
学校・公共図書館におすすめする新刊・必備・特選図書です

2018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
2017年3月～2018年2月
に発刊された図書で
2018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…2017年3月以降刊行の図書です。★…昨年度のセットに2017年3月以降に刊行した図書を追加したセットです。
新紹介…これまでのセット・シリーズを組み直して新たにご案内する図書です。
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学校図書館ブックガイド  目次

★遊んで学べる 香川元太郎の迷路絵本 14巻セット 全14巻 国語(えほん）・社会・理科 幼年～小学校上級向 18,200円 29814-6 4

大きな絵本 時の迷路 全1巻 国語(えほん）・社会 幼年～小学校上級向 8,800円 78233-1 4

大きな絵本 昆虫の迷路 全1巻 国語(えほん）・理科 幼年～小学校上級向 8,800円 78234-8 4

大きな絵本 文明の迷路 全1巻 国語(えほん）・社会 幼年～小学校上級向 8,800円 78293-5 4

大きな絵本 伝説の迷路 全1巻 国語(えほん）・社会 幼年～小学校上級向 8,800円 78294-2 4

新刊 こみやゆうがえらぶ おひざにおいでシリーズ 4巻セット 全4巻 国語(えほん） 幼年～小学校初級向 5,200円 29795-8 5

くすのきしげのりワールド 4巻セット 全4巻 国語(えほん） 幼年～大人向 5,100円 29769-9 5

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

みんな大好き！電車シリーズ 5巻セット 全5巻 国語(えほん）・社会 幼年～小学校初級向 6,000円 29792-7 6

★「いちにち」シリーズ 8巻セット 全8巻 国語(えほん） 幼年～小学校初級向 9,600円 29815-3 7

1001のさがしもの絵本シリーズ 8巻セット 全8巻 国語(えほん） 幼年～小学校初級向 10,400円 29726-2 7

1001のさがしもの絵本シリーズ 第2期 5巻セット 全5巻 国語(えほん） 幼年～小学校初級向 6,500円 29772-9 7

新刊 PHPにこにこえほん 第15期 全7巻 国語(えほん） 幼年～小学校初級向 9,000円 29796-5 8

新刊 PHPわたしのえほん 第16期 全13巻 国語(えほん） 幼年～小学校初級向 16,900円 29797-2 8

新紹介  PHPお話366シリーズ セレクション 全4巻 読み聞かせは6歳から
小学校中級以上向 幼年～小学校初級向 9,200円 29819-1 9

新刊 PHPとっておきのどうわ 第6期 全5巻 国語（えほん） 小学校初級～中級向 5,500円 29798-9 9

わがままおやすみシリーズ 8巻セット 全8巻 読書教育 小学校初級～中級向 8,650円 29791-0 10

新刊 たのしいちしきえほん 第3期 7巻セット 全7巻 理科・社会・家庭 小学校初級～上級向 11,200円 29799-6 10

ヨシタケシンスケのあるある絵本 全2巻 国語(えほん） 幼年～小学校中級向 2,600円 29754-5 10

新刊 2018年 PHP読み物新刊セット　 全12巻 読書 小学校中級～中学向 14,100円 29801-6 11

「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 11

新刊 ラストで君は「まさか！」と言う シリーズ 全4巻 読書 小学校中級～中学向 4,000円 29800-9 12

新刊 本当にあった？ 恐怖のお話 3巻セット 全3巻 読書 小学校中級～中学向 3,000円 29802-3 12

世にも不思議なお話 3巻セット 全3巻 読書 小学校中級～中学向 3,000円 29788-0 12

「楽しい調べ学習シリーズ」ほぼ全点ラインナップ 148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 プログラミング・人工知能・重力波 全3巻 理科・総合 小学校中級～中学向 9,000円 29807-8 18

新刊 楽しい調べ学習 学びのスキルをつけよう！ 全3巻 総合・社会・各教科 小学校中級～中学向 9,000円 29811-5 18

新刊 楽しい調べ学習 子どもの貧困・LGBT・障がい者スポーツ 全3巻 体育・社会・総合・道徳 小学校中級～中学向 9,000円 29809-2 19

新刊 楽しい調べ学習 暮らしをささえる社会のしくみ 全2巻 社会 小学校中級～中学向 6,000円 29812-2 19

新刊 楽しい調べ学習 よくわかる消防と病院 全2巻 社会 小学校中級～中学向 6,000円 29803-0 20

新刊 楽しい調べ学習 危険なネット依存と薬物依存 全2巻 体育 小学校中級～中学向 6,000円 29804-7 20

新刊 楽しい調べ学習 危険な生き物と冬眠する生き物 全3巻 理科 小学校中級～中学向 9,000円 29806-1 21

新刊 楽しい調べ学習 生き物に学ぶテクノロジー 全2巻 理科 小学校中級～中学向 6,000円 29808-5 21

新刊 楽しい調べ学習 探検！世界の駅と港 全2巻 総合・社会 小学校中級～中学向 6,000円 29810-8 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
（税別） コード 掲載頁

Contents



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

新刊 楽しい調べ学習 野鳥を観察しよう！ 全2巻 理科 小学校中級～中学向 6,000円 29805-4 22

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 23

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 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 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 24

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 24

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 24

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 25

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 25

楽しい調べ学習 充実の修学旅行ガイド 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 25

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 25

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 26

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 26

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 26

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 26

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 27

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 27

★ PHP心のノンフィクションシリーズ 7巻セット 全7巻 読書・道徳・進路 小学校中・上級～中学向 9,800円 29816-0 27

新紹介  100年インタビュー ベストセレクション 18巻セット 全18巻 読書・道徳・進路 中学～高校向 21,000円 29817-7 28

新刊 YA「心の友だちシリーズ」PART6 全4巻 読書・道徳・進路 中学～高校向 4,800円 29813-9 28

新紹介  YA「心の友だちシリーズ」ベストセレクション 全25巻 読書・道徳・進路 中学～高校向 26,756円 29818-4 29

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

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 2017年3月～2018年2月までに発刊された図書 10点 単品毎に表記 単品毎に表記 単品毎に表記 31～32

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」

※この図書目録のセット、単品の価格は平成30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。

10代の心に届け！
「生きる力」の応援団
──PHPの ヤングアダルト図書



4 ●2018年 学校図書館ブックガイド●

★ 遊んで学べる 香川元太郎の迷路絵本 14巻セット
■［全14巻］セット揃定価 本体18,200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　ISBN978-4-569-29814-6　図書館専用堅牢製本

全14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］

細密で美しいイラストに感動！緻密な絵にかくされた迷路、数々のかくし絵探しや、
見開きごとに出題されるクイズ、その他にも用意された裏クイズなどで遊びながら、
地理や歴史、生き物や進化、天体、乗り物など様 な々ジャンルで何度も楽しめるお
得な絵本。子ども達の興味をかきたて、次の学びのきっかけにもなります。

遊び方いろいろ！270万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 78568-4

14
夜中にめざめるふしぎな世界
おもちゃの迷路 新刊  78672-8

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！

『おもちゃの迷路』P6～7　ボードゲーム公園内容の一部紹介

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、「人形の街」や「ブロックの中庭」などにある迷
路を通り抜けていこう。「むつかしい迷路」もあり、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

「つみきの街」から折りは
じめて、「おもちゃの城」
で折りあがる紙ヒコーキ
が2種類あります。

❹ 紙ヒコーキ

最初の場面から追って
いくと、いろいろなおも
ちゃのエピソードが見ら
れます。

❺ おもちゃの物語

細密に描かれたおもちゃの世界にある「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

本書のテーマは、人が寝ている
夜中に動き出したおもちゃたちの
世界です。いつもの迷路に加え
て、今回は全ページを通る超ロ
ング迷路もあるので、がっつり迷
路を楽しみたい方にもおすすめ
です。特に苦心したのが、全場面
に登場するおもちゃたちのストー
リー。きせかえ人形は何に変身
するの？怪人とヒーローの戦い
のゆくえは？等々いろいろみつ
けて下さい。だんだん折りあがっ
ていく紙ヒコーキも登場！巻末に
は、これが実際に作れる用紙も
付いていますよ！

作者のコメント

最新刊

※「おもちゃの迷路」は
　香川元太郎・香川志織  作／絵

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］

■［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　■B5変型判／上製／平均26頁
NDC933　ISBN978-4-569-29795-8　図書館専用堅牢製本

こみやゆうがえらぶ おひざにおいでシリーズ 4巻セット 全4巻新刊

■［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 セット揃内容に表示
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

絵本を子どもと楽しむということは、その子の心に「よろこびの種」を蒔くということです。種は、いずれ木となり、実を
むすびます。その子が大きくなった時、心にたくさんの実があれば、時に他人にわけ与え、時に自らを励ますことがで
きるでしょう。そして、その実の種には、どれも読んでくれた「あなた」が宿っています。子どもと絵本を楽しむこと、
それは、あなたがその子の心に生きつづけるということでもあるのです。きょうもあなたのひざの上で、ひとつでも多く
の「よろこびの種」が蒔かれますように。「ほら、おひざにおいで」（翻訳者の言葉より）

空想科学童話『ニコニコ・ウイルス』。子どもの視覚障害を通して大切なことに気づく絵本
『「ごめんなさい」が いっぱい』。おにぼうと村の子どもたちとの交流を描く童話『おにぼう』。
英文併記の新しい自己啓発絵本『あなたの一日が世界を変える』。珠玉の4作品です。

子どもたちに自信をもって薦められる良書絵本です！

数々の名作に感動！
くすのきしげのり
ワールド全開！

セ ット 揃 内 容

1
ニコニコ・ウイルス 小学校初級向
くすのきしげのり  作／佐竹美保  絵  A5判／上製／79頁
定価：本体1,100円（税別） 78552-3

2
「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変型判／上製／32頁
定価：本体1,300円（税別） 78580-6

3
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／95頁
定価：本体1,200円（税別） 78591-2

4
あなたの一日が世界を変える 小学校上級～大人まで
［日英対訳］Your day will change the world  ［Japanese and English］
くすのきしげのり  作／古山  拓  絵／花丘ちぐさ  英訳  B5変型判／上製／52頁
定価：本体1,500円（税別） 78604-9

幼
年
〜
小
学
初
級
向

「おひざにおいで」という絵本のシリーズが2017年6月から始まりました。選書と翻訳を私が担当しています。
コンセプトは「子どもの心に〈よろこびの種〉を蒔く」です。その種はやがて芽を出し、木になって、根っ
こは、その子を支え、枝になった実は、人に分け与えて励ますことができる、そんな優しくもたくましいおと
なに育ってほしいという願いが込められています。この〈よろこびの種〉をお母さんやお父さんだけでなく、
図書館担当の先生や司書の方もいっしょになって蒔いてもらえたら、こんなにうれしいことはありません。

セ ット 揃 内 容

1
まるぽちゃ おまわりさん
マーガレット・ワイズ・ブラウン、イーディス・サッチャー・ハード  作／
アリス＆マーティン・プロベンセン  絵／こみやゆう  訳 78665-0

2
にんぎょうの おいしゃさん
マーガレット・ワイズ・ブラウン  作／J.P.ミラー  絵／こみやゆう  訳
 78687-2

3
ジングルベル
キャサリン・N・デイリー  作／J.P.ミラー  絵／こみやゆう  訳
 78706-0

4
がんばれ！ あかい しゃしょうしゃ
マリアン・ポター  作／ティボル・ゲルゲイ  絵／こみやゆう  訳
 78719-0

こみや  ゆうさん
東京都生まれ。大学卒業後、児童書出版社に入社。その後留学し、再び出版社
勤務を経て、現在に至る。２００４年より東京・阿佐ヶ谷で家庭文庫「このあの文庫」
を主宰。訳書に「あくたれラルフ」シリーズ、『ドロシーとまほうのえのぐ』（以上、PHP
研究所）、『さかさ町』（岩波書店）、「こころのほんばこ」シリーズ（大日本図書）など。

翻訳者からのMessage
優しくも

たくましいおとなに
育ってほしい！
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幼
年
〜
小
学
初
級
向

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な公園で一生懸命遊んじゃう楽しい遊具。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

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？

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！
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！

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 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

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」 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。

■［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

こどもたちが大好きな電車シリーズ。出発進行！

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 78612-4
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幼
年
〜
小
学
初
級
向

擬音の面白さとユーモア満載の絵。
読み聞かせも大好評！
子どもから大人まで大人気の「いちにち」シリーズ！twitterやテレビなど
では「子どもには刺激の強い絵本」「怖すぎる絵本」として話題になって
います。いちにちだけ○○になってみようと、主人公の男の子はいろいろ
なものに変身して、その大変さや楽しさを体験していきます。子どもたち
の想像力をかきたて、「おもしろい！」と笑ってくれることを願って制作し
たこのシリーズ。読み聞かせで盛り上がる絵本としても大変好評です！

■［全8巻］セット揃定価 本体9,600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　ISBN978-4-569-29815-3　図書館専用堅牢製本

★ 「いちにち」シリーズ 8巻セット 全8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 78557-8

4 いちにちおばけ 78239-3 8 いちにちじごく 新刊   78668-1

ふくべあきひろ　作／かわしまななえ　絵

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

■［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

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。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の『世界の町 1001の
さがしもの』をはじめとした楽しい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

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
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幼
年
〜
小
学
初
級
向

子どもたちに絵本の楽しさを知ってもらえるシリーズ！

■［全7巻］セット揃定価 本体9,000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　■A4変型判／上製／各32頁
NDC913　ISBN978-4-569-29796-5　図書館専用堅牢製本

PHPにこにこえほん 第15期 全7巻新刊

セ ット 揃 内 容

1 ポポくんのひみつきち
　accototo ふくだとしお＋あきこ  作／絵  本体1,200円（税別）   78662-9

5 ヘビのレストラン
　深見春夫  作／絵  本体1,300円（税別）   78713-8

2 あま～いしろくま
　柴田ケイコ  作／絵  本体1,300円（税別）  78694-0

6 ロッタのプレゼント
　まつおりかこ  作／絵  本体1,300円（税別）   78717-6

3 ◯
まる

△
さんかく

□
しかく

のくにのおうさま
　こすぎさなえ  作／たちもとみちこ  絵  本体1,300円（税別）   78698-8

7 おふろで にほんちず
　宮知和代  作／絵  本体1,300円（税別）   78728-2

4 レモンちゃん
　さとうめぐみ  作／絵  本体1,300円（税別）   78712-1

ポポくんとお友達が、木の上に丸太や
木の枝を運んで作った『ポポくんのひみ
つきち』、くいしんぼうのしろくまが、「お
やつのなかに入ってみたらどんなかんじ
かな？」と想像した『あま～いしろくま』、
お話を楽しみながら形の概念が身につ
く『〇

まる

△
さんかく

□
しかく

のくにのおうさま』、かわい
いだけでなく、ヒーローも登場する『レモ
ンちゃん』をはじめ７点の絵本。
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。

心から楽しめる、
個性豊かな作品が揃いました。

■［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～小学校初級向　■B5変型判／上製／各32頁
NDC913　ISBN978-4-569- 29797-2　図書館専用堅牢製本

PHPわたしのえほん 第16期 全13巻新刊

かえるのケロロとコケのコケコッコ―がコケの世
界を冒険する『こけこけコケコッコー』、とこやの
ブロッコリーさんが髪がかたいなすびくんに悪
戦苦闘する『ちょきちょきブロッコリーさん』、めろ
んのめいろ、さくらんぼでかくれんぼなど、迷路
や絵さがしが楽しめる『くだものさがしもの』、
狙った魚は逃がさない！？猫のトラがクマさんの
魚を盗もうとする『おさかなどろぼう』はじめ13
作品。読み聞かせにぴったりの絵本が大集合！

セ ット 揃 内 容

1 だいちゃんときんたろう
　花山かずみ  作／絵 78638-4

8 あたりかも
　きたじまごうき  作／絵 78675-9

2 こけこけコケコッコー
　にしはらみのり  作／絵 78656-8

9 だじゃれかえりみち
　くせさなえ  作／絵 78681-0

3 ちょきちょき ブロッコリーさん
　ふくだじゅんこ  作／絵 78657-5

10 コビトカバ
　長田真作  作／絵 78703-9

4 ゆいちゃんのりぼんむすび
　きたがわめぐみ  作／絵 78658-2

11 ピカピカヒーローせっけんくん
　うえたに夫婦  作／絵 78705-3

5 くだものさがしもの
　はらぺこめがね  作／絵 78664-3

12 おさかなどろぼう
　いしいひろし  作／絵 78714-5

6 おてんとうさまが　みてますよ
　山本省三  作／日隈みさき  絵／青谷洋治  企画協力 78670-4

13 ぼくのともだちカニやまさん
　ニシワキタダシ  作／絵 78720-6

7 ホンシメジ先生となぞのテングバナキン！
　コマヤスカン  作／絵 78674-2
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朝読に最適！小学校低～中学年向けの読み物シリーズ

■［全5巻］セット揃定価 本体5,500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／各80～95頁
NDC913　ISBN978-4-569- 29798-9　図書館専用堅牢製本

PHPとっておきのどうわ 第6期 全5巻新刊

セ ット 揃 内 容

1 どうぶつがっこう とくべつじゅぎょう
　トビイ ルツ  作／絵 78646-9

4 きらわれものの　こがらしぼうや
　仁科幸子  作／絵 78733-6

2 きらきらシャワー
　西村友里  作／岡田千晶  絵 78669-8

5 王さまのスプーンになったおたまじゃくし
　さくら文葉  作／佐竹美保  絵  78734-3

3 わすれんぼっち
　橋口さゆ希  作／つじむらあゆこ　絵 78688-9

［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！

読
み
聞
か
せ
は
６
歳
か
ら

小
学
校
中
級
以
上
向

①416～ 448頁の大ボリュームでオー
ルカラー。
②1日1話、1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

小
学
初
級
〜
中
・
上
級
向

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
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。

3
日本の「なぜ？」に答えるお話366
　PHP研究所　編　NDC031    78455-7
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！

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

4
理科のお話366
　小森栄治　監修　NDC407  78603-2
毎日の生活はすべて理科とかかわっています。身のまわりの自然現象への身近な疑問
から興味がわき、科学的に考える力が育ちます。

セ ット 揃 内 容

ＰＨＰお話３６６シリーズ セレクション
■［全4巻］セット揃定価 本体9,200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416～448頁

NDC セット揃内容に表示　ISBN978-4-569-29819-1　図書館専用堅牢製本

全4巻新紹介

苦手なことやきらいなことばかりみつ
かるしまうまくん。そんな時、しまもよう
が逆になっている黒しまうまくんがあら
われた『どうぶつがっこう とくべつじゅ
ぎょう』、黄色い傘「ぴかちゃん」をうっ
かり電車に忘れたメグちゃん、わすれ
ものセンターの傘たちを舞台にした心
あたたまる童話『わすれん
ぼっち』はじめ５作品。
日々の生活を題材にし
たものから、奇想天外な
ファンタジーまで、気鋭
の作家・画家による作品
をラインナップしました。
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ヨシタケシンスケの親子で笑えるユーモア絵本！『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。『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。

［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
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 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

いろんなものが休んで、「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「休み」が
でてきます。遠足に行きたいランドセル、プールにはいりた
い冷蔵庫、釣りをしたい掃除機、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

■［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）　■幼年～小学校中級　■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

思わず笑っちゃう こどもあるある！おとなあるある！

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 

楽しく読めるからこそ、どんどん知識が身につく！

セ ット 揃 内 容

1 天気のふしぎえほん　斉田季実治  監修 NDC451 78644-5 5
みんなの防災えほん
　山村武彦  監修／YUU  絵 NDC369 78686-5

2 生命の歴史えほん　猪郷久義  監修 NDC457 78645-2 6
和食のえほん
　江原絢子  監修 NDC596 78689-6

3 たべかたのえほん　石田栞音  文／よしのぶもとこ  絵 NDC596 78676-6 7
はじめてまなぶ　もちかたのえほん
　宮里暁美  監修 NDC379 78736-7

4 きのこのふしぎえほん　山本亜貴子  作／絵　保坂健太郎  監修 NDC474 78679-7

■［全7巻］セット揃定価 本体11,200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40～48頁
NDC セット揃内容に表示　ISBN978-4-569-29799-6　図書館専用堅牢製本

たのしいちしきえほん 第３期 ７巻セット 全7巻新刊

40 億年前に誕生した生命の進化と絶滅の過程をビジュアルイ
ラストでたどる『生命の歴史えほん』、美味しく食べるには、正し
い食べ方も大事。様 な々料理の食べ方や食の豆知識が身につ
く『たべかたのえほん』、地震・台風・火事など災害時の具体的
な対応を学ぶ『みんなの防災えほん』はじめ様々なテーマの７
作品。親しみやすい絵の中に、知識のページを組み込み、子ど
もたちの知的好奇心を引き出す新しいタイプの絵本です。



小
学
初
級
〜
中
・
上
級
向

小学校中学年～中学まで幅広く楽しめる読み物セット

■［全12巻］セット揃定価 本体14,100円（税別）　■各巻定価 本体セット揃内容に表示　■小学校初級～上級向(セット揃内容に詳細を表記)　
■判型／頁セット揃内容に表示　　　　　　　　　　　　　  NDC セット揃内容に表示　ISBN978-4-569-29801-6

2018年 PHP読み物新刊セット 全12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］ ●PHP研究所 図書目録● 11

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

ある時から学校へ来なくなった大林くん。文香が関心を寄せ続けることで、ついに大林くんの気持ちが少し動く……
という友情物語『大林くんへの手紙』、「ホテルやまのなか小学校」に宿泊中のシャープさんとコスモさんの２人が見
失っていたものに気
づいていく『ホテルや
まのなか小学校』。
読みごたえのある創
作読み物、子どもた
ちが夢中になる書き
下ろし、海外の秀作
を読みやすくわかり
やすく提供する翻訳
読み物など、多彩な
12作品です。

セ ット 揃 内 容

1
ぼくとベルさん
　フィリップ・ロイ  著／櫛田理絵  訳　四六判／上製／222頁
　本体1,400円（税別）　小学校上級以上向 NDC933 78623-0

7
ぼくらの山の学校
　八束澄子  著　四六判／上製／224頁
　本体1,400円（税別）　小学校上級～中学向 NDC913 78727-5

2
大林くんへの手紙
　せいのあつこ  著　四六判／上製／175頁
　本体1,300円（税別）　小学校上級以上向 NDC913 78651-3

8
ぼくのパパは一本足
　フランチェスコ・メニケッラ　著／飯田亮介　訳　四六判／上製／208頁
　本体1,400円（税別）　小学校上級以上向 NDC973 78731-2

3
ホテルやまのなか小学校
　小松原宏子  著／亀岡亜希子  絵　A5判／上製／160頁
　本体1,300円（税別）　小学校中級以上向 NDC913 78677-3

9
54字の物語
　氏田雄介  作／佐藤おどり  絵　四六判／並製／192頁
　本体1,000円（税別）　小学校上級以上向 NDC913 78743-5

4
かえたい二人
　令丈ヒロ子  作　四六判／上製／223頁
　本体1,300円（税別）　小学校上級～中学向 NDC913 78693-3

10
悪ノ物語　紙の悪魔と秘密の書庫
　mothy_悪ノP  著／柚希きひろ、△○□×（みわしいば）  イラスト
　B6変型判／並製／192頁　本体700円（税別）　
　小学校上級以上向 NDC913 78748-0

5
モルモット・オルガの物語
　マイケル・ボンド  作／おおつかのりこ  訳／いたやさとし  絵
　A5判／上製／160頁　本体1,300円（税別）
　小学校中級～上級向 NDC933 78721-3

11
青鬼　ジェイルハウスの怪物
　noprops  原作／黒田研二  著／鈴羅木かりん  イラスト
　B6変型判／並製／192頁　本体700円（税別）
　小学校上級以上向 NDC913 78744-2

6
オルガとボリスとなかまたち
　マイケル・ボンド  作／おおつかのりこ  訳／いたやさとし  絵
　A5判／上製／160頁　本体1,300円（税別）
　小学校中級～上級向 NDC933 78722-0

12
魔法のフラワーショップ① ヴァイオレットと秘密の合言葉
　ジーナ・マイヤー  著／若松宣子  訳　四六判／並製／176頁
　本体1,000円（税別）　小学校中級以上向 NDC943 78745-9
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小
学
中
・
上
級
〜
中
学
向

著名作家が自ら体験したり、見聞きしたりした不思議な物語。
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187頁
NDC913　ISBN978-4-569-29788-0

世にも不思議なお話 3巻セット 全3巻

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

３分で読める新感覚ストーリー！
このラスト、予測不能。
３分でおもしろいほどサクサク読めるどんでん返しのショートストー
リー！ホラー、シニカル、ユーモア、SF、ラブコメなどの多ジャンル

のストーリーが満載！ラストに
は「まさか！」なエンディング
が待っている！！ラストで君は
「まさか！」と言う『予知夢』、
『時のはざま』、『デジャヴ』、
『望みの果て』の４作品。ど
こからでもすぐに読めて、朝
読にも最適なシリーズです。

■［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　■四六判／並製／各208頁
NDC913　ISBN978-4-569-29800-9

ラストで君は「まさか！」と言う シリーズ 全4巻新刊

セ ット 揃 内 容

1
ラストで君は「まさか！」と言う 予知夢
幸せ家族／モンスターの卵／パスコードロック／猫／幸福の鏡／ラジ
オ体操／運のいい男／続き／予知夢／聞かない／なんでも質問箱／
失恋スカート／タクシー／先着サービス／他 全30話 78647-6

2

ラストで君は「まさか！」と言う 時のはざま
恋のライバル／放課後の理科室／目には目を／サーカスの犬／ぬか喜
び／落とし穴／釣り人／ジャンクフレンド／毒薬／当たり屋／駅で待つ
男の子／新しいお友だち／就職試験／こんな人間にもなるな／入れ替
わりジュース／他 全30話 78648-3

3

ラストで君は「まさか！」と言う デジャヴ
ぼくのおとうと／雨の日カフェ／聖なる剣／悪魔？それとも……／心霊
スポット／ぜったいに言えない／隔離区域／運命の恋人／人食い魔
女の家／他人の幸せ／神さまおねがい／返してください／パーマ禁止
／いまどきマーメイド／二回目の中学生／他 全30話 78725-1

4

ラストで君は「まさか！」と言う 望みの果て
イカサマ整体師／女子会／主役はオレだ／求婚者への宿題／守護霊
レンタルサービス／プレゼント／おおいなる宝／数学・実践問題／ある
一流企業の秘密／フェイクニュース／スーパー赤い糸／ライブステージ
にて／文通／イケメン変身薬／他 全30話 78726-8PHP研究所　編

大好評｢本当にあった？｣シリーズ第２弾！

■［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176頁
NDC913　ISBN978-4-569-29802-3

本当にあった？ 恐怖のお話 3巻セット 全3巻新刊

セ ット 揃 内 容

1

本当にあった？ 恐怖のお話・闇
山下美樹　社会科室の女の子／寮美千子　ねがいごと－信貴
山戒壇めぐり／那須田淳　のんだらいけません／長崎夏海　あら
しの中のヒィーヌムン／村上しいこ　せつこさん／倉橋燿子　サ
イレントコール／廣嶋玲子　秘密だよ／濱野京子　ぼくが動物
を飼わないわけ／二宮由紀子　日曜日のＵＦＯ／令丈ヒロ子　そ
れは考えてはいけない 

78740-4

2

本当にあった？ 恐怖のお話・怪
山本悦子　一番恐ろしいのは……／緑川聖司　戻らずの森／
堀米薫　黒いビー玉／たからしげる　長い沈黙／藤咲あゆな　
まぶたが落ちるのよ／樫崎茜　トリプル☆絶叫コースター／藤真
知子　九十九樹／北川チハル　パニック／立原えりか　小指
姫の小指／塩野米松　がい骨がボートに乗っている 78741-1

3

本当にあった？ 恐怖のお話・魔
みずのまい　メラメラファイヤー／赤羽じゅんこ　おいで　おいで
／竹内もと代　ヒガンバナ／吉野万理子　黒い波／川北亮司
　霊を呼ぶベンチ／野村一秋　通せんぼ／せいのあつこ　がた
がた／田部智子　あっちの茶の間／岡信子　犬の思い出／梨
屋アリエ　あの手が握りつぶしたもの 78742-8たからしげる　編

本シリーズ（全3巻）も、児童文学界の第一線で活躍している30人の
著名作家が、身のまわりで「本当にあった」出来事をもとに書き下ろし
た30のお話です。どのお話も、恐怖におののき、戦慄がはしり、ぞ～っ
としてしまうものばかり……。それはたしかに本当にあったことでは

あるのです
が、にわか
には信じて
もらえそうに
ないお話ば
かりです。

たからしげる　編

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

外国語活動 家　庭

国　語

■各巻定価：各巻ごとに表示
■小学校中・上級～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

音　楽

算　数

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

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

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

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

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

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

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

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

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

よくわかる
人工知能

■総合
総合的な学習 小4～6：情
報に関する探究的な活動
本体3,000円（税別）
NDC007　78691-9

1冊まるごと1テーマ！
主体的・対話的で深い学びの実現（「アクティブ・ラー
ニング」の視点からの授業改善）が、これからの時代
の学習に求められています。

PHPの「楽しい調べ学習シリーズ」は、1冊まるごと
1テーマ。豊富な写真とイラストで分かりやすく、そし
て詳しく解説しています。

子どもたちが授業で選ぶさまざまなテーマの一つひ
とつにピンポイントで応える格好の「資料」です！

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
https://www.php.co.jp/books/jidou/library.php

学習指導要領と関連している
教科、学年、内容を記載

教科

内容
学年
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小
学
中
・
上
級
〜
中
学
向

社　会

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

日本の
戦争遺跡図鑑

■社会
社会 小6：近代日本が
行った戦争
本体2,800円（税別）　63頁
NDC210　78344-4

「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

ものの値段
大研究

■社会
社会 小5：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

統計と地図の
見方・使い方

■社会
社会 小5：社会的事象の
調査
本体3,000円（税別）　63頁
NDC350　78730-5

ごみはどこへ
行くのか？

■社会
社会 小3・4：飲料水、電
気、ガスの確保や廃棄物の
処理
本体3,000円（税別）　63頁
NDC518　78729-9

水はどこから
来るのか？

■社会
社会 小3・4：飲料水、電
気、ガスの確保や廃棄物の
処理
本体3,000円（税別）　63頁
NDC518　78737-4

よくわかる
病院

■社会
社会 小3・4：身近な地域
の観察・調査
本体3,000円（税別）　63頁
NDC498　78650-6

よくわかる
消防・救急

■社会
社会 小3・4：身近な地域
の観察・調査
本体3,000円（税別）　63頁
NDC317　78659-9

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

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3～5：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

社会の
考える力を
つけよう！

■社会
社会 小4～6：社会的事象
の調査
本体3,000円（税別）　47頁
NDC375　78531-8

よくわかる
貿易

■社会
社会 小5 、中学：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

考えよう！
子どもの貧困

■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
NDC367　78707-7

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

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

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

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

戦国時代の
道具図鑑
■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2,800円（税別）　79頁
NDC210　68444-4

戦国武将が
わかる絵事典
■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2,800円（税別）　79頁
NDC210　68633-2

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

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

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・統合
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5・6：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

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

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
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生　活

総　合

図画工作

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3：自然の恵
みと災害
本体3,000円（税別）　63頁
NDC369　78471-7

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

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

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

図工のきほん
大図鑑

■図画工作
図画工作 小1～6：表現、
鑑賞
本体2,800円（税別）　63頁
NDC375　78301-7

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

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

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

ディベートを
やろう！

■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）　63頁
NDC375　78716-9

よくわかる
人工知能

■総合
総合的な学習 小4～6：情
報に関する探究的な活動
本体3,000円（税別）　63頁
NDC007　78691-9

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

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

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6：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

探検！
世界の港

■総合・社会
総合：国際理解／社会
中学：世界の様々な地域
本体3,000円（税別）　63頁
NDC683　78708-4

プログラミング
とコンピュータ

■総合
総合的な学習 小4～6：情
報に関する探究的な活動
本体3,000円（税別）　63頁
NDC007　78723-7

紅葉・落ち葉・
冬芽の大研究
■生活・理科
生活 小1・2：身近な自
然との触れ合い／理科
小3・6 中2：身近な自
然の観察、植物の体のつく
りと働き
本体2,800円（税別）　63頁
NDC471　78184-6

クラゲ大図鑑

■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2,800円（税別）　79頁
NDC483　78054-2

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

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

探検！
世界の駅

■総合・社会
総合：国際理解／社会
中学：世界の様々な地域
本体3,000円（税別）　63頁
NDC686　78724-4
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小
学
中
・
上
級
〜
中
学
向

体　育

道　徳

特別活動

理　科

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

よくわかる
障がい者
スポーツ
■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3,000円（税別）　63頁
NDC780　78709-1

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

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

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

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

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

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

よくわかる
LGBT

■体育
体育 小6：保健（心の発達
及び不安、悩みへの対処）
本体3,000円（税別）　63頁
NDC367　78699-5

よくわかる
薬物依存

■体育
体育 小6 、中学：保健（病
気の予防）、〔保険分野〕健
康な生活と疾病の予防
本体3,000円（税別）　63頁
NDC368　78661-2

よくわかる
ネット依存

■体育
体育 小6 、中学：保健（病
気の予防）、〔保険分野〕健
康な生活と疾病の予防
本体3,000円（税別）　63頁
NDC367　78666-7

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

生き物のかたち
と動きに学ぶ
テクノロジー
■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
NDC519　78692-6

生き物の体の
しくみに学ぶ
テクノロジー
■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
NDC519　78700-8

野山の鳥を
観察しよう！

■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　78667-4

水辺の鳥を
観察しよう！

■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　78680-3

冬眠の
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
NDC481　78660-5

毒をもつ
生き物たち

■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
NDC481　78690-2

外来生物の
ひみつ

■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　78739-8

歯の
絵事典

■体育・保健
体育 小3・4：保健（健康
によい生活）
本体2,800円（税別）　79頁
NDC497　68974-6

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

原子力が
わかる事典

■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）　63頁
NDC539　78258-4

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

放射線の
大研究

■総合・理科
総合：地球環境保護／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）　63頁
NDC429　78247-8
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小
学
中
・
上
級
〜
中
学
向

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

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

雪と氷

■理科
理 科 小4・5 、中1・2：
天気の様子、天気の変化、
状態変化、日本の気象
本体4,800円（税別）　192頁
NDC451　78696-4

雪と氷の
大研究

■理科
理科 小4・5 、中1・2：
天気の様子、天気の変化、
状態変化、日本の気象
本体2,800円（税別）　63頁
NDC451　78197-6

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

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

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

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

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

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

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
つくりと働き
本体3,000円（税別）　63頁
NDC496　78395-6

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

学校にある
道具使い方
事典

■各教科
道具・教具の使い方
本体3,000円（税別）　63頁
NDC374　78738-1

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

よくわかる
重力と宇宙

■理科
理科 中3：天体の動きと
地球の自転・公転、太陽系
と恒星
本体3,000円（税別）　63頁
NDC423　78649-0

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

各教科
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！
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小
学
中
・
上
級
〜
中
学
向

これから先、自分たちを取り巻く環境を知っておこう！

■［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　ISBN978-4-569-29807-8　図書館専用堅牢製本

楽しい調べ学習 プログラミング・人工知能・重力波 全3巻新刊

セ ット 揃 内 容

1
よくわかる重力と宇宙
基本法則から重力波まで
佐藤勝彦  監修 NDC423 78649-0

2
よくわかる人工知能
何ができるのか？ 社会はどう変わるのか？
松尾 豊  監修 NDC007 78691-9

3
プログラミングとコンピュータ
しくみと基本がよくわかる！
大岩 元  監修 NDC007 78723-7

2020年の学習指導要領改訂で重視されています！

セ ット 揃 内 容

1
ディベートをやろう！
論理的に考える力が身につく
特定非営利活動法人 全国教室ディベート連盟  監修  NDC375 78716-9

2
統計と地図の見方・使い方
データから現象や課題と解決策をさぐろう
渡辺美智子  監修 NDC350 78730-5

3
学校にある道具使い方事典
はさみ・電流計からライン引きまで
梅澤真一  監修 NDC374 78738-1

■［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　ISBN978-4-569-29811-5　図書館専用堅牢製本

楽しい調べ学習 学びのスキルをつけよう！ 全3巻新刊

セ ット 揃 内 容

セ ット 揃 内 容

重力はなぜ生じるのか。重さと質量の違い、ケプ
ラーの3法則など、重力を知るための基本を解
説。注目の重力波も紹介した『よくわかる重力と
宇宙』。
人工知能とは何か、何ができて、何がまだできな
いのか。その現状と未来、人との関わりについて
解説した『よくわかる人工知能』。
プログラミングとは何かをイラストや図解で解説、コ
ンピュータが動くしくみやデジタル情報の
基礎知識も紹介した『プロ
グラミングとコンピュータ』。
これから何がどう変わるのか
を知る本です。

「主体的・対話的で深い学び」に効果的
で、客観的・批判的・多角的な視点を身に
つけられるディベートの進め方を、具体的
な論題を示しながら紹介した『ディベート
をやろう！』。
学習指導要領改訂で重視されることに
なった「統計教育」。統計と地図を組み合
わせた資料を読み取ったり、作成したりす
る能力を高める『統計・地図の見方・使い
方』。
そして、より主体的に学習を進め
るのに役立つ『学校にある道具
使い方事典』。
これから必須になるスキルで
す。
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今、知っておきたい、
今、考えておきたい
３つのテーマです！

■［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- 29809-2　図書館専用堅牢製本

楽しい調べ学習 子どもの貧困・ＬＧＢＴ・障がい者スポーツ 全3巻新刊

セ ット 揃 内 容

1
よくわかるLGBT
多様な「性」を理解しよう
藤井ひろみ  監修 NDC 367 78699-5

2
考えよう！子どもの貧困
なぜ生じる？ なくす方法は？
中嶋哲彦  監修 NDC367 78707-7

3
よくわかる障がい者スポーツ
種目・ルールから支える人びとまで
藤田紀昭  監修 NDC 780 78709-1

LGBTって何？もしも自分や友だちがLGBT
だったら？さまざまな性のあり方を伝える『よくわ
かるLGBT』。
なぜ「子どもの貧困」が生じるのか？日本社会
の問題点、どうすれば貧困をなくす
ことができるかを考える『考
えよう！子どもの貧困』。
公平に競うためのルールが細
かく設定されている障がい者
スポーツ。起源、目的からパラリ
ンピックの種目、ルールまでを解説
した『よくわかる障がい者スポー
ツ』。
社会問題への関心を高める
3冊です。

［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］

小
学
中
・
上
級
〜
中
学
向

ごみや水のことを知って環境問題への意識を高めよう！

■［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）　■小学校中・上級～中学向　■A4変型判／上製／各63頁
NDC518　ISBN978-4-569-29812-2　図書館専用堅牢製本

楽しい調べ学習 暮らしをささえる社会のしくみ 全2巻新刊

セ ット 揃 内 容

1
ごみはどこへ行くのか？
収集・処理から資源化・リサイクルまで
熊本一規  監修 78729-9

2
水はどこから来るのか？
水道・下水道のひみつをさぐろう
高堂彰二  監修 78737-4

清掃工場や破砕処理施設、資源化・リサイクル施設、
埋立処分場などにおけるごみ処理のしくみを写真や
イラストで解説。ごみを減らすための3Ｒ（リサイクル、
リユース、リデュース）の取り組みについても紹介した
『ごみはどこへ行くのか？』。
水道の水が浄水場できれいにされて家庭に届いてい
るしくみ、家庭から流した汚水が下水処理場できれい
にされているしくみを、写真とイラストで紹介した『水は
どこから来るのか？』。
生活に直結するごみ、水を学びます。

清掃工場や破砕処理施設、資源化・リサイクル施設、
埋立処分場などにおけるごみ処理のしくみを写真や
イラストで解説。ごみを減らすための3Ｒ（リサイクル、
リユース、リデュース）の取り組みについても紹介した

水道の水が浄水場できれいにされて家庭に届いてい
るしくみ、家庭から流した汚水が下水処理場できれい
にされているしくみを、写真とイラストで紹介した『水は
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小
学
中
・
上
級
〜
中
学
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［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］

治療・救命の「病院」、生命・財産を守る「消防・救急」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　ISBN978-4-569-29803-0　図書館専用堅牢製本

楽しい調べ学習 よくわかる消防と病院 全2巻新刊

セ ット 揃 内 容

1
よくわかる病院　
役割・設備からはたらく人たちまで
梶  葉子  著 NDC498 78650-6

2
よくわかる消防・救急
命を守ってくれるしくみ・装備・仕事
坂口隆夫  監修 NDC317 78659-9

病院の種類と役割、内部の様子や
様々な設備を解説するとともに、医
師、看護師、診療放射線技師、作業
療法士など、病院で働く人たちの仕
事を紹介した『よくわかる病院』。ドク
ターヘリ、ERなど、進化する最新の
救急医療にもふれています。
火事や自然災害、事故や急病の際に
緊急出動する「消防・救急」。
その役割や、所持する装備
を、消防・救急の仕事とともに
紹介した『よくわかる消防・救
急』。
なりたい職業ガイドとしても
役に立ちます。

「薬物依存」「ネット依存」から子どもたちを守ろう！

■［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　ISBN978-4-569-29804-7　図書館専用堅牢製本

楽しい調べ学習 危険なネット依存と薬物依存 全2巻新刊

セ ット 揃 内 容

1
よくわかる薬物依存
乱用薬物の種類から自分を守る方法まで
阿部和穂  著 NDC368 78661-2

2
よくわかるネット依存
心身への影響から予防策まで
遠藤美季  監修 NDC367 78666-7

覚せい剤、大麻、危険ドラッ
グなど、乱用によって体に悪
影響を及ぼす薬物の種類と、
それぞれの薬物の作用、症状
を解説。広がりつつある薬物か
ら自分を守る方法についても紹
介した『よくわかる薬物依存』。
子どもたちに増えているネット依
存症の症状と影響、ネット依存に
おちいるきっかけや心理、ネット
依存の兆候を確かめるチェック
リストを紹介し、依存から抜け
出す方法についても解説した
『よくわかるネット依存』。
子どもたちにその怖さを
伝えます。
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学
中
・
上
級
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中
学
向

［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］

持続可能な社会をつくるテクノロジーのヒントを探る！

■［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）　■小学校中級～中学向　■A4変型判／上製／各63頁
NDC519　ISBN978-4-569-29808-5　図書館専用堅牢製本

楽しい調べ学習 生き物に学ぶテクノロジー 全2巻新刊

なぜ冬眠するのか、
毒を持つのか、
日本に来たのか？

セ ット 揃 内 容

1
冬眠のひみつ
からだの中で何が起こっているの？
近藤宣昭  監修  78660-5

2
毒をもつ生き物たち
ヘビ、フグからキノコまで
船山信次  監修  78690-2

3
外来生物のひみつ
ヒアリからカミツキガメ、アライグマまで
今泉忠明  監修  78739-8

■［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）　■小学校中級～中学向　■A4変型判／上製／各63頁
NDC481　ISBN978-4-569-29806-1　図書館専用堅牢製本

楽しい調べ学習 危険な生き物と冬眠する生き物 全3巻新刊

セ ット 揃 内 容

1
生き物のかたちと動きに学ぶテクノロジー
驚異的能力のひみつがいっぱい！

78692-6
2
生き物の体のしくみに学ぶテクノロジー
環境適応のくふうがいっぱい！

78700-8

石田秀輝  監修

大自然の厳しい環境に適応し、最
小のエネルギーで命をつないでい
る生き物たちのかたちや動きを写
真や図解で紹介した『生き物のか
たちと動きに学ぶテクノロジー』。動
力の不要なポンプ、天然の空調など
最小のエネルギーで自然環境に適
応している生き物たちの体のしくみ
を写真や図解でく紹介した『生
き物の体のしくみに学ぶテクノロ
ジー』。
環境に負荷をかけず持続可能
な社会をつくるためのテクノロ
ジーのヒントが生き物に隠されて
います。

冬眠をする生き物たちの体の中では、何
が起こっているのか？究極の環境適応
ともいえる冬眠のひみつにせまった『冬
眠のひみつ』。
毒をもつ様々な動植物をとりあげ、毒の
種類と作用を紹介、なぜ毒をもつのか、
毒と薬はどう違うのかなど、毒の核心
にもせまった『毒をもつ生き物たち』。
在来種を捕食・駆逐したり、人命・健
康に被害をあたえたりする外来生物
の生態と危険度を写真とともに紹介
した『外来生物のひみつ』。
生物の観察、生物と環境の学びに
役立ちます。
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小
学
中
・
上
級
〜
中
学
向

ちょっとした世界旅行。世界の様々な港や駅を知ろう！

■［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　ISBN978-4-569-29810-8　図書館専用堅牢製本

楽しい調べ学習 探検！世界の駅と港 全2巻新刊

野山の鳥、水辺の鳥の生態を写真とともに詳しく紹介！

■［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
NDC488　ISBN978-4-569-29805-4　図書館専用堅牢製本

楽しい調べ学習 野鳥を観察しよう！ 全2巻新刊

セ ット 揃 内 容

1
探検！世界の港
役割や海外とのつながりをさぐろう
PHP研究所  編／一般財団法人 みなと総合研究財団  協力  NDC683 78708-4

2
探検！世界の駅
くらしと文化が見えてくる
谷川一巳  監修 NDC686 78724-4

セ ット 揃 内 容

海の玄関口として各国間の人の
移動や様々な物資の輸出入にお
いて大きな役割を果たしている
「港」。その種類や付帯設備など港
の基本的な機能やそこで働く人たち
について紹介するとともに、世界の代
表的な港の特徴と海外とのつながりを
探った『探検！世界の港』。
宮殿のような駅、植物園のよう
な駅、氷河の中にある駅
……。世界のユニークな駅を
その地での役割や特徴、歴
史などとともに紹介した『探
検！世界の駅』。
海外とのつながり、くらしと
文化が見えてきます。

セ ット 揃 内 容

1
野山の鳥を観察しよう！
山や森・草原・まちの鳥

78667-4
2
水辺の鳥を観察しよう！
湖や池・河川・海辺の鳥

78680-3

飯村茂樹  著

セ ット 揃 内 容

飯村茂樹  著

日本に550種い
るといわれる鳥
たち。それぞれが
環境に適応し、巣
づくり、子育てをし
ています。どのよう
な場所に、どんな巣
をつくり、何を食べて
いるのでしょう。山や
森、草原、まちの野鳥
の生態を探った『野山の鳥を
観察しよう！』、湖や池、河川や
海辺の野鳥をとりあげた『水
辺の鳥を観察しよう！』の2冊
セットです。観察に役立つよ
う、それぞれの野鳥の特徴を
示すとともに、よく似た種の見
分け方も紹介しています。
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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「大学入学共通テスト」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。

テーマ設定から発表までのスキルが
この2冊でわかる！

図書館・博物館・美術館に行くのが楽しくなる！

■［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

■［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

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。

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 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

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 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 78628-5

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

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、

西岡加名恵  監修



24 ●2018年 学校図書館ブックガイド● ［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

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

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。

「知らなかった」ではすまされない！

■［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

楽しい調べ学習 よくわかる選挙・政治・法律 全3巻

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。

災害のメカニズムを知って
備えれば対応できる！

■［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　ISBN978-4-569-29758-3　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

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

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！

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

セ ット 揃 内 容

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

セ ット 揃 内 容

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。
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■［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

日頃当たり前だと思っている事象を科学の目で捉える！

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

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。

■［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

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

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）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。

■［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
NDC374　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

修学旅行をもっと実りあるものにするために！
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 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  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   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。

■［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

和太鼓、地球儀に詳しくなって、使いこなそう！
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。

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

PHP研究所  編

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。
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■［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

楽しい調べ学習 生物多様性を探ろう 全5巻
生き物の多彩なありようとそのひみつを学ぼう！

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『田んぼの生き物わく
わく探検！』『田んぼの植物なるほど発見！』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！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

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

■［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

驚きの生態・行動！生き物の知恵がここにある！！
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。

■［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

楽しい調べ学習 ひみつ大研究セット 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！
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。

図書館専用堅牢製本

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）
■小学校上級～中学向　■A4変型判／上製／各47頁
NDC452　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

地球最後のフロンティア、深海のことがわかる！
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
  78573-8

2 深海のふしぎ　海深くから地球のなぞにせまる
  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

セ ット 揃 内 容

　 　 　 　 　 　 　 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！

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。

　 　 　 　 　 　 　 セ ット 揃 内 容
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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）になった若田宇宙飛行士。アラ
スカの動物、自然、そこに生活する人々
を取り続けた星野道夫。自然を不思議
に思い、楽しむ心を大切にする、ノーベ
ル賞を受賞した梶田隆章。夢や理想に
向かってひたむきに努力し大きな成果
をつかんだ人々、逆境を乗り越え新し
い道を切りひらいた人々……その姿や
道程を、事実に基づき生き生きと描いた
シリーズです。

感動、生きるヒント、そして未来への希望を届けたい！

★ PHP心のノンフィクションシリーズ 7巻セット
■［全7巻］セット揃定価 本体9,800円（税別）　■各巻定価 本体1,400円（税別）　■小学校中・上級～中学向　■A5変型判／上製／平均161頁

NDC916　ISBN978-4-569-29816-0　図書館専用堅牢製本

全7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・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

世界の遊びと日本の昔のおもちゃがわかる！
「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。

「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。

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

■［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

日本人の食生活の中心にあるお米と野菜がよくわかる！
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』。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”を一冊に凝縮した『お米の大
研究』。食を考えるのに格好の2冊です。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 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

図書館専用堅牢製本

全2巻

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
5 折れない心で希望をつなぐ！　iPS細胞を発見！　山

やま

中
なか

伸
しん

弥
や

物語
上坂和美  著  78619-3

2 宇宙への夢
ゆめ

、力いっぱい！
若田光一  著／高橋うらら  著  78420-5

6 ニュートリノの謎を解いた　梶
かじ

田
た

隆
たか

章
あき

物語
山本省三  著  78635-3

3 星野道夫　アラスカのいのちを撮りつづけて
国松俊英  著  78536-3

7 金メダリスト・タカマツペア物語　二人でなら、世
せ

界
かい

一
いち

になれる！
光丘真理  著  78735-0

4 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
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中
学
〜
高
校
向

一流人の半生、思いや夢をインタビューで解き明かす
■［全18巻］セット揃定価 本体21,000円（税別）　■各巻定価 本体 各巻ごとに表示　■中学～高校向　■四六変型判／上製／平均124頁
NDC 各巻ごとに表示　ISBN978-4-569-29817-7
図書館専用堅牢製本

100年インタビュー ベストセレクション 18巻セット 全18巻

■［全4巻］セット揃定価 本体4,800円（税別）　■各巻定価 本体1,200円（税別）　■中学～高校向　■四六判／並製／平均156頁／本文2色刷
NDC 各巻ごとに表示　ISBN978-4-569-29813-9

YA「心の友だちシリーズ」PART6 全4巻新刊

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
世界的に活躍する建築家安藤忠雄が、若い人に向けて半生を語る。挫折と挑戦の連
続でも、無我夢中で働くことの素晴らしさを伝える。

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
作家志望の父から受け継いだ創作意欲、映画と本の感想で授業免除の高校時代、大
学入学後の挫折から劇作家になるまで。面白くて深い話。

3
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
いまだ解決しない拉致問題。24年間拉致され、2002年に帰国した著者が、想像を絶
する困難の連続だった北朝鮮での体験と帰国後の生活を語る。

4
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
前人未踏の7冠王を達成して以来、常にトップクラスを維持。通算タイトル獲得数歴代1
位に輝くプロ棋士が、自らを語る。

5
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
国連難民高等弁務官、JICA理事長等を歴任。人道・復興支援の現場で、前例のない
難局に取り組んだ日 と々国際社会での日本の役割を語る。

12
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
小児麻痺を克服し、独自のアイデアと行動力で必ず結果を出してきた科学者が、ノーベ
ル物理学賞受賞までの道のりと若い人への思いを語る。

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
スクーターひとつ持って貨物船に乗り込み、初めてフランスに渡ってから、世界最高峰の
指揮台に立つまで。半世紀の挑戦と現在を語る。

13
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
『窓ぎわのトットちゃん』の校長先生、最愛の母、芸能界、ユニセフの活動で気づいた、人
の成長と幸せのために本当に大切なことを語る。

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
現代劇から古典まで鮮烈な演出で世界の観客を魅了している演出家の蜷川幸雄氏。
人一倍羞恥心が強かった青春時代から現在までを語る。

14
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
利休から受け継いだ「茶のこころ」を現代に生かし、茶道を通して平和を築こうと世界60
か国を訪ねた裏千家大宗匠。半生と思いを語る。

8
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
「アンパンマン」「手のひらを太陽に」などの作者が、作品誕生の経緯と戦争や下積み
時代を乗り越え、くじけずやってきた秘訣を語る。

15
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
自殺者が年間3万人を超える日本。独自の視点で日本人の宗教観や心の問題をとらえ
る著者が、日本人がよりよく生きるヒントを語る。

9
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
18歳で「源氏物語」に出会い、日本人の日記に魅せられ、3・11を契機に日本国籍を
取得した著者。日本に寄せるその思いに学べることは？

16
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。

10
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
多くの生と死を見つめたノンフィクション作家が、次男の自死に自らのあり方を問い直し
た心の軌跡。悲しみの中で気づいた絵本のよさを語る。

17
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。

11
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
詩を書き始めた頃から現在まで、詩作の舞台裏をありのままに語る。「かっぱ」「生きる」
「さようなら」など人気の11作品も収録。

18
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。

セ ット 揃 内 容

1

話し方ひとつで
キミは変わる
福田　健  著 NDC809 78695-7
「話し方」のトレーニングを受ける機会の少な
い十代。友だちとの会話から人前での話し方
まで、スムーズな話し方のコツを伝授する。

3

｢論理的に考える力」を
伸ばす50の方法
小野田博一  著 NDC141 78718-3
本質的な理解力が求められる時代には、「論
理的な考え方」ができるかどうかが鍵になる。
小野田式の実践的ノウハウを紹介する。

2

国語は語彙力！
齋藤　孝  著 NDC814 78715-2
国語ができない、語彙力がないと嘆く中学
生・高校生に、小説や新聞の活用法などにも
触れつつ、語彙力をふやすコツを紹介する。

4

逆境を乗り越える
50のヒント
植西　聰  著 NDC159 78747-3
勉強、部活、友だち関係……、思春期にお
とずれるさまざまな壁をどのように乗り越えて
いったらよいかのヒントを紹介する。

中高生に
おすすめ

［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］

新紹介
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10代の心に届け！「生きる力」の応援団

中
学
〜
高
校
向

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。
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。

ＹＡ「心の友だちシリーズ」ベストセレクション 全25巻
■［全25巻］セット揃定価 本体26,756円（税別）　■各巻定価 本体 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　
ISBN978-4-569-29818-4

中高生に
おすすめ

なによりも
たいせつなこと
あさのあつこ  著　本体1,000円（税別）
NDC913　68674-5
『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取り出したメッ
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。

口ぐせひとつで
キミは変わる
佐藤富雄  著　本体1,000円（税別）
NDC140　78002-3
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？

高校時代に
しておく50のこと
中谷彰宏  著　本体1,000円（税別）
NDC159　78008-5
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。

願いがかなう！
「夢ノート」のすすめ
中山庸子  著　本体1,100円（税別）
NDC914　78051-1
「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！

夢をかなえる
感性の磨き方
佳川奈未  著　本体1,100円（税別）
NDC159　78063-4
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。

中高時代に
読む本50
清水克衛  著　本体1,100円（税別）
NDC019　78093-1
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！

高校受験すぐに
できる40のこと
中谷彰宏  著　本体1,000円（税別）
NDC159　78171-6
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。

あなたは
あなたのままでいい
宇佐美百合子  著　本体1,000円（税別）
NDC159　78213-3
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。

14歳からの
人生哲学
中谷彰宏  著　本体1,000円（税別）
NDC159　78215-7
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！

中学時代が
ハッピーになる30のこと
中谷彰宏  著　本体1,000円（税別）
NDC159　78264-5
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。

今すぐできる！
中学生の勉強法
親野智可等  著　本体1,150円（税別）
NDC370　78350-5
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。

「やる気スイッチ」が
はいる！30のヒント
松田正男  著 本体1,150円（税別）
NDC379　78384-0
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。

ぼくが見た
太平洋戦争
宗田  理  著　本体1,150円（税別）　
NDC391　78414-4
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。

中学時代に
ガンバれる40の言葉
中谷彰宏  著　本体1,100円（税別）
NDC159　78481-6
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
はってみよう！

歴史を
味方にしよう
童門冬二  著　本体1,150円（税別）
NDC207　78521-9
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。

「小川式」成績を劇的に
伸ばす60の方法
小川仁志  著　本体1,200円（税別）
NDC370　78611-7
「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。

どこまでも
生きぬいて
水谷  修  著　本体1,200円（税別）
NDC159　78617-9
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。

学年ビリから東大へ進み、
作家になった私の勉強法
竹内  薫  著　本体1,200円（税別）
NDC370　78633-9
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……、英数国の成績
を劇的にアップさせる、竹内薫流の学習
法をやさしく紹介する。

大人になる前に
身につけてほしいこと
坂東眞理子  著　本体952円（税別）
NDC159　68786-5
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。

挫折と挑戦
中竹竜二  著　本体952円（税別）
NDC159　68787-2
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。

受験生の心の休ませ方
加藤諦三  著　本体952円（税別）
NDC140　68788-9
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。

プレッシャーに
負けない
梅沢由香里  著　本体1,100円（税別）
NDC795　68909-8
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。

中学時代に
しておく50のこと
中谷彰宏  著　本体1,000円（税別）
NDC159　68921-0
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
ことをみつけ、やりたいことに打ち込む幸せ
を教えます。

キミが、たいせつ。
326（ナカムラミツル）  著
本体1,000円（税別）
NDC913　68939-5
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）。

はじめての
留学
堤  未果  著　本体1,200円（税別）
NDC140　68981-4
『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。

［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］

新紹介
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学
〜
高
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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

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　別巻

単品図書ご案内 本ブックガイドのセット商品に入っていない、2017年3月～
2018年2月までに発刊された書籍を紹介します。

新刊 中学～高校向

雪と氷  水の惑星からの贈り物

雪と氷の一瞬のすがたをとらえた
写真図鑑。雪の結晶やアイスモンス
ターなど、温暖化の影響で撮影が難
しくなった貴重な写真を多数掲載。

単
品
図
書
ご
案
内

■片平　孝  著　■A4変型判／上製／192頁

■定価：本体4,800円（税別）　NDC451　78696-4

新刊 3歳から

おててかいじゅう
つみきのまちへ

よいしょ　よいしょ　ぼくが　つみきの
まちを　つくっていると……。ゴロゴロ
ゴロー──おててかいじゅう　グー
ゴロンが　やってきた！

真珠まりこ  作・絵
A4変型判／上製／ 32頁
定価：本体1,100円（税別）
NDC 913　78704-6

幼年～小学校初級向

なつみは
なんにでもなれる

なつみはね、すごくいいことおもいつ
いたよ。なつみがなにかのマネをして、
それをおかあさんがあてるゲームだ
よ！コレ、なーんだ！？

ヨシタケシンスケ  作・絵
B5変形判／上製／ 48頁
定価：本体1,000円（税別）
NDC913　78606-3

新刊 3～4歳から

ドンドン

くるまがドンドンはしっていくと……？
木がドンドンすすんでいくと……？奇
想天外な発想がおもしろい、ユーモア
絵本。

さくらせかい  作・絵
A4変型判／上製／ 32頁
定価：本体1,100円（税別）
NDC913　78639-1

新刊 幼年～小学校初級向

ぼくのイスなのに！

ネズミさんのイスにシロクマさんが座っ
ています。ネズミさんは何とかイスを取
り返そうとしますが、シロクマさんは知
らんぷりで……。

ロス・コリンズ  作・絵／いしいひろし  訳
A4変型判／上製／ 32頁
定価：本体1,200円（税別）
NDC933　78663-6

新刊 小学校初級以上向

女子力アップ心理テスト
＆うらないBOOK

自分自身、友情、恋愛についての悩
みを、心理テスト・うらないで解決！本
当の自分を知り、新たな魅力に気付く
きっかけになる一冊。

ルネ・ヴァン・ダール研究所  監修
B6判／並製／ 160頁
定価：本体800円（税別）
NDC140　78637-7

新刊 小学校中級以上向

女子力アッププリンセス
マナーレッスン

もっともっと魅力的になるために、清潔
感があふれて、しぐさの美しい女の子
になろう！外見も内面も素敵な女の子
になるためのマナーを教える一冊。

辰巳　渚  監修
B6判／並製／ 160頁
定価：本体800円（税別）
NDC370　78697-1

新刊 小学校上級以上向

夢見る横顔

中学2年生の香耶は、毎晩遅くまで帽
子制作に励む母親や、夢に真っ直ぐ
な同級生の姿を見て、自分の将来に
ついて考えるようになり……。

嘉成晴香  著
四六判／並製／ 176頁
定価：本体1,200円（税別）
NDC913　78750-3

新刊 小学校上級以上向

戦国武将 ビジュアル
人物大図鑑

戦国時代が丸わかり。戦国武将が超
イケメンビジュアルで蘇る！人気の武将
＋姫君＋重要人物を総勢120人オー
ルカラーで一挙紹介。

山村竜也  監修
A5判／並製／ 320頁
定価：本体1,500円（税別）
NDC159　78682-7

水の惑星である地球の上では、水は気体、液体、固体と、つねにそのすがたを変えている。そして、固体の水である雪と氷は、じつ
に多様で美しい造形を見せてくれる。毎冬、その造形を探し求めて５０００kmの旅をし、極寒の中で雪と氷のすがたを撮り続けて
きた著者の集大成。二度と同じものには出会えない、雪と氷との一期一会の世界がひろがる。

本書の特徴
●一瞬の芸術品“雪の結晶”の美しい写真を多数掲載
高い空から降ってきて、一瞬にして消えてしまう雪の結晶。ひ
とつとして同じかたちのない、宝石のようなそのすがたを、厳
冬の大雪山で撮った作品の数かずを掲載。

●自然がもたらす雪と氷の絶妙な造形や現象にせまる
ふしぎな模様の氷紋、滝やしずくが凍りつく氷柱や氷筍、モン
スターのように成長する樹氷、水蒸気が凍りつくダイヤモンド
ダスト……。雪と氷のさまざまな造形、現象を紹介。

●雪と氷の科学をわかりやすく解説
水という物質の性質、雪の結晶がさまざまなかたちになるしく
み、アイスフラワーができるしくみなどをわかりやすく解説。
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●取扱い店

新刊 小学校中級以上向

グループ・コロンブス／構成・文　古谷充子／絵
■定価 本体3,200円（税別）
■B4変型判／上製／オールカラー／104頁

NDC290　ISBN978-4-569-78678-0
図書館専用堅牢製本

新刊 小学校中級以上向

画期的！絵地図と新聞で楽しく学べる４７都道府県
あなたは、自分が住んでいる「まち」のことを、きちんと知っていますか？本書は、そんな問いにこたえてくれる内容で、47都道府県の
姿を地図と新聞で解き明かしています。【地図】は、1700点以上にのぼる膨大な手描きイラストとワンポイント解説で構成、【新聞】は、
各都道府県の地理や産業などの概要と近年の話題を記事にしています。ジャンル別索引も充実、地域学習や主体的・対話的で深い
学びのテーマ選びにも最適です。

人名、産業、特産品、お祭り等、
ジャンル別に色分けした索引も充実！
調べ学習にもピッタリです。

★地元の事を調べるのに、重要な点をしっかりまとめているので地域学習に役立ちます！
★主体的・対話的で深い学びの学習で、テーマ探しに迷う児童（生徒）の力になります！
★授業の中で新聞を使った教育が行われる中、児童（生徒）も新聞形式の本書に親し
みを持って学んでもらえます！
★カバー裏に、学習新聞のつくり方、コピーして使える「学習新聞」レイアウト用紙がつ
いています！

はっけん！NIPPON
に っ ぽ ん

地図と新聞で見る

　　都道府県47

『MAPS』（徳間書店）とほぼ同じ、縦36.4cm×横26cmのビッグサイズ。
大人も子どもも、みんなで見ながら楽しめます。

2020年
東京オリンピック
開催！

ページをめくりながら世界の国ぐにを冒険しよう！各国・各地域の位置や首都、面積、人口、通貨といった基本デー
タに加えて、自然、歴史、文化、観光スポットなど、その国ならではのトピックも紹介。国際理解にも最適の一冊です。
国際連合加盟国とオリンピック登録国・地域あわせて208の国・地域を取り上げています。

オリンピック登録国・地域に完全対応

世界の国ぐに大冒険

井田仁康／監修　■定価 本体2,500円（税別）　■B5変型判／上製／オールカラー／448頁
NDC290　ISBN978-4-569-78702-2　図書館専用堅牢製本

★1つの国・地域を2頁（一部1頁）で、コンパクトに見やすくまとめています。
★日本との関係やスポーツに関する話題を取り上げ、それぞれの国への興味を
ひろげる「プラスワン」があります。
★各国のちょっとしたこぼれ話を紹介した「ミニミニトピック」、読んだ頁のおさら
いができる「ミニミニクイズ」があります。




