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PHP楽しい調べ学習 検索で

学校・公共図書館におすすめする新刊・必備・特選図書です

超人気ロングセラー
子どもから大人まで

遊んで学べる
香川元太郎の
迷路絵本
幼年～小学校初級向

•「いちにち」シリーズ
•くいしんぼうのしろくま 他
楽しい絵本がいっぱい！
小学校初級～中・上級向

•わがままおやすみシリーズ
•女子力アップシリーズ 他
楽しい読み物大集合！

小学校中級以上向

•PHPジュニアノベル（『青鬼』他）

•齋藤孝の「負けない！」シリーズ 他
ワクワクが詰まった読み物です！

小学校中・上級～中学向
•ラストで君は 
 「まさか！」と言うシリーズ
•54字の物語シリーズ
•楽しい調べ学習シリーズ 他
どれも図書館に揃えたい本です！

中学～高校向

•YA「心の友だちシリーズ」
•面白くて眠れなくなるシリーズ
中高生必読の図書です！

単品図書ご案内
2019年3月～2020年2月に
発刊された図書で2020年
セットに入っていない新刊
と好評既刊図書を紹介！



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…2019年3月以降刊行の図書です。★…昨年度のセットに2019年3月以降に刊行した図書を追加したセットです。
新掲載…新刊ではありませんが、新たに組みなおしたセットです。

ＰＨＰ研究所

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　16巻セット 全16巻 国語(えほん）・社会・理科 幼年～小学校上級向 20,800円 29850-4 4

★くいしんぼうのしろくま 5巻セット 全5巻 国語(えほん） 幼年～小学校初級向 6,500円 29851-1 5

新刊 PHPにこにこえほん 第16期 全4巻 国語(えほん） 幼年～小学校初級向 5,200円 29841-2 5

★「いちにち」シリーズ 10巻セット 全10巻 国語(えほん） 幼年～小学校初級向 12,200円 29852-8 6

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

★ＰＨＰわたしのえほん 9巻セット 全9巻 国語(えほん） 幼年～小学校初級向 11,700円 29853-5 7

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 7

新刊 PHPとっておきのどうわ 第8期 全6巻 国語(えほん） 小学校初級～中級向 7,200円 29842-9 8

★ 女子力アップシリーズ 7巻セット 全７巻 生活・家庭 小学校初級～中・上級向 5,780円 29854-2 8

★ わがままおやすみシリーズ 9巻セット 全9巻 読書教育 小学校初級～中級向 9,850円 29855-9 9

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 9

★ 齋藤孝の「負けない！」シリーズ 7巻セット 全7巻 読書教育 小学校中級以上向 7,500円 29856-6 10

★ マンガで科学を好きになる！ 8巻セット 全8巻 理科・社会 小学校中級以上向 9,600円 29857-3 10

★ PHPジュニアノベル（『青鬼』他）18巻セット 全18巻 読書 小学校中級以上向 12,700円 29858-0 11

PHP翻訳ファンタジーセット 全6巻 読書 小学校中級以上向 6,000円 29835-1 12

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

新刊 ラストで君は「まさか！」と言うシリーズ PART3 全5巻 読書 小学校中級～中学向 5,000円 29843-6 13

新掲載  ラストで君は「まさか！」と言う シリーズ 9巻セット 全9巻 読書 小学校中級～中学向 9,000円 29859-7 13

新刊 54字の物語シリーズ 5巻セット 全5巻 読書 小学校中・上級～中学向 5,000円 29844-3 14

新刊 2020年 PHP読み物新刊セット 全9巻 読書 小学校中・上級～中学向 11,200円 29845-0 15

わたしたちの本棚 第1期 全6巻 読書 小学校上級～中学向 8,500円 29827-6 15

「楽しい調べ学習シリーズ」ほぼ全点ラインナップ 137点 全教科 小学校中・上級～中学向 単品毎に表記 単品毎に表記 16～20

新刊 楽しい調べ学習 SDGｓと地球環境を考える 全4巻 社会・理科 小学校中級～中学向 12,800円 29848-1 21

新刊 楽しい調べ学習 情報社会のインフラ大研究 全3巻 社会 小学校中・上級～中学向 9,600円 29847-4 22

新刊 楽しい調べ学習 タケ・ニワトリ・古生物大研究 全3巻 理科 小学校上級～中学向 9,600円 29846-7 23

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、

朝読に大人気のショートストーリー、学習に役立つ知識を豊富な写真とイラストでわかりやすく解説した調べ学習シリーズなど、

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、理系への世界にいざなう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 自然の力、生命力を学ぶ 全4巻 理科・生活・体育・家庭 小学校中・上級～中学向 12,000円 29830-6 23

楽しい調べ学習 知っておきたい福祉と介護 全2巻 総合・道徳 小学校中・上級～中学向 6,200円 29832-0 24

楽しい調べ学習 日本の文化と歴史を学ぶ 全2巻 社会 小学校中・上級～中学向 6,000円 29833-7 24

楽しい調べ学習 社会を支えるインフラ、リサイクル 全4巻 社会・総合 小学校中・上級～中学向 12,600円 29831-3 25

楽しい調べ学習 よくわかる銀行・海保・大使館 全3巻 社会・特別活動 小学校中級～中学向 9,000円 29829-0 25

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・上級～中学向 6,000円 29812-2 26

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 26

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 26

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・上級～中学向 9,000円 29807-8 27

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 27

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 27

新刊 YA「心の友だちシリーズ」PART８ 全4巻 読書・道徳・進路 中学～高校向 4,800円 29849-8 28

ＹＡ「心の友だちシリーズ」PART7 全4巻 読書・道徳・進路 中学～高校向 4,800円 29828-3 28

面白くて眠れなくなるシリーズ 理系ベストPART2 7巻セット 全7巻 理科 中学～高校向 9,600円 29837-5 29

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 29

新刊 単品図書　2019年3月～2020年2月までに発刊された図書 15点 単品毎に表記 単品毎に表記 単品毎に表記 30～32

※この図書目録のセット、単品の価格は2020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。

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

── PHPの ヤングアダルト図書



4 ◦2020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］

★★ 遊んで学べる 香川元太郎の迷路絵本 16巻セット
■［全16巻］セット揃定価 本体20,800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　ISBN978-4-569-29850-4　図書館専用堅牢製本

全 16 巻

細密で美しいイラストに感動！
歴史考証イラストレーターである著者が、１枚1枚事実確認をしながらていねいに描き下ろし
た、細密で美しいイラストに引きこまれます。
遊びながら歴史や自然を学べる！
迷路とかくし絵さがしを楽しみながら、歴史や自然、地理や生き物、天体、乗り物など様々な
ジャンルについて学べ、知識と観察力が身につきます。
子どもだけでなく、大人も楽しめる！
子どもより大人のほうがてこずることが多いかくし絵は、頭をやわらかくし、脳の活性化にも役
立ちます。

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	 78672-8

15
戦国時代を大冒険！
忍者の迷路	 78793-0

16
水泳、サッカー、スキー……60競技をかけぬけろ！
スポーツの迷路	新刊 	 78878-4

香川元太郎
作／絵

※「おもちゃの迷路」「忍者の迷路」
　「スポーツの迷路」は
　香川元太郎・香川志織　作／絵

陸上競技スタジアム➡球技のグラウンド➡海と川のスポーツ➡めいろ運動公園➡スーパー体育館➡プールの大温室➡
戦いのビル➡スキーのゲレンデ➡雪のスポーツランド➡氷のリンク➡パラスポーツ大集合➡スポーツのお祭り

目
次

今度の迷路はスポーツ！制作前から、共著の香川
志織と「今回はかなり大変だろうね」と話していま
した。数々の競技を調べながら描くのも、それを同
じ場面に押し込めるのも、難題なのは分かっていた
からです。案の定、予定より大幅に遅れてしまいま
したが、多くの方々のご協力のおかげで、なんとか
完成しました！今回の特徴は、とにかく多くの人を
描いたこと。客席の人が英単語を作る「英語ひとも
じ」を全部の場面に入れました。人が集まって作る
かくしえもたくさんあります。迷路マラソンの選手
たちにも、色々な出来事が起きています。人間以外
の観客もいますし、どこかにトライアスロンと近代
五種競技の選手もいます。そんな小さな秘密もち
りばめました。ぜひ発見してみてください！

作者より

スポーツ会場が迷路になった。
かくし絵を見つけて謎をとき、
目指せ迷路の金メダル！さあ、
迷路マラソンのスタートだ！！
2020年東京オリンピックにちなみ、
オリンピック競技「33競技」を網羅。
パラリンピック競技も可能な限り表
現したスポーツの迷路の世界。「えい
ごひともじ」や国旗の絵さがしなど、
遊びながら学べる要素も満載！

スタートからゴールまで、迷路を通り抜
けていこう。

❶ めいろ
テニスラケットが全部で10こかくれて
いるよ！

❷ かくし絵
応援席で人文字をつくっているよ。み
つかるかな？

❸ 英語ひともじ

『スポーツの迷路』P4～5　球技のグラウンド内容の一部紹介

4

5
2

1

6

3

どの場面にもいろんな国
と地域の旗があるよ。

❹ 国旗をさがそう
競技や種目の名前が、あち
こちにかくれているよ。

❻ 競技の名前
すべての場面に
4人と1匹が
登場しているよ。

❺ どの場面にもいる



◦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］

幼
年
～
小
学
初
級
向

■［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

NDC913　ISBN978-4-569-29851-1　図書館専用堅牢製本

★★ くいしんぼうのしろくま 5巻セット 全 5 巻

ぼくは、おいしいものをたべるのがだ～いすき。みんなから「くいしんぼうのしろくま」っていわれている。ある日、ぼくは
おもったんだ。「たべものの中に入ってみたら、どんな感じかな？」そうぞうしただけで、よだれがでちゃう。おやつや、お
べんとう、海のごちそう、そしておやさいの中に入ったくいしんぼうのしろくまはどうなったでしょう？
思わずわらっちゃう、想像力をかきたてるユーモア絵本です！

くいしんぼうのしろくまがたべものの中に入ったら！？

■［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　ISBN978-4-569-29841-2　図書館専用堅牢製本

PHPにこにこえほん 第16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！
美しいイラストで雲の形と名前がわかる『くもとそらの
えほん』、30本のひやむぎの子どもたち、プールで2本
が迷子になった『つるつるプール』、テレビや新聞で多
数紹介！「あいうべ体操」でおなじみ今井一彰先生初
の絵本『はないきおばけと くちいきおばけ』、そして、か
わいいだけじゃない！やくみレンジャーの活躍が面白い

『ももちゃん』。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 おいしそうなしろくま
78609-4

4 うみのごちそうしろくま
78817-3

2 あま～いしろくま
78694-0

5 おやさいしろくま	新刊
78888-3

3 おべんとうしろくま
78751-0

『おいしそうなしろくま』…
第10回	 MOE絵本屋さん大賞2017	第4位
第10回	 MOE絵本屋さん大賞2017新人賞	第２位
第 8 回	 リブロ絵本大賞
第27回	 けんぶち絵本の里大賞	アルパカ賞
『あま～いしろくま』…
第28回	 けんぶち絵本の里大賞	びばからす賞

柴田ケイコ　作／絵

セ ッ ト 揃 内 容

1 くもとそらのえほん
　五十嵐美和子　作／武田康男　監修　	 78849-4

3 はないきおばけと	くちいきおばけ
　いまいかずあき　作／おおのこうへい　絵　	 78890-6

2 つるつるプール
　えぐちよしこ　作／降矢なな　絵	 	 78873-9

4 ももちゃん
　さとうめぐみ　作／絵	 	 78901-9



6 ◦2020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］

信じられない想像力！
どこかシュールな、驚きの絵本。

■［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

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！！

幼
年
～
小
学
初
級
向

セ ッ ト 揃 内 容

1 す～べりだい
78448-9

3 すなばばば
78612-4

2 ぶららんこ
78449-6

擬音の面白さとユーモア満載の絵。読み聞かせで大人気！
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！
最新刊の『いちにちうんち』、ついに出ました！！

■［全10巻］セット揃定価 本体12,200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　ISBN978-4-569-29852-8　図書館専用堅牢製本

★★ 「いちにち」シリーズ 10巻セット 全 10 巻

セ ッ ト 揃 内 容

1 いちにちおもちゃ
　本体1,200円（税別）	 68969-2

5 いちにちどうぶつ
　本体1,200円（税別）	 78341-3

9 いちにちなぞのいきもの
　本体1,300円（税別）	 78814-2

2 いちにちぶんぼうぐ
　本体1,200円（税別）	 78103-7

6 いちにちむかしばなし
　本体1,200円（税別）	 78475-5

10いちにちうんち	新刊
　本体1,300円（税別）	 78915-6

3 いちにちのりもの
　本体1,200円（税別）	 78187-7

7 いちにちこんちゅう
　本体1,200円（税別）	 78557-8

4 いちにちおばけ
　本体1,200円（税別）	 78239-3

8 いちにちじごく
　本体1,200円（税別）	 78668-1 シリーズ累計35万部突破！！

「いちにち」シリーズ最大の衝撃作！

鈴木のりたけ　作／絵

『いちにちじごく』…第28回　けんぶち絵本の里大賞	アルパカ賞 ふくべあきひろ　作／かわしまななえ　絵



◦PHP研究所 図書目録◦ 7［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］

幼
年
～
小
学
初
級
向

■［全9巻］セット揃定価 本体11,700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／平均32頁

NDC913　ISBN978-4-569-29853-5　図書館専用堅牢製本

★★ PHPわたしