や農耕の生活、〔歴史
的分野〕古代までの日本
本体3,000円（税別）63頁
NDC210　78431-1

よくわかる
自衛隊

■社会

社会 小6、中学：我が国
の政治の働き、〔公民的
分野〕私たちと政治
本体3,000円（税別）63頁
NDC392　78467-0

よくわかる
少年法

■社会

社会 小6、中学：我が国
の政治の働き、〔公民的
分野〕私たちと政治
本体3,000円（税別）63頁
NDC327　78518-9

明治日本の
産業革命遺産

■社会

社会 小6、中学：我が国
の歴史、〔歴史的分野〕
近代の日本と世界
本体3,000円（税別）63頁
NDC602　78527-1

よくわかる
選挙と政治

■社会

社会 小6、中学：我が国
の政治の働き、〔公民的
分野〕私たちと政治
本体3,000円（税別）63頁
NDC314　78538-7

ふろしき
大研究
■社会・家庭

社会 小6：わが国の歴史
と文化／家庭 小5・6：
環境に配慮した生活の工
夫
本体2,800円（税別）79頁
NDC383　68572-4

日本の
伝統競技
■社会・総合

社会小3・4：地域の人々
が受け継いできた年中行事
／総合 小4～6：地域の
人々の暮らし、伝統と文化
本体3,000円（税別）63頁
NDC780　78512-7

よくわかる
知的財産権
■社会・総合

社会小5：我が国の情報
化した社会の様子／総
合小3・4：情報が日常
生活に与える影響
本体3,000円（税別）63頁
NDC507　78517-2

わたしのまちが
「日本一」事典

■社会

社会小3～4：身近な地
域や市の観察・調査、47
都道府県の名称と位置
本体3,000円（税別）63頁
NDC291　78608-7

社　会
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自然に学ぶ
ものづくり図鑑
■社会・総合・技術家庭

社会 小5：わが国の工
業生産／総合：ものづくり
／技術家庭 中学：技術
とものづくり
本体2,800円（税別）63頁
NDC460　78113-6

巨大地震

■社会・理科

社会 小3・4：地域社会
における災害および事故
の防止／理科 中1：火
山と地震
本体3,000円（税別）63頁
NDC453　78378-9

みんなの
防災事典
■社会・理科

社会 小3・4：地域社会
における災害および事故
の防止／理科 中1：自
然の恵みと災害
本体3,000円（税別）63頁
NDC369　78471-7

水族館の
ひみつ
■社会・理科

社会 小5：仕事に従事し
ている人々の工夫や努力
／理科 小3～6：身近な
自然の観察、生物の観察
本体3,000円（税別）63頁
NDC480　78349-9

火山噴火
■社会・理科

社会 小3・4：地域社会
における災害および事故
の防止／理科 中1・3：
火山と地震、自然の恵み
と災害
本体3,000円（税別）63頁
NDC453　78493-9

動物園の
ひみつ
■社会・理科

社会 小5：仕事に従事し
ている人々の工夫や努力
／理科 小3～6：身近な
自然の観察、生物の観察
本体3,000円（税別）63頁
NDC480　78374-1

よくわかる
植物工場

■社会・理科

社会 小5：我が国の農
業や水産業／理科 小5
：植物の発芽、成長、結実
本体3,000円（税別）63頁
NDC615　78506-6

時間の
大研究
■社会・理科

社会 小6：わが国の歴史
と文化／理科小3～6、中3
：身近な自然の観察、生物
と環境
本体2,800円（税別）63頁
NDC421　78277-5

マグロの
大研究
■社会・理科・家庭

社会 小5：我が国の農業
や水産業／理科 中3：生
物と環境／家庭小5・6
：食品の栄養的な特徴
本体3,000円（税別）63頁
NDC664　78465-6

お米の
大研究
■社会・理科・家庭

社会 小5：我が国の農業や水
産業／理科 小5：植物の発芽、
成長、結実／家庭小5・6：食
品の栄養的な特徴
本体3,000円（税別）63頁
NDC616　78509-7

生　活
共生する
生き物たち
■生活・理科

生活 小1・2：身近な自
然との触れ合い／理科
小3・5：身近な自然の
観察、生物と環境
本体3,000円（税別）63頁
NDC468　78547-9

地球を旅する
生き物たち
■生活・理科

生活 小1・2：身近な自
然との触れ合い／理科
小3・5：身近な自然の
観察、生物と環境
本体3,000円（税別）63頁
NDC481　78588-2

狩りをする
生き物たち
■生活・理科

生活 小1・2：身近な自
然との触れ合い／理科
小3・5：身近な自然の
観察、生物と環境
本体3,000円（税別）63頁
NDC481　78596-7

トンボをさがそう、
観察しよう
■生活・理科

生活 小1・2：身近な自
然との触れ合い／理科
小3・5：身近な自然の
観察、生物と環境
本体3,000円（税別）63頁
NDC486　78565-3

ハチのくらし
大研究
■生活・理科

生活 小1・2：身近な自
然との触れ合い／理科
小3・5：身近な自然の
観察、生物と環境
本体3,000円（税別）63頁
NDC486　78589-9

クマ大図鑑

■生活・理科

生活 小1・2：身近な自
然との触れ合い／理科
小3・5：身近な自然の
観察、生物と環境
本体3,000円（税別）63頁
NDC489　78607-0

深海生物
大図鑑

■生活・理科

生活 小1・2：身近な自
然との触れ合い／理科
小3・5：生物と環境
本体2,800円（税別）79頁
NDC481　68927-2

食虫植物
ふしぎ図鑑
■生活・理科

生活 小1・2：身近な自
然との触れ合い／理科
小3・5：身近な自然の
観察、生物と環境
本体2,800円（税別）79頁
NDC471　78001-6

昆虫の探し方・
飼い方大図鑑

■生活・理科

生活 小1・2：身近な自
然との触れ合い／理科
小3：観察、昆虫と植物
本体2,800円（税別）63頁
NDC486　78211-9

トカゲ・ヘビ・
カメ大図鑑
■生活・理科

生活 小1・2：身近な自
然との触れ合い／理科
小3～6、中3：身近な自然
の観察、生物と環境
本体2,800円（税別）63頁
NDC487　78252-2

サメ大図鑑

■生活・理科

生活 小1・2：身近な自
然との触れ合い／理科
小3～6、中3：身近な自然
の観察、生物と環境
本体2,800円（税別）63頁
NDC487　78278-2

総　合
アクティブ・
ラーニング
調べ学習編
■総合

総合的な学習 小4～6：
問題の解決や探究活動
本体3,000円（税別）47頁
NDC375　78627-8

アクティブ・
ラーニング
学習発表編
■総合

総合的な学習 小4～6：
問題の解決や探究活動
本体3,000円（税別）47頁
NDC375　78628-5

博物館の
ひみつ

■総合

総合的な学習 小4～6：
社会教育施設の活用
本体3,000円（税別）63頁
NDC069　78549-3

美術館の
ひみつ

■総合

総合的な学習 小4～6：
社会教育施設の活用
本体3,000円（税別）63頁
NDC701　78613-1

総合的な学習の
考える力を
つけよう！
■総合

総合的な学習 小4～6：
情報の収集・整理・発信
本体3,000円（税別）47頁
NDC375　78532-5

茶道・華道・
書道の絵事典

■総合・国語

総合：伝統と文化／国語
小3～6：伝統的な言語
文化
本体2,800円（税別）79頁
NDC790　68606-6

狂言の
大研究

■総合・国語

総合：伝統と文化／国語
小3～6：伝統的な言語
文化
本体2,800円（税別）79頁
NDC773　68935-7

世界の住まい
大図鑑
■総合・社会

総合：国際理解／社会
小5：わが国とつながり
の深い国の人々の生活の
様子
本体2,800円（税別）63頁
NDC383　78315-4

図書館の
ひみつ

■総合

総合的な学習 小4～6：
社会教育施設の活用
本体3,000円（税別）63頁
NDC015　78544-8
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小
学
中
・
上
級
〜
中
学
向

世界の神話
大図鑑

■総合・社会

総合：国際理解／社会
中学：世界の様 な々地域
本体2,800円（税別）63頁
NDC164　78299-7

ユニバーサル
デザインが
わかる事典
■総合・道徳
総合：福祉・ボランティア／
道徳 小1～6：主として人
とのかかわりに関すること
本体2,800円（税別）79頁
NDC501　68951-7

手話の
絵事典

■総合・道徳

総合：福祉・ボランティア／
道徳小1～6：主として人
とのかかわりに関すること
本体2,800円（税別）63頁
NDC378　78115-0

世界の絶滅
危機動物の
大研究
■総合・理科
総合：地球環境保護／理
科 小3～6、中3：身近な
自然の観察、生物と環境
本体2,800円（税別）63頁
NDC480　78297-3

再生可能
エネルギー
の大研究
■総合・理科
総合：エネルギー問題／
理科 中3：自然環境の
保全と科学技術の利用
本体2,800円（税別）79頁
NDC501　78055-9

体　育

水泳のコツ
大研究

■体育

体育 小1～6：水遊び、
浮く・泳ぐ運動、水泳
本体2,800円（税別）63頁
NDC785　78324-6

速く走るコツ
大研究

■体育

体育 小3～6：走・跳の
運動、陸上運動
本体2,800円（税別）63頁
NDC782　78221-8

オリンピック
まるわかり
事典
■体育・社会

体育 小3～6：各種運動
／社会 小6：世界の中の
日本の役割
本体3,000円（税別）63頁
NDC780　78385-7

世界の
子どもの
遊び
■体育

体育 小3～6：体つくり
運動、ゲーム、ボール運動
本体3,000円（税別）63頁
NDC781　78473-1

スポーツを
科学しよう！

■体育

体育 小3～6、中1～3：体の
発育・発達についての理
解、体育理論
本体3,000円（税別）63頁
NDC780　78357-4

体育のコツ
絵事典

■体育

体育小3～6：器械運動、
走・跳の運動、陸上運動、
水泳、ボール運動
本体2,800円（税別）63頁
NDC780　78303-1

道　徳
はじめての
哲学
■道徳

道徳 小・中：他の人との
かかわりに関すること、集
団や社会とのかかわりに
関すること
本体3,000円（税別）63頁
NDC100　78406-9

特別活動

理　科

なりたい職業
ガイドブック

■特別活動

特別活動：職業体験事前
学習
本体2,800円（税別）79頁
NDC375　68554-0

なりたい職業
ガイドブック2

■特別活動

特別活動：職業体験事前
学習
本体2,800円（税別）79頁
NDC375　68763-6

夢をかなえる
職業ガイド

■特別活動

特別活動中学：勤労生産
（職業体験事前学習）
本体3,000円（税別）63頁
NDC366　78483-0

仏像がわかる
絵事典

■特別活動

特別活動：遠足・集団宿
泊的行事事前学習
本体2,800円（税別）63頁
NDC718　78270-6

よくわかる
修学旅行
ガイド 京都
■特別活動

特別活動：旅行・集団宿
泊的行事
本体3,000円（税別）63頁
NDC374　78416-8

よくわかる
修学旅行
ガイド 奈良
■特別活動

特別活動：旅行・集団宿
泊的行事
本体3,000円（税別）63頁
NDC374　78447-2

よくわかる
修学旅行
ガイド 東京
■特別活動

特別活動：旅行・集団宿
泊的行事
本体3,000円（税別）63頁
NDC374　78587-5

自然が
つくる
色大図鑑
■理科

理 科 小3、中1：光の
性質、光の反射・屈折
本体3,000円（税別）63頁
NDC425　78370-3

はじめての
相対性理論

■理科

理科 小3、中1～3：物と
重さ、力と圧力、運動の規
則性、力学的エネルギー
本体3,000円（税別）63頁
NDC421　78364-2

生物
多様性の
大研究
■理科

理科小3・5、中1・3：生物
と環境、自然環境の保全
と科学技術の利用
本体2,800円（税別）63頁
NDC468　78146-4

食物連鎖の
大研究

■理科

理科小3・5、中1・3：生物
と環境、自然環境の保全
と科学技術の利用
本体2,800円（税別）63頁
NDC468　78165-5

しっぽの
ひみつ
■理科

理科 小3～6、中1～3：身
近な自然の観察、動物の
体のつくりと働き、生物と
環境
本体3,000円（税別）63頁
NDC481　78417-5

くらしに
役立つ
木の実図鑑
■理科

理科 小3～6、中1～3：身
近な自然の観察、生物の
観察、生物と環境
本体3,000円（税別）63頁
NDC653　78423-6

日本にしか
いない
生き物図鑑
■理科

理科 小3～6、中1～3：身
近な自然の観察、生物の
変遷と進化、生物と環境
本体3,000円（税別）63頁
NDC481　78426-7

民族衣装
絵事典

■総合・社会

総合：国際理解／社会
中学：世界各地の衣食
住の特色
本体2,800円（税別）79頁
NDC383　68585-4

世界の宗教が
わかる絵事典

■総合・社会

総合：国際理解／社会
中学：世界各地の生活
と宗教とのかかわり
本体2,800円（税別）79頁
NDC161　68650-9
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小
学
中
・
上
級
〜
中
学
向

小中学校、公共図書館
からのご注文がどんど
ん増えています！
著者、監修者、章立て等さらに詳しい内容は、
PHP楽しい調べ学習 で 検索⬅

なぜ？
どうして？
昆虫図鑑
■理科

理科 小3～6、中1～3：昆
虫の成長と体のつくり、生
物の観察
本体3,000円（税別）63頁
NDC486　78427-4

田んぼの
生き物
わくわく探検！
■理科

理科 小3～6、中1～3：身
近な自然の観察、動物の
活動と季節、生物と環境
本体3,000円（税別）63頁
NDC481　78456-4

田んぼの
植物なるほど
発見！
■理科

理科 小3～6、中1～3：身
近な自然の観察、植物の
成長と季節、生物と環境
本体3,000円（税別）63頁
NDC471　78457-1

空を飛ぶ
生き物たち
■理科

理科 小3～6、中2～3：身
近な自然の観察、動物の
体のつくりと働き、生物と
環境
本体3,000円（税別）63頁
NDC481　78440-3

擬態の
ふしぎ図鑑
■理科

理 科小3～6、中3：昆
虫の成長と体のつくり、身
近な自然の観察、生物と
環境
本体3,000円（税別）63頁
NDC481　78442-7

ウマ大図鑑

■理科

理 科小3～6、中3：身
近な自然の観察、生物の
観察、生物と環境
本体3,000円（税別）63頁
NDC489　78365-9

カラスの
ひみつ

■理科

理科 小3～6、中3：身近な
自然の観察、生物の観
察、生物と環境
本体3,000円（税別）63頁
NDC488　78400-7

遊園地を
科学しよう！
■理科

理科 小5～6、中3：振り子
の運動、てこの規則性、
運動の規則性、力学的エ
ネルギー
本体3,000円（税別）63頁
NDC423　78412-0

骨のひみつ

■理科

理科 小4：人の体のつく
りと運動
本体3,000円（税別）63頁
NDC491　78494-6

雲の大研究

■理科

理科 小4・5、中2：天気
の様子、天気の変化、気
象観測
本体2,800円（税別）79頁
NDC451　68527-4

身近な
物質の
ひみつ
■理科

理科 小4、中1：金属と
温度、身の回りの物質と
その性質
本体3,000円（税別）63頁
NDC430　78556-1

理科の
考える力を
つけよう！
■理科

理科 小4～6：電気の働き、
振り子の運動、物の溶け方、
季節と生物、天気の様子
本体3,000円（税別）47頁
NDC375　78537-0

生き物の
ふえかた
大研究
■理科

理科 小5、中3：動物の
誕生、生物の成長と殖え方
本体3,000円（税別）63頁
NDC481　78482-3

音の大研究

■理科

理科 小6、中1：電気の
音への変換、音の性質
本体3,000円（税別）63頁
NDC424　78554-7

脳のひみつ

■理科

理科 小6、中2：人の体
のつくりと働き、動物の体
のつくりと働き
本体3,000円（税別）63頁
NDC491　78597-4

宇宙探査
大図鑑

■理科

理科 小6、中3：月と太
陽、太陽系と恒星
本体2,800円（税別）63頁
NDC538　78334-5

極限世界の
生き物図鑑

■理科

理科小6、中2～3：生物
と環境、生物の変遷と進化
本体3,000円（税別）63頁
NDC480　78362-8

巨大生物
びっくり図鑑

■理科

理科小6、中2～3：生物
と環境、生物の変遷と進化
本体3,000円（税別）63頁
NDC480　78371-0

宇宙の生活
大研究

■理科

理科小6、中3：月と太陽、
太陽系と恒星
本体3,000円（税別）63頁
NDC538　78381-9

目のしくみ
大研究

■理科

理科小6、中2：人の体の
つくりと働き、動物の体の
つくりと動き
本体3,000円（税別）63頁
NDC496　78395-6

氷河時代の
大研究

■理科

理科 中1：地層の重なり
と過去の様子、気象とそ
の変化
本体3,000円（税別）63頁
NDC456　78443-4

宇宙
おもしろ
実験図鑑
■理科

理科 中1・3：運動の規
則性、科学技術の発展
本体2,800円（税別）63頁
NDC440　78228-7

深海大探検！

■理科

理科 中学：生物と環境、
火山と地震、日本の気象
本体3,000円（税別）47頁
NDC452　78573-8

深海の
ふしぎ

■理科

理科 中学：生物と環境、
火山と地震、日本の気象
本体3,000円（税別）47頁
NDC452　78574-5

化学変化の
ひみつ

■理科

理科 中2：化学変化
本体3,000円（税別）63頁
NDC431　78599-8

なぜ？
どうして？
恐竜図鑑
■理科

理科 中2：生物の変遷
と進化
本体3,000円（税別）63頁
NDC457　78445-8

大豆の
大研究

■理科・家庭

理科 小5：植物の発芽・
成長・結実／家庭小5・6
：食品の栄養的な特徴
本体2,800円（税別）79頁
NDC498　78003-0

火山の
大研究
■理科・社会

理科 中1：火山と地震／
社会小3・4：地域社会
における災害および事故
の防止
本体2,800円（税別）79頁
NDC453　68730-8

地震の
大研究
■理科・社会

理科 中1：火山と地震／
社会小3・4：地域社会
における災害および事故
の防止
本体2,800円（税別）79頁
NDC453　68953-1

人類の進化
大研究

■理科・社会

理科 中2：生物の変遷と
進化／社会 中1：〔歴史
的分野〕古代までの日本
本体3,000円（税別）63頁
NDC469　78452-6

宇宙の技術
大研究
■理科・社会
理科 中3：自然環境の
保全と科学技術の利用
／社会 小5：工業生産
に従事している人々の工
夫や努力
本体2,800円（税別）63頁
NDC538　78242-3
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小
学
中
・
上
級
〜
中
学
向

テーマ設定から発表までの
スキルがこの2冊でわかる！

■［全2巻］セット揃定価 本体6,000円（税別）　■各巻定価 本体3,000円（税別）　■小学校上級～中学向　■A4変型判／上製／各47頁
NDC375　ISBN978-4-569-29783-5　図書館専用堅牢製本

楽しい調べ学習 アクティブ・ラーニングに役立つ本 全2巻新刊

図書館・博物館・美術館に
行くのが楽しくなる！

■［全3巻］セット揃定価 本体9,000円（税別）　■各巻定価 本体3,000円（税別）　■小学校中・上級～中学向　■A4変型判／上製／各63頁
NDC セット揃内容に表示　ISBN978-4-569-29777-4　図書館専用堅牢製本

楽しい調べ学習 社会教育施設のひみつ（図書館・博物館・美術館）全3巻新刊

セ ット 揃 内 容

1
図書館のひみつ
本の分類から司書の仕事まで
高田高史  監修 NDC015 78544-8

2
博物館のひみつ
保管・展示方法から学芸員の仕事まで
斎藤靖二  監修 NDC069 78549-3

3
美術館のひみつ
企画・展示方法から学芸員の仕事まで
草薙奈津子  監修 NDC706 78613-1

図書館・博物館・美術館に

図書館の役割、本の分類方法や選書・装備・展
示の仕方、図書館員の一日の仕事などを紹介した
『図書館のひみつ』。
生き物の化石・標本、鉱物・岩石などを展示・保存
している自然史博物館を例に、博物館の展示・保
存の方法や学芸員の仕事などを紹介した『博物館
のひみつ』。
美術館の役割・しくみから作品の展示・保存方法、
そこで働く学芸員の仕事まで、美
術館の裏側を紹介した『美術館の
ひみつ』。
写真とイラストが豊富で楽しく学べ
ます。

セ ット 揃 内 容

1
アクティブ・ラーニング 調べ学習編
テーマの決め方から情報のまとめ方まで
西岡加名恵  監修 78627-8

2
アクティブ・ラーニング 学習発表編
新聞づくりからディベート、ワークショップまで
西岡加名恵  監修 78628-5

知識を生かし、問題解決力を高めるアクティブ・
ラーニング（能動的学修）の柱となる調べ学習
と学習発表の進め方とポイントを、2巻でコンパ
クトに解説。
｢調べ学習編｣では、テーマの決め方、計画の
立て方から、図書館やインターネットを使った情
報の集め方、観察や取材による情報収集とそ
のまとめ方、｢学習発表編｣では、新聞づくり、プ
レゼンテーション、ディベート、劇などの
学習発表の方法を、イラストを交えて
わかりやすく紹介しています。
アクティブ・ラーニングというのは、
興味や関心をもち、見通しをもって取り組む
「主体的な学び」、さまざまな人 と々の対話
を行う「対話的な学び」、教科などで学んだ
概念や方法を活用する「ふかい学び」の3つ
を兼ね備えたような学習のことをいいます。※

※中央教育審議会「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指
導要領等の改善及び必要な方策等について（答申）」（2016年12月21日）参照
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小
学
中
・
上
級
〜
中
学
向

経済（貿易・税金）、社会のことに強くなる！

■［全3巻］セット揃定価 本体9,000円（税別）　■各巻定価 本体3,000円（税別）　■小学校上級～中学向　■A4変型判／上製／各63頁
NDC セット揃内容に表示　ISBN978-4-569-29780-4　図書館専用堅牢製本

楽しい調べ学習 経済・社会に強くなろう！ 全3巻新刊

貿易の役割としくみ、日本の貿易の現状をわかりやすく解
説するとともに、TPP（環太平洋パートナーシップ協定）
の内容を紹介した『よくわかる貿易』。
さまざまな公共施設やサービスの原資となっている税金。
その種類・役割と、増税で注目される消費税のしくみをわ
かりやすく解説した『よくわかる税金』。
そして地理、気候、くらしに関するいろいろな「日本一」の
市区町村を紹介、社会科の地域調べや自由研究などに
最適な『わたしのまちが「日本一」事典』。
経済、社会のことがよくわかるセットです。

経済（貿易・税金）、社会のことに強くなる！
貿易の役割としくみ、日本の貿易の現状をわかりやすく解
説するとともに、TPP（環太平洋パートナーシップ協定）

さまざまな公共施設やサービスの原資となっている税金。
その種類・役割と、増税で注目される消費税のしくみをわ

そして地理、気候、くらしに関するいろいろな「日本一」の
市区町村を紹介、社会科の地域調べや自由研究などに

セ ット 揃 内 容

1
よくわかる貿易
輸出入の役割からTPPの基本まで
泉 美智子  監修 NDC678 78563-9

2
よくわかる税金
種類・役割から消費税の問題まで
泉 美智子  監修／新井 明  著　NDC345 78579-0

3
わたしのまちが「日本一」事典
市区町村でくらべて新発見！
青山やすし  監修 NDC291 78608-7

和太鼓、地球儀に詳しくなって、
使いこなそう！

■［全2巻］セット揃定価 本体6,000円（税別）　■各巻定価 本体3,000円（税別）　■小学校上級～中学向　■A4変型判／上製／各63頁
NDC セット揃内容に表示　ISBN978-4-569-29778-1　図書館専用堅牢製本

楽しい調べ学習 学校にある楽器・教具 全2巻新刊

日本の伝統文化と深いかかわりがある和
太鼓。その種類からつくり方、歴史、そし
て基本的な打ち方までを写真やイラストで
くわしく紹介した『和太鼓のひみつ』。全
身にひびきわたる音のひみつがわかります。
球体の地球を実感できる地球儀は情報
の宝庫。国名だけでなく、陸、海、国の大き
さや位置関係などを正しく知ることができ
ます。その地球儀の使い方、学習に生か
す方法を紹介した『地球儀で探検！』。社
会科に強くなります。

和太鼓、地球儀に詳しくなって、

セ ット 揃 内 容

1 和太鼓のひみつ　鳴るしくみ・歴史から打ち方の基本まで
小野美枝子  監修　 NDC768　 78550-9

2 地球儀で探検！　まわしながら新発見をしよう
渡辺一夫  著／小泉武栄  監修 NDC448 78615-5
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音の性質、生きものが音を出したり感じたり
するしくみ、音の意外な活用法などを紹介
した『音の大研究』。
鉄・プラスチック・ガラス……。何でできてい
て、どんな性質があるのか。身近な物質が
わかる化学の入門書『身近な物質のひみ
つ』。
脳のしくみと働き、さまざまな感情や学習、
運動能力との関係をわかりやすく解説、頭
がよくなる脳トレの方法も紹介した『脳のひ
みつ』。
燃える、さびる、発酵する……。原子の組
み合わせが変わることで起こる現象にせま
る『化学変化のひみつ』。
サイエンスに親しむ4冊です。

日頃当たり前だと思っている事象を科学の目で捉える！

■［全4巻］セット揃定価 本体12,000円（税別）　■各巻定価 本体3,000円（税別）　■小学校上級～中学向　■A4変型判／上製／各63頁
NDC セット揃内容に表示　ISBN978-4-569-29779-8　図書館専用堅牢製本

楽しい調べ学習 サイエンスに親しもう！ 全4巻新刊

セ ット 揃 内 容

1 音の大研究　性質・役割から意外な活用法まで
戸井武司  監修 NDC424 78554-7

3 脳のひみつ　しくみ、はたらきがよくわかる！
川島隆太  監修 NDC491 78597-4

2 身近な物質のひみつ　何でできている？ どんな性質がある？
山口晃弘  監修 NDC430 78556-1

4 化学変化のひみつ　身近なふしぎが原子でわかる
小森栄治  監修 NDC431 78599-8

食べ物を提供して天敵から守ってもらうなど、協力し合って生き
ている生き物たちの生態を写真とイラストで紹介した『共生す
る生き物たち』。
命をつないでいくために、南北半球を行き来する渡り鳥、海洋・
大地を大移動する海や陸の生き物の生態を紹介した『地球を
旅する生き物たち』。
イヌワシ、チーター、スズメバチ……。他の生き物を捕食して生
きる生き物たちの生態と、知恵いっぱいの狩猟方法を紹介した
『狩りをする生き物たち』。
生存をかけた生き物たちの知恵と行動
にせまる3冊です。

驚きの生態・行動！生き物の知恵がここにある！！

■［全3巻］セット揃定価 本体9,000円（税別）　■各巻定価 本体3,000円（税別）　■小学校上級～中学向　■A4変型判／上製／各63頁
NDC セット揃内容に表示　ISBN978-4-569-29784-2　図書館専用堅牢製本

楽しい調べ学習 生き物たちの知恵 全3巻新刊

食べ物を提供して天敵から守ってもらうなど、協力し合って生き
ている生き物たちの生態を写真とイラストで紹介した『共生す

命をつないでいくために、南北半球を行き来する渡り鳥、海洋・
大地を大移動する海や陸の生き物の生態を紹介した『地球を

イヌワシ、チーター、スズメバチ……。他の生き物を捕食して生
きる生き物たちの生態と、知恵いっぱいの狩猟方法を紹介した

セ ット 揃 内 容

1
共生する生き物たち
アブラムシからワニ、サンゴまで
鷲谷いづみ  監修 NDC468 78547-9

2
地球を旅する生き物たち
ツバメからクジラ、トナカイまで
樋口広芳  監修 NDC481 78588-2

3
狩りをする生き物たち
ライオンからサメ、クモまで
今泉忠明  監修 NDC481 78596-7
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トンボのからだのしくみや能力、命をつない
でいくための活動を美しい写真とともに紹
介、大移動するトンボのなぞにも迫った『トン
ボをさがそう、観察しよう』。
カリバチの狩りの仕方、ハナバチの蜜の集
め方を多くの写真で解説。ハチの進化、植
物との共存、生物多様性との関係について
も紹介した『ハチのくらし大研究』。
キャラクターとしても人気の高いクマの生態
と現状を写真・イラストで紹介した『クマ大
図鑑』。
トンボ、ハチ、クマ、身近な生き物の生態がよ
くわかります。

トンボ、ハチ、クマ博士になろう！

■［全3巻］セット揃定価 本体9,000円（税別）　■各巻定価 本体3,000円（税別）　■小学校上級～中学向　■A4変型判／上製／各63頁
NDC セット揃内容に表示　ISBN978-4-569-29785-9　図書館専用堅牢製本

楽しい調べ学習 身近な生き物大研究 全3巻新刊

［単品の ISBNコードはすべて、表記の6桁のコードの前に978-4-569-がつきます］

地球最後のフロンティア、深海のことがわかる！

■［全2巻］セット揃定価 本体6,000円（税別）　■各巻定価 本体3,000円（税別）　■小学校上級～中学向　■A4変型判／上製／各63頁
NDC セット揃内容に表示　ISBN978-4-569-29782-8　図書館専用堅牢製本

楽しい調べ学習 深海をさぐろう 全2巻新刊

セ ット 揃 内 容

1
トンボをさがそう、観察しよう
どこで、どのようにくらしているの？
新井 裕  著 NDC486 78565-3

2
ハチのくらし大研究
知恵いっぱいの子育て術
松田 喬  著 NDC486 78589-9

3
クマ大図鑑
体のひみつから人とのかかわりまで
小池伸介  監修 NDC489 78607-0

海全体の9割以上を占め、高い水圧
によって人類が近づけなかった深海
（200m以深）は、「地球最後のフロ
ンティア」。そのなぞに満ちた世界に
いどんだ「しんかい6500」などの潜
水調査船や最新技術を搭載した無
人探査機の機能や活動について紹
介した『深海大探検！』。
深海調査船などの調査で、近年明ら
かになってきた深海の世界、深海生
物や海底下生物の生態、深海からさ
ぐる地震のメカニズム、地震・津波調
査の現状などを紹介した『深海のふ
しぎ』。
深海のことがよくわかる2冊です。

セ ット 揃 内 容

1 深海大探検！　なぞにいどむ調査船・探査機大集合
 NDC452 78573-8

2 深海のふしぎ　海深くから地球のなぞにせまる
 NDC452 78574-5

ワン・ステップ  編　　国立研究開発法人 海洋研究開発機構  協力
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楽しい調べ学習 よくわかる選挙・政治・法律
■［全3巻］セット揃定価 本体9,000円（税別）　■各巻定価 本体3,000円（税別）　■小学校上級～中学向　■A4変型判／上製／各63頁

NDC セット揃内容に表示　ISBN978-4-569-29764-4　図書館専用堅牢製本

全3巻

「知らなかった」ではすまされない！

セ ット 揃 内 容

1
よくわかる知的財産権
知らずに侵害していませんか？
岩瀬ひとみ  監修 NDC507 78517-2

2
よくわかる少年法
罪を犯したらどうなるの？
後藤弘子  監修 NDC327 78518-9

3
よくわかる選挙と政治
しくみとルールを知っておこう
福岡政行  監修 NDC314 78538-7

国民のくらしと安全を守る警察、自衛隊がわかる！

■［全2巻］セット揃定価 本体6,000円（税別）　■各巻定価 本体3,000円（税別）　■小学校上級～中学向　■A4変型判／上製／各63頁
NDC セット揃内容に表示　ISBN978-4-569-29781-1　図書館専用堅牢製本

楽しい調べ学習 よくわかる警察・自衛隊 全2巻新刊

わたしたち国民のくらしを
守っている警察。どのよう
な組織で、どのような仕事
をしているのでしょうか。交
番のおまわりさんから、刑
事、鑑識、科学捜査研究
所などの仕事を写真とイラ
ストで紹介した『よくわかる
警察』。
国防だけでなく、災害救助や
被災地復興、国際平和維持活
動を行っている自衛隊は今、集
団的自衛権の行使容認でも注目
されています。この自衛隊の役
割・組織から装備品、防衛方法、
訓練内容までを写真とイラストで
解説した『よくわかる自衛隊』。
警察、自衛隊がよくわかります。

セ ット 揃 内 容

1 よくわかる自衛隊　役割から装備品・訓練内容まで
志方俊之  監修 NDC392 78467-0

2 よくわかる警察　しくみは？ どんな仕事をしているの？
倉科孝靖  監修 NDC317 78585-1

自由研究のレポートや動画、音楽のダ
ウンロードなどで、知らずに権利侵害
しているかもしれない知的財産権に
ついて解説した『よくわかる知的財産
権』。
少年が罪を犯したらどうなるのでしょ
う？　選挙権の18歳への引き下げ
で揺れる｢少年法｣について、その内
容と役割を解説した『よくわかる少年
法』。
｢18歳以上｣に引き下げられた選挙
権年齢。選挙の仕方や政治のしくみ
などを解説した『よくわかる選挙と政
治』。
わかりやすい内容で、小中学生にも
必要な法律知識の習得、主権者教育
に最適です。



●PHP研究所 図書目録● 23

奈良
世界遺産になっている東大寺、法隆
寺、興福寺など、修学旅行でぜひ見
学したい代表的な寺社をはじめ、鹿と
遊べる奈良公園、受け継がれてきた
庶民のくらし、平城宮跡、飛鳥などの
古代日本をめぐる史跡を紹介。

［単品の ISBNコードはすべて、表記の6桁のコードの前に978-4-569-がつきます］

小
学
中
・
上
級
〜
中
学
向楽しい調べ学習 考える力をつけよう！

■［全5巻］セット揃定価 本体15,000円（税別）　■各巻定価 本体3,000円（税別）　■小学校3年～6年　■A4変型判／上製／各47頁
NDC375　ISBN978-4-569-29763-7　図書館専用堅牢製本

全5巻

2020年に変わる大学入試。「考える力」が重要になります！
2020年から変わる大学入試。知識だけでなく、“考える力”が問われます。大学入試センター試験に代わる「大学入学希望者学力
評価テスト」を見据えた内容で、「考える力」をつけるコツを各教科ごとに紹介します。

災害のメカニズムを知って
備えれば対応できる！

修学旅行をもっと実りあるものにするために！

■［全3巻］セット揃定価 本体9,000円（税別）　■各巻定価 本体3,000円（税別）　■小学校中・上級～中学向　■A4変型判／上製／各63頁
NDC セット揃内容に表示　ISBN978-4-569-29758-3　図書館専用堅牢製本

楽しい調べ学習 災害に備えよう！ 全3巻

■［全2巻］セット揃定価 本体6,000円（税別）　■各巻定価 本体3,000円（税別）　■小学校中級～中学向　■A4変型判／上製／各63頁
NDC セット揃内容に表示　ISBN978-4-569-29743-9　図書館専用堅牢製本

楽しい調べ学習 充実の修学旅行ガイド京都・奈良 全2巻

東日本大震災の分析にもとづく南海トラフ地震の被害予測や備え、地震
発生時の行動を解説した『巨大地震』。
災害の発生のしくみから、実際に起きた時、どのように身を守るのかをイ
ラストでわかりやすく解説した『みんなの防災事典』。
火山噴火がもたらす災害を解説するとともに、日頃の備えと、いざという
時の対処の仕方を紹介した『火山噴火』。
いつ起こるかわからない災害に備える本です。

修学旅行に行くのなら、できるだけ多くのものを得て、実りあるものにしたいも
のです。そのためには「事前学習」がもっとも大切！このセットは、人気の修
学旅行先のトップである京都・奈良を採りあげました。

セ ット 揃 内 容

1
巨大地震
なぜ起こる？  そのときどうする？
京都大学防災研究所  著 NDC453 78378-9

2
みんなの防災事典
災害へのそなえから避難生活まで
山村武彦  監修 NDC369 78471-7

3
火山噴火
何が起こる？　どう、そなえる？
高田 亮  著 NDC453 78493-9

セ ット 揃 内 容

1 よくわかる修学旅行ガイド 京都　世界遺産・伝統文化からおみやげまで
PHP研究所  編　  78416-8

2 よくわかる修学旅行ガイド 奈良　世界遺産と国宝をめぐる
PHP研究所  編　  78447-2

京都
金閣寺などの世界文化遺産の寺社、
坂本龍馬など幕末の志士の足跡、国
宝・重要文化財、学業・恋愛祈願
のご利益スポット、京小物の有名店、
京都の食を味わえるお店……。修学
旅行で訪ねたい京都の名所を紹介。

セ ット 揃 内 容

1 算数の考える力をつけよう！　言葉や図で整理する
宮本哲也  監修 78508-0

2 国語の考える力をつけよう！　言葉を知る、読み取る
宮本哲也  監修 78525-7

3 社会の考える力をつけよう！　特色をつかむ、意見をつくる
齋藤 孝  監修 78531-8

4 総合的な学習の考える力をつけよう！　情報を分析する、人に伝える
齋藤 孝  監修 78532-5

5 理科の考える力をつけよう！　「なぜ」から課題を見つける、調べる
小森栄治  監修 78537-0
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小
学
中
・
上
級
〜
中
学
向

世界の遊びと日本の昔のおもちゃがわかる！

■［全2巻］セット揃定価 本体6,000円（税別）　■各巻定価 本体3,000円（税別）　■小学校中・上級～中学向　■A4変型判／上製／各63頁
NDC セット揃内容に表示　ISBN978-4-569-29761-3　図書館専用堅牢製本

楽しい調べ学習 知って楽しい、遊びと玩具 全2巻

セ ット 揃 内 容

1 世界の子どもの遊び　文化のちがいがよくわかる！
寒川恒夫  監修 NDC781 78473-1

2 昔の玩具大図鑑　時をこえて愛されるおもちゃ
井上重義  監修 NDC759 78490-8

土壌汚染や不安定な天候の影響を受けずに、狭い土地で効率的
な生産ができると注目されている「植物工場」。病虫害の心配もな
いため農薬も不要、そんな植物工場のしくみや特徴を写真とイラスト
で解説した『よくわかる植物工場』。『お米の大研究』は、イネの生
態からお米の種類・特徴、おいしくするための品種改良や栽培の
工夫、お米を使ったさまざまな食品、そして、日本の文化・年中行
事とお米の関係まで、日本人として知っておきたい“お米のこと”を一
冊に凝縮しています。食を考えるのに格好の2冊です。

日本人の食生活の中心にあるお米と野菜がよくわかる！

■［全2巻］セット揃定価 本体6,000円（税別）　■各巻定価 本体3,000円（税別）　■小学校中・上級～中学向　■A4変型判／上製／各63頁
NDC セット揃内容に表示　ISBN978-4-569-29762-0　図書館専用堅牢製本

楽しい調べ学習 食について考えよう！ 全2巻

セ ット 揃 内 容

1 よくわかる植物工場　何をどうやって、育てているの？
古在豊樹  監修 NDC615 78506-6

2 お米の大研究　イネの生態から文化とのかかわりまで
丸山清明  監修 NDC616 78509-7

そうだったのか！ 日本のことがあれこれわかる。

■［全4巻］セット揃定価 本体12,000円（税別）　■各巻定価 本体3,000円（税別）　■小学校中・上級～中学向　■A4変型判／上製／各63頁
NDC セット揃内容に表示　ISBN978-4-569-29760-6　図書館専用堅牢製本

楽しい調べ学習 もっと、日本を知ろう 全4巻

セ ット 揃 内 容

1 日本の国立公園まるわかり事典　体験したい自然がいっぱい！
加藤峰夫  監修 NDC629 78472-4

3 日本の伝統競技　柔道・剣道から綱引き・かるたまで
寒川恒夫  監修 NDC780 78512-7

2 日本の神さま大図鑑　どんな願いをかなえてくれる？
戸部民夫  監修 NDC164 78505-9

4 明治日本の産業革命遺産　近代化のなぞがとける
小風秀雅  監修 NDC602 78527-1

そうだったのか！ 日本のことがあれこれわかる。
国立公園の歴史から管理方法、特徴を、美しい写真を交えてコンパクトに紹
介した『日本の国立公園まるわかり事典』。どんな神さまがいて、どんなご利
益があるのか、代表的な神さまの特徴をイラストとともに紹介した『日本の神
さま大図鑑』。柔道、剣道などの武道、年中行事の中に息づく流鏑馬、綱
引き、遊びから生まれた凧合戦、かるたなどを紹介した『日本の伝統競技』。
「製鉄・製鋼」「造船」「石炭産業」分野の23の遺産群を写真とともに紹介
した『明治日本の産業革命遺産』。知れば知るほど日本が面白くなります！

「じゃんけん」「おにごっこ」「かくれんぼ」。世界中にある遊びですが、
内容やルールは国によってちがいます。なぜなら遊びは国の「文化」を反
映しているからです。そのちがいや各国のユニークな遊びを、イラストで
わかりやすく紹介したのが『世界の子どもの遊び』です。そして、「たこ」
「ベーゴマ」「石けり」「けん玉」「めんこ」……。江戸時代から現代ま
で、その時代を反映しながら子どもたちに親しまれ、愛されてきたおもちゃ
を写真とともに紹介するのが『昔の玩具大図鑑』。
遊び心と知恵がいっぱいつまっています。
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中
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級
〜
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向

日本の固有生物がわかる『日本にしかいない生き物図鑑』、生き物たちの驚くべき変身能力を知る『擬態のふしぎ図鑑』、空を飛ぶ
生物たちのひみつをさぐる『空を飛ぶ生き物たち』、田んぼで生きる生物をくわしく採りあげた『田んぼの生き物図鑑　動物編』『田ん
ぼの生き物図鑑　植物編』の5冊セット。生き物の生きるための知恵と工夫がわかります！

生き物の多彩なありようとそのひみつを学ぼう！

楽しい調べ学習 生物多様性を探ろう
■［全5巻］セット揃定価 本体15,000円（税別）　■各巻定価 本体3,000円（税別）　■小学校中級～中学向　■A4変型判／上製／各63頁

NDC セット揃内容に表示　ISBN978-4-569-29739-2　図書館専用堅牢製本

全5巻

セ ット 揃 内 容

1 日本にしかいない生き物図鑑　固有種の進化と生態がわかる！
今泉忠明  監修　 NDC481　 78426-7

2 擬態のふしぎ図鑑　変身の名人たち！
海野和男  監修  NDC481 78442-7

3 空を飛ぶ生き物たち　鳥・昆虫から植物の種まで
東 昭  監修  NDC481 78440-3

4 田んぼの生き物わくわく探検！　さがそう、あぜ道、草むら、水の中
大澤啓志  監修／飯村茂樹  写真／岡崎 務  文 NDC481 78456-4

5 田んぼの植物なるほど発見！　調べよう、草の生きのこり作戦
星野義延  監修／飯村茂樹  写真／岡崎 務  文 NDC471 78457-1

子どもたちが大好きな動物園と水族館。
その裏側はいったいどうなっているので
しょうか？　そのひみつを探ります。

楽しい調べ学習 ひみつ大研究セット
■［全2巻］セット揃定価 本体6,000円（税別）　■各巻定価 本体3,000円（税別）　■小学校中級～中学向　■A4変型判／上製／各63頁

NDC480　ISBN978-4-569-29718-7　図書館専用堅牢製本

全2巻

水族館や動物園に行くならこの本。楽しさ、興味が倍増します！

水族館のひみつ…
生き物たちのユニークな姿や、水族館の設備
や機器、水族館スタッフの生の声を水族館プロ
デューサーが写真とともにやさしく解説。
動物園のひみつ…
動物たちの受け入れ態勢から、飼育員さんの仕
事、動物園で生まれて育つ命まで、普段見るこ
とができない動物園の裏側を紹介。

子どもたちが大好きな動物園と水族館。
その裏側はいったいどうなっているので

セ ット 揃 内 容

1
水族館のひみつ
おどろきのしくみから飼育係の仕事まで　
新野 大  著　　　　　　  78349-9

2
動物園のひみつ
展示の工夫から飼育員の仕事まで
森 由民  著　　　　　　  78374-1

遠足、社会科見学など
特別授業の事前学習＆

学習発表に最適な資料です！

PHP研究所  編

セ ット 揃 内 容

1
料理 ･旅行・スポーツのしごと
パティシエ／和菓子職人／ラーメン屋／料理研究家／キャビンアテンダント／航空管
制官／プロ野球選手／スポーツトレーナー  ほか 78089-4

2
宇宙 ･環境・動物のしごと
気象予報士／地震学者／天文学者／宇宙飛行士／ロケット開発技術者／お花屋
さん／自然保護官／盲導犬訓練士／獣医師  ほか 78104-4

3
ファッション・建築／ＩＴのしごと
ファッションデザイナー／パタンナー／染色家／靴職人／美容師／エステティシャン
／家具職人／空間デザイナー／WEBデザイナー  ほか 78118-1

4
医療 ･福祉・教育のしごと
医師／看護士／診療放射線技師／製薬開発者／理学療法士／手話通訳士／社
会福祉士／臨床心理士／司書教諭  ほか 78135-8

5
マスコミ･芸能・創作のしごと
アナウンサー／新聞記者／ディレクター／編集者／書店員／声優／脚本家／ピア
ニスト／歌手／絵本作家／漫画家／写真家／陶芸家／学芸員  ほか 78152-5

6
治安 ･法律 ･経済のしごと
消防官／自衛官／警察官／鑑識技術者／保護監察官／裁判官／都道府県職員
／公証人／郵便局員／公認会計士／税理士／国税調査官  ほか 78169-3

人気の職業早わかり！
■［全6巻］セット揃定価 本体7,800円（税別）　■各巻定価 本体1,300円（税別）　■小学校中級～中学向　■A5判／上製／各111頁

NDC375　ISBN978-4-569-29666-1　図書館専用堅牢製本

全6巻

きみは将来、どんな職業につきたい？
様 な々職業について、その仕事内容や先輩達の声を掲載。
それらの職業に就くために必要な資格も紹介します。
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感動、生きるヒント、そして未来への希望を届けたい！

■［全5巻］セット揃定価 本体7,000円（税別）　■各巻定価 本体1,400円（税別）　■小学校中・上級～中学向　■A5判／上製／平均169頁
NDC916　ISBN978-4-569-29753-8　図書館専用堅牢製本

PHP心のノンフィクションシリーズ PART1 全5巻

六千人のユダヤ人に日本行きビザを発給した杉原千畝。日本人初のコマンダー
（船長）となった若田宇宙飛行士。福島第一原発事故の最前線で闘った吉田
所長と現場の人たち。東日本大震災で一変したふるさとに生きる少年。そしてア
ラスカの動物、自然、そこに生活する人 を々撮り続けた星野道夫。その姿や道程
を、事実に基づき生き生きと描きます。

セ ット 揃 内 容

1 六千人の命を救え！ 外交官・杉
すぎ

原
はら

千
ち

畝
うね

白石仁章  著 78410-6

2 宇
う

宙
ちゅう

への夢
ゆめ

、力いっぱい！
若田光一  著／高橋うらら  著 78420-5

4 野
の

馬
ま

追
おい

の少年、震災をこえて
井上こみち  著 78454-0

3 原発事故に立ち向かった　吉
よし

田
だ

昌
まさ

郎
お

と福島フィフティ
門田隆将  著 78453-3

5 星
ほし

野
の

道
みち

夫
お

　アラスカのいのちを撮
と
りつづけて

国松俊英  著 78536-3

差別や挫折、苦難を乗り越え
ひたむきに生きた人 ！々

■［全3巻］セット揃定価 本体4,200円（税別）　■各巻定価 本体1,400円（税別）　■小学校中・上級～中学向　■A5判／上製／平均158頁
NDC916　ISBN978-4-569-29774-3　図書館専用堅牢製本

PHP心のノンフィクションシリーズ PART2 全3巻新刊

アイヌの宝である神謡集を日本語に訳し、アイヌ文化を生涯かけて守ろうとひたむ
きに生き、19歳で夭折した知里幸恵。貧しさのどん底から出発し、玩具にすぎな
かったけん玉をスポーツけん玉にした藤原一生と、それに魅せられた人たち。そ
して、2012年、ノーベル生理学・医学賞を受賞するまで、何度もどん底を味わっ
た山中伸弥教授。これら3氏の生き様を事実に基づき生き生きと描いた「PHP心
のノンフィクションシリーズ」です。

セ ット 揃 内 容

1 知
ち

里
り

幸
ゆき

恵
え

物語　
アイヌの「物語」を命がけで伝えた人
金治直美  著　　78564-6

2 けん玉道
どう

の師
し

・藤原一
いっ

生
せい

物語　
「生きる力」は海をこえて
おちまさ子　著　　　78610-0

3
折れない心で希望をつなぐ！
奇跡のiPS細胞を発見！ 山中伸弥物語
上坂和美　著　　　78619-3

中高生の心を揺り動かす4つの物語
子どもから大人への過渡
期を迎えた中学・高校生
に、これからの人生を豊
かにしてほしいと願うハー
トフルな作品です。

YAハートフル 4巻セット 全4巻
■［全4巻］セット揃定価 本体5,200円（税別）　■各巻定価 本体セット揃内容に表示　■中学～高校向　■判型・頁数・NDCセット揃価格に表示

ISBN978-4-569-29756-9

本当の物語は、
ぼくの中にあった

大好きだったのに……。
なぜ僕ばかりぶったんだろう。

海の生き物たちの
　7つの短編集

フランス最優秀障がい者
　書籍賞「Non merci !」翻訳本

セ ット 揃 内 容

1
手記 母さんがどんなに僕を嫌いでも　
歌川たいじ  著
四六判／並製／192頁　定価：本体価格1,300円（税別） NDC916 78500-4

3
テオの「ありがとう」ノート
クロディーヌ・ル・グイック＝プリエート  作／坂田雪子  訳
四六判／上製／224頁　定価：本体価格1,400円（税別） NDC953 78534-9

2
ぼくが本を読まない理由
ジャネット・タージン  著／ジェイク・タージン  イラスト／小寺敦子  訳
四六判／上製／204頁　定価：本体価格1,400円（税別） NDC933 78510-3

4
迷いクジラの子守歌
安東みきえ  著
四六判／上製／128頁　定価：本体価格1,100円（税別） NDC913 78543-1

折れない心で希望をつなぐ！

小
学
中
・
上
級
〜
中
学
向

中
学
〜
高
校
向
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中
学
〜
高
校
向

セ ット 揃 内 容

1 歩きながら考えよう　建築も、人生も安藤忠雄  著 本体1,100円（税別） NDC159 78072-6

2 ふかいことをおもしろく　創作の原点井上ひさし  著 本体1,100円（税別） NDC914 78139-6 6
小澤征爾 指揮者を語る　音楽と表現
小澤征爾  語り 本体1,200円（税別） NDC760 78224-9

3 あきらめなかった いつだって　女優・半世紀の挑戦森　光子  著 本体1,100円（税別） NDC914 78147-1 7
演劇ほど面白いものはない　非日常の世界へ
蜷川幸雄  著 本体1,100円（税別） NDC771 78250-8

4 夢うばわれても　拉
ら
致
ち
と人生

蓮池　薫  著 本体1,100円（税別） NDC914 78193-8 8
チャレンジが道をひらく　野球この素晴らしきもの
王　貞治  著 本体1,200円（税別） NDC783 78271-3

5 才能とは続けられること　強さの原点羽生善治  著 本体1,100円（税別） NDC796 78206-5 9
夢追い漫画家60年　いつも明日見て……
藤子不二雄A  著 本体1,100円（税別） NDC289 78276-8 10 何のために生まれてきたの？　希望のありかやなせたかし  著 本体1,100円（税別） NDC289 78300-0

100年インタビュー 第2期 8巻セット
■［全8巻］セット揃定価 本体9,500円（税別）　■各巻定価 本体セット揃内容に表示　■中学～高校向　■四六変型判／上製／平均132頁

NDC セット揃内容に表示　ISBN978-4-569-29728-6

全8巻

一流の人々の珠玉の言葉から
何を学びとるか？
100年後まで語り継ぎたい言葉が綴られ、読者に深い感動を与える
「100年インタビュー」の第2弾。
小柴昌俊、谷川俊太郎、黒柳徹子、柳田邦男など8氏が各々の生き方、
仕事への想いを語ります。

セ ット 揃 内 容

1 共に生きるということ　be humane緒方貞子  著 本体1,200円（税別） NDC300 78214-0

2 私が日本人になった理由　日本語に魅せられてドナルド・キーン  著 本体1,100円（税別） NDC914 78317-8

3 悲しみは真の人生の始まり　内面の成長こそ柳田邦男  著 本体1,200円（税別） NDC114 78375-8 5
ニュートリノと私　not a miracle at all
小柴昌俊  著 本体1,200円（税別） NDC420 78408-3 7

茶のこころを世界へ　平和への祈り
千　玄室  著 本体1,200円（税別） NDC791 78434-2

4 詩を書くということ　日常と宇宙と谷川俊太郎  著 本体1,200円（税別） NDC911 78405-2 6
本物には愛が。  みんな一緒
黒柳徹子  著 本体1,200円（税別） NDC914 78422-9 8

死を思えば生が見える　日本人のこころ
山折哲雄  著 本体1,200円（税別） NDC114 78458-8

小柴昌俊、谷川俊太郎、黒柳徹子、柳田邦男など8氏が各々の生き方、

　not a miracle at all 7 茶のこころを世界へ　平和への祈り

セ ット 揃 内 容

1
考え方ひとつで人生は変わる　思いは実現する
稲盛和夫  著 本体1,300円（税別） NDC159 78468-7
世界的企業「京セラ」「KDDI」をつくり、「日本航空」を再生させた著者
が、青春時代の挫折と苦悩、仕事への情熱、人生哲学を語る。

2
私には山がある　大きな愛に包まれて
田部井淳子  著 本体1,200円（税別） NDC786 78479-3
登山好きになった理由、親友の滑落死、雪崩に巻き込まれながらエベ
レスト登頂、東北の高校生を富士山へ、など胸を打つ体験談の数々。

3
光と影を映す　だからドラマはおもしろい
山田太一  著 本体1,200円（税別） NDC771 78520-2
事件や殺人などは描かずに、家族や現代社会のありようを、鋭く温かく
描く山田太一氏。氏が培ってきたドラマ哲学を紹介する。

一流人の半生、思いや夢をインタビューで解き明かす！

■［全3巻］セット揃定価 本体3,700円（税別）　■各巻定価 本体セット揃内容に表示　■中学～高校向　■四六変型判／上製／平均158頁
NDC セット揃内容に表示　ISBN978-4-569-29757-6

100年インタビュー第3期 3巻セット 全3巻

一流人の半生、思いや夢をインタビューで解き明かす！

各界一流のプロの半生、思いと夢をインタビューで解き明か
す人物ドキュメント「100年インタビュー」（NHK BSで放送）。
番組で語られた珠玉の言葉を、中高生に読んでいただけるよ
う書籍にまとめました。

残したい言葉、伝えたい生き方がある！

100年インタビュー 10巻セット
■［全10巻］セット揃定価 本体11,200円（税別）　■各巻定価 本体セット揃内容に表示　■中学～高校向　■四六変型判／上製／平均132頁

NDC セット揃内容に表示　ISBN978-4-569-29683-8

全10巻

「100 年インタビュー」の第3弾。稲盛和夫、田部井淳子、山田太一の3名が、
経験から培ってきた哲学を語ります。
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中
学
〜
高
校
向

YA「心の友だちシリーズ」10代の心に届け！

YA「心の友だちシリーズ」PART1 全 17巻
「好き」をつらぬこう

人見知りで不器用だった僕が、ヨーヨーひとつでシルク・ドゥ・
ソレイユに入れた理由は？ 困難を乗り越え、夢を追い続ける
ヒント。

BLACK  著　本体1,100円（税別）　NDC159　78086-3

プレッシャーに負けない

スパルタお父さんに叱られ、対局のプレッシャーと闘い、プロ
棋士、そして女流棋聖となるまでの葛藤の日々。自分の生き
方を考えるヒント。

梅沢由香里  著　本体1,100円（税別）　NDC795　68909-8

願いがかなう！ 「夢ノート」のすすめ

「夢ノート」があれば毎日が変わる！ 本で見つけたいい言葉、
行きたいところ、したいこと、なんでも書いて眺めると元気がわ
いてきます！

中山庸子  著　本体1,100円（税別）　NDC914　78051-1

夢をかなえる感性の磨き方

人生を思い通りハッピーに生きていくために、10代からでき
ることを教えます。自分を生かして活躍する著者ならではの生
き方のヒント。

佳川奈未  著　本体1,100円（税別）　NDC159　78063-4

イケてないと思ったら読む本

容姿、性格、成績、才能、家のこと……コンプレックスがある
人ほど、変身、成長できる！ 心が軽くなる、すぐに役に立つヒン
ト。

横森理香  著　本体1,100円（税別）　NDC159　78163-1

高校受験すぐにできる40のこと

志望校を壁にはる、勉強するのはかっこいいと気づく、左手を
問題に添えると間違わない、習い事は続ける……受験でやる
気がでるコツを伝授。

中谷彰宏  著　本体1,000円（税別）　NDC159　78171-6

14歳からの人生哲学

人とくらべて落ちこんだり、悩んだりしはじめる14歳に、中谷流
のものの見方・考え方を教えます。うまくいかないほど物語が
生まれる！

中谷彰宏  著　本体1,000円（税別）　NDC159　78215-7

中学時代がハッピーになる30のこと

勉強、部活、容姿、親、将来の夢……思い通りにいかないと
思ったときに読んでみて。中学生の心の力になる中谷流前向
きな生き方・考え方。

中谷彰宏  著　本体1,000円（税別）　NDC159　78264-5

「赤毛のアン」が教えてくれた大切なこと

『赤毛のアン』を熱烈に愛読する脳科学者が、アンから教
わったことや、その魅力を語る。コンプレックスの塊のアンがな
ぜ幸せをつかめたのか？

茂木健一郎  著　本体1,100円（税別）　NDC930　78309-3

今すぐできる！ 中学生の勉強法

部活や塾、習い事で忙しくても、毎日自分で効率よく勉強でき
る方法を教えます。時間管理、睡眠確保、暗記法……親野流
「楽勉」のすすめ。

親野智可等  著　本体1,150円（税別）　NDC370　78350-5

中学生に贈りたい心の詩40

若い読者を励まし、忙しい中でもすぐに読めて、生き方を考え
させてくれる詩集。人気詩人の作品からJポップの歌詞まで
魅力的な詩を収録。

水内喜久雄  編著　本体1,200円（税別）　NDC911　78351-2

高校時代にしておく50のこと

高校時代は、未来の予告篇だ。学んだこと、仲間、がんばった
ことは、一生の宝ものになる。高校時代を楽しく、充実させるヒ
ント。

中谷彰宏  著　本体1,000円（税別）　NDC159　78008-5

子どもから大人への過渡期を迎えた中高生に、心からのエールをおくるヤングアダルト（YA）シ
芸術家、心理学者など、さまざまな著者の体験から、生き抜く知恵、知ってほしい大切なこと、人生

大人になる前に身につけてほしいこと

300万部ベストセラー『女性の品格』の著者から若い人へ。
人生の可能性が広がる考え方・振舞い方・知っておくべきこと
を教えます。

坂東眞理子  著　本体952円（税別）　NDC159　68786-5
自分の世界をもちなさい

まわりの友だちと興味・関心が変わっていても、「好きなこと
をしなさい」という母の言葉に支えられ華道家に。これまでと
現在を語る。

假屋崎省吾  著　本体1,100円（税別）　NDC159　78080-1

YA「心の友だちシリーズ」PART2 全 17巻

■［全17巻］セット揃定価 本体18,150円（税別）
■各巻定価 各巻ごとに表示
■中学～高校向
■四六判／並製／平均128頁／本文2色刷
NDC 各巻ごとに表示　ISBN978-4-569-29702-6

中高生に
おすすめ

なによりも大切なこと

『バッテリー』『No.6』などのベストセラー作品から心に響く言
葉をまとめたメッセージブック。日 く々じけそうな若者を励まし、
勇気と元気を贈る本。

あさのあつこ  著　本体1,000円（税別）　NDC913　68674-5

中学時代にしておく50のこと

友だちは1人しかいなかったが、孤独を感じたことがなかった
著者。中学時代に好きなことを見つけ、やりたいことに打ち込
む幸せを教えます。

中谷彰宏  著　本体1,000円（税別）　NDC159　68921-0

なぜか人気者になっちゃう！ 心理術

学校で友だちができない人、嫌われる人には理由がある。自
分では気づかなかった自分のクセがわかる。心理学者が教え
る人に好かれるヒント。

伊東 明  著　本体1,100円（税別）　NDC140　68966-1

口ぐせひとつでキミは変わる

ベストセラー『自分を変える魔法の「口ぐせ」』の著者が、中
高生に役に立つ「口ぐせ理論」を教えます。自分の可能性を
ひろげる習慣とは？

佐藤富雄  著　本体1,000円（税別）　NDC140　78002-3

くじけそうなときには

ベストセラー『元気を出して』の著者が10代に贈るメッセー
ジ。気持ちをほぐしてくれる詩と素敵なイラストが満載。温かな
生き方をアドバイス。

宇佐美百合子  著　本体1,000円（税別）　NDC911　78033-7

中高時代に読む本50

テレビ番組「エチカの鏡」出演で話題の書店「読書のすす
め」の店長であり、本のソムリエが、中高生に読んでほしい本
をセレクトしました！

清水克衛  著　本体1,100円（税別）　NDC019　78093-1

受験生の心の休ませ方

勉強に集中できない、ひきこもりたい、親とのコミュニケーショ
ン不足、進路の不安……。受験のストレスをどう乗り越えるか
をアドバイス。

加藤諦三  著　本体952円（税別）　NDC140　68788-9
みんなとちがっていいんだよ

もしも土の中にいるみたいに落ち込んでいても、いつかセミの
ように飛べる日が来る！ 勉強やいじめで元気が出ない時に励
まし、力をくれる本。

ROLLY  著　本体1,100円（税別）　NDC159　78164-8

Girls,Be…（ガールズ・ビー）

頭ではわかっているのに、心では受け止められないような女子
の悩みや落ち込んだ気持ちを整理し、元気づけてくれるメッ
セージブック。

松本えつを  著　本体1,100円（税別）　NDC913　78108-2
挫折と挑戦

思いは強くあるのに、思い通りにいかないことばかりの青春時
代。早稲田大学ラグビー部を日本一にした監督が教える、夢
をかなえる考え方。

中竹竜二  著　本体952円（税別）　NDC159　68787-2

■［全17巻］セット揃定価 本体17,758円（税別）
■各巻定価 各巻ごとに表示
■中学～高校向
■四六判／並製／平均128頁／本文2色刷
NDC 各巻ごとに表示　ISBN978-4-569-29703-3

中高生に
おすすめ
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中
学
〜
高
校
向

YA「心の友だちシリーズ」PART3 全 3巻

「生きる力」の応援団
リーズ。ベストセラー作家やジャーナリスト、スポーツ界、
を豊かにするヒントなど、活きたアドバイスが得られます。

教科書に載ってい
ない、

　体験にもとづい
たアドバイス

壁に直面した時どう乗り
越えるか

自分の顔が好きですか？

自分の顔に関心が高まる思春期。コンプレックスで暗くなった
り、プチ整形で泣かないように、本当のきれいを見つける方法
を教えます。

かづきれいこ  著　本体952円（税別）　NDC595　68789-6
受験生すぐにできる50のこと

勉強に集中できない、辞書をひくだけで時間がかかる、単語を
覚えられない、すぐ眠くなるなど、受験生の焦りと不安からくる
悩みを解消！

中谷彰宏  著　本体1,000円（税別）　NDC370　78179-2

高校時代に考えておく50のこと・女子編

高校時代は将来の夢を描き目標に向かって準備をするとき。
自分の人生を前向きに切り拓く、素敵な人になるために心が
けることを教えます。

有川真由美  著　本体1,100円（税別）　NDC151　78192-1
大丈夫、生きていけるよ

お経のトップスター、262文字の「般若心経」は東洋哲学の
礎。明川哲也流の解釈で、悩める若い人が自由自在に生きら
れるヒントを語る。

明川哲也  著　本体1,100円（税別）　NDC120　68799-5

キミが、たいせつ。

思い通りにならないことがたくさんある学生時代だけど、君は
君のままで、かけがえのない毎日を生きてほしい。326からの
絵と言葉（エール）。

326（ナカムラミツル）  著　本体1,000円（税別）　NDC913　68939-5
あなたはあなたのままでいい

自分に自信がない、自分を変えたい、人づきあいが苦手という
人に読んでほしい。自分を磨き、心を温め、自信がわいてくる
秘訣を教えます。

宇佐美百合子  著　本体1,000円（税別）　NDC159　78213-3

書の道を行こう

ドラマ「天地人」の題字や地球博のロゴ、パフォーマンス書道
で大活躍の書道家が、これまでの道のりと夢をかなえる人生
哲学を語ります。

武田双雲  著　本体1,000円（税別）　NDC728　68950-0
社会人になる前に知っておくべき12カ条

「小論文の神様」と呼ばれる著者が、教え子たちに伝授する、
大人社会のルール。つまずかない、損しない、不適応にならな
いために必読。

樋口裕一  著　本体1,100円（税別）　NDC379　78223-2

「やる気スイッチ」が入る！ 30のヒント

やる気スイッチ、君のはどこにあるんだろう♪ のCMソングで
知られる個別指導塾の代表が語る、やる気が目覚め自分力
を伸ばすヒント。

松田正男  著　本体1,150円（税別）　NDC379　78384-0

■［全3巻］セット揃定価本体3,600円（税別）
■各巻定価 本体1,200（税別）　■中学～高校向　
■四六判／並製／平均152頁／本文2色刷

NDC 各巻ごとに表示 ISBN978-4-569-29775-0

アナウンサーになろう！

アナウンサーになりたい人に発声、発音、敬語、笑顔や姿勢
をアドバイス。話し方の勉強は、将来、面接や人づきあいにも
役に立ちます。

堤 江実  著　本体1,150円（税別）　NDC809　78383-3

ぼくが見た太平洋戦争

太平洋戦争の戦時下、愛知県で中高時代をすごした著者
が、豊川の大空襲、三河の大地震、中学生に課された作戦な
ど戦争体験を語ります。

宗田 理  著　本体1,150円（税別）　NDC391　78414-4

十代に贈りたい心の名短歌100

万葉の歌人から現代まで、日本人なら知っておきたい、特に
十代が共感できる名短歌を100首厳選。日本の伝統詩の魅
力を伝える一冊。

田中章義  著　本体1,150円（税別）　NDC911　78438-0

■［全3巻］セット揃定価 本体3,450円（税別）
■各巻定価 各巻ごとに表示
■中学～高校向
■四六判／並製／平均128頁／本文2色刷
NDC 各巻ごとに表示　ISBN978-4-569-29735-4

中高生に
おすすめ

はじめての留学

『ルポ貧困大国アメリカ』で新書大賞を受賞した著者の留学
体験記。奇妙なホストファミリー、外国人のルームメイト、厳しく
も愉快な日々。

堤 未果  著　本体1,200円（税別）　NDC140　68981-4

YA「心の友だちシリーズ」PART4 全 3巻

中学時代にガンバれる40の言葉

目の前に立ちはだかる壁は、夢や目標を掲げる場所になる。
自分の思いを確かめ励ます、中谷流勇気が出る言葉をまず
壁に貼ってみよう！

中谷彰宏  著　本体1,100円（税別）　NDC159　78481-6

花咲かじいさんが教える 「人」と「お金」に愛される特別授業

日本一の個人投資家で「平成の花咲かじいさん」と呼ばれる
著者が、人に愛され、心豊かに生きる秘訣を教えます。運をひ
らく徳育の本。

竹田和平  著　本体1,200円（税別）　NDC379　78488-5

歴史を味方にしよう

歴史作家が、なぜ歴史を学ぶのか、その訳と学ぶことのメリッ
トを解説。また、歴史を頭に入れるための画期的な勉強法も
伝授する。

童門冬二  著　本体1,150円（税別）　NDC 207　78521-9

■［全3巻］セット揃定価 本体3,450円（税別）
■各巻定価 各巻ごとに表示
■中学～高校向
■四六判／並製／平均121頁／本文2色刷
NDC 各巻ごとに表示　ISBN978-4-569-29752-1

中高生に
おすすめ

YA「心の友だちシリーズ」PART5 全 3巻新刊

「なぜ」を繰り返し、考え
ぬき、その上でしっかり
記憶する。小手先のテ
クニックではなく、一生
役立つ骨太の勉強法
を紹介する。

小川仁志  著
NDC370
78611-7

中高生に贈る！
「小川式」成績を
劇的に伸ばす
60の方法

どこまでも
生きぬいて

夜回り先生で有名な水
谷 修氏。どんなに絶望
しても死ぬことを選んで
は駄目ということ、生き
ることの素晴らしさを伝
える本。

水谷 修  著
NDC159
78617-9

学年ビリから
東大へ進み、
作家になった
私の勉強法

3度、学年ビリになった
著者。使うのは薄い問
題集、小説一冊……、
本物の実力を身につけ
るための竹内式とってお
き学習法を紹介する。

竹内 薫  著
NDC370
78633-9

中高生に
おすすめ
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理系の世界へようこそ！もうあなたは眠れない！
長年読み継がれているベストセラー「面白
くて眠れなくなる」シリーズ！「怖い」話だ
らけの科学エンターテインメント。身近な
話題を入り口に楽しく物理・化学がわか
る。知れば知るほどミステリアスな人体の
話。思わず徹夜してしまうダイナミックな地
学の話。読みだしたら夢中になる素粒子
の話。iPS細胞、DNA、ヒトゲノム、クロー
ン動物など、遺伝子のふしぎ。ヒトもミツバ
チも鬱になる、など読みだしたらとまらない
エピソードが満載の生物学。
理系って面白い！

セ ット 揃 内 容

1 怖くて眠れなくなる科学
竹内 薫  著 NDC404 80207-7

5 面白くて眠れなくなる地学
左巻健男  編著 NDC450 80924-3

2 面白くて眠れなくなる物理
左巻健男  著 NDC420 80264-0

6 面白くて眠れなくなる素粒子
竹内 薫  著 NDC429 80967-0

3 面白くて眠れなくなる化学
左巻健男  著 NDC430 80398-2

7 面白くて眠れなくなる遺伝子
竹内 薫・丸山篤史  著 NDC467 81563-3

4 面白くて眠れなくなる人体
坂井建雄  著 NDC491 80823-9

8 面白くて眠れなくなる生物学
長谷川英祐  著 NDC460 81745-3

■［全8巻］セット揃定価 本体10,400円（税別）　■各巻定価 本体1,300円（税別）　■中学～高校向　■四六判／並製／平均219頁
NDC セット揃内容に表示　ISBN978-4-569-29787-3

面白くて眠れなくなるシリーズ 理系ベスト ８巻セット 全8巻

［単品の ISBNコードはすべて、表記の6桁のコードの前に978-4-569-がつきます］

中
学
〜
高
校
向

長年読み継がれているベストセラー「面白くて眠れなくなる」シリーズ！

数学の世界へようこそ！
もうあなたは眠れない！
長年読み継がれているベストセラー「面
白くて眠れなくなる」シリーズ！
数学は、眠れなくなるくらいに面白い！文
系の人でも楽しめる、ロマンとわくわくに満
ちた数学エンターテインメントの世界へ誘
います。身の周りにひそむ数学からロマ
ン溢れる壮大な数の話、しびれるくらいに
美しい数の世界の話、ふしぎに満ちた数
学の話、数学者の奇想天外なエピソード
にもう眠れなくなる！

セ ット 揃 内 容

1 面白くて眠れなくなる数学
1,300円 79117-3

4 面白くて眠れなくなる数学プレミアム
1,300円 81318-9

2 超 面白くて眠れなくなる数学
1,300円 79524-9

5 面白くて眠れなくなる数学者たち
1,400円 82006-4

3 超・超面白くて眠れなくなる数学
1,300円 80574-0

■［全5巻］セット揃定価 本体6,600円（税別）　■各巻定価 各巻ごとに表示　■中学～高校向　■四六判／並製／平均218頁
NDC410　ISBN978-4-569-29786-6

面白くて眠れなくなるシリーズ 数学ベスト 5巻セット 全5巻

桜井 進  著
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楽しい調べ学習シリーズ

［単品の ISBNコードはすべて、表記の6桁のコードの前に978-4-569-がつきます］

単
品
図
書
ご
案
内

単品図書ご案内 本ブックガイドのセット商品には入っていない、2016年4月～
2017年2月までに発刊された書籍を紹介します。

PHP研究所  編　A4変型判／上製／63頁　定価：本体3,000円（税別）　NDC374　78587-5

新刊 小学校中級～中学向 よくわかる修学旅行ガイド 東京
国会議事堂から上野、秋葉原まで

東京のおすすめスポット。
事前学習にも役立つ一冊！

修学旅行でたずねたい「東京」のオス
スメ見学スポットを紹介。写真を多用
し、見どころや学びのポイントを解説し
ます。政治・経済・流行の中心、首
都としての東京を軸にすえ、事前学習
から修学旅行後の復習・レポート作成
にまで役立つ体験型ガイドブックです。

新刊 幼年

くるくる くるくる

くるくるくるくる 本を回す
とバレリーナが回ったり、
優しい顔のおじいさんが
おこりんぼうのおじいさん
に早変わり！

新井洋行  作・絵
A5変型判／上製／ 26頁
定価：本体800円（税別）
NDC913　78561-5

新刊 幼年～小学校初級向

あくたれラルフのハロウィン

パーティーに参加するため、
セイラとラルフは、お互いの
変装をして、入れ替わって
みました。ところが、ラルフは
いたずらばかりで……。

ジャック・ガントス  作／ニコール・
ルーベル  絵／こみやゆう  訳
A4判変型判／上製／ 32頁
定価：本体1,300円（税別）
NDC933　78593-6

新刊 幼年～小学校初級向

おはなし王国のさがしもの

ニモルくんとアリルちゃんは、ばら
ばらになってしまったおはなしの
主人公たちを元にもどすため、
おはなし王国へと向かいました。

山本真嗣  作・絵
A4判変型判／上製／ 32頁
定価：本体1,400円（税別）
NDC913　78546-2

新刊 幼年～小学校初級向

ながれ星のリリリ

小さな星のかけらのリリリ。
ある日、遠くにかすかに輝
く青い星を見つけたリリリ
は、その星に一生懸命に
飛んで近づいていき……。

堤江 実  作／寺門孝之  絵
B5変型判／上製／ 32頁
定価：本体1,200円（税別）
NDC913　78602-5

新刊 幼年～小学校初級向

わくわく！かたちのえほん

かたちってなんだろう？ まる、さ
んかく、しかく、うずまき、えだわか
れ、動物のかたち……。身の回り
の色んな形を探してみよう！

PHP研究所  編
A4変型判／上製／ 48頁
定価：本体1,600円（税別）
NDC414　78624-7

新刊 小学校初級向

女子力アップレッスン帳

洋服のコーディネートの仕方、髪
型のアレンジ方法、持っているアイ
テムの活かし方など、オシャレにな
りたい女の子のための一冊。

キラキラリサーチ委員会  編
B6判／並製／ 160頁
定価：本体800円（税別）
NDC595　78545-5

おしゃれガールをめざせ！

新刊 小学校初級～中級向

子どものひとこと英会話

日常会話からオリンピックや各種ス
ポーツ観戦用の表現まで、ラスカ
ルと楽しく学ぶうちに、外国人と簡
単な英会話ができるようになる本。

小池直己  著
A5判／並製／ 80頁
定価：本体1,200円（税別）
NDC837　78620-9

ラスカル、教えて！ 新刊 小学校中級以上向

「水辺の楽校（がっこう）」の所くん

ぼくのとなりの席になった体の大き
な所一真くん。クラスのみんなから
いじられている所くんが、ある日ぼく
を水辺の楽校に誘ってくれた。

本田有明  著
四六変型判／上製／ 168頁
定価：本体1,300円（税別）
NDC913　78555-4

新刊 小学校中級以上向

江戸を楽しむ！ 絵ときなぞなぞ

江戸時代に流行したなぞなぞ「判
じ絵」を、草花、鳥、虫などのジャン
ルに分け、出題。解答と合わせて
当時の暮らしぶりを解説する。

岩崎均史  監修
A5判／並製／ 80頁
定価：本体1,200円（税別）
NDC721　78562-2

判
はん

じ絵から昔の日本が見えてくる

新刊 中学～高校向

ミスタープロ野球・魂の伝言

ミスタージャイアンツと呼ばれ、いま
なお国民的人気を誇る著者が、
人知れぬ努力、伝説のプレーや愛
弟子との秘話、リハビリへの挑戦を
語る。

長嶋茂雄  著
四六判変型／上製／ 192頁
定価：本体1,300円（税別）
NDC783　83451-1

「100年インタビュー」保存版 新刊 中学～高校向

夢はみるものではなく、かなえるもの

女子サッカー界のレジェンドとして
愛されリスペクトされている澤さん。
夢を実現する考え方生き方を語っ
ていただき、その魅力に迫る本。

澤 穂希  著
四六判変型／上製／ 160頁
定価：本体1,300円（税別）
NDC783　83466-5

「100年インタビュー」保存版新刊 小学校上級以上向

ぼくとベルさん

｢みんなにできて、ぼくにはできない
……｣読み書きが苦手な少年エ
ディ。発明家ベルとの出会いが、彼
を大きく変えていき……。

フィリップ・ロイ  著／櫛田理絵  訳
四六判／上製／ 222頁
定価：本体1,400円（税別）
NDC933　78623-0

友だちは発明王
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なつみは なんにでもなれる
新刊 幼年～小学校初級向 ヨシタケシンスケのユーモア絵本、待望の新刊！

ヨシタケシンスケ
作・絵

■定価：本体1,000円（税別）　■B5変型判／上製／48頁
NDC913　ISBN978-4-569-78606-3 図書館専用堅牢製本

『りんごかもしれない』『りゆうがあります』『ふまんが
あります』などで人気の絵本作家ヨシタケシンスケが
おくる、くりかえしが楽しいまねっこ絵本！

なつみは、「すごくいいことおもいついたよ！」と、おか
あさんのところにやってきました。そして、「なんの
まねをしているか、あてるゲームだよ！」と、問題をだ
します。なつみは、毛布にくるまったり、手をぐるぐ
る回したり、身近なものをからだをつかってまねして
いきますが、おかあさんはなかなか当てられません。

ほのぼのとした親子のやりとりも見どころです。

著 者 紹 介

ヨシタケシンスケ
1973年、神奈川県生まれ。
筑波大学大学院芸術研究科
総合造形コース修了。日常
のさりげないひとコマを独
特の角度で切り取ったス
ケッチ集や、児童書の挿絵、
装画、イラストエッセイな
ど、多岐にわたり作品を発表
している。『りんごかもしれない』（ブロンズ新社）で、第6回
MOE絵本屋さん大賞第1位、第61回産経児童出版文化賞美術
賞、『りゆうがあります』（PHP研究所）』で第8回MOE絵本屋さ
ん大賞第1位などを受賞。著書に、『しかもフタが無い』
（PARCO出版）、『結局できずじまい』『せまいぞドキドキ』（以
上、講談社）、『ぼくのニセモノをつくるには』（ブロンズ新社）、『ふ
まんがあります』（PHP研究所）などがある。2児の父。
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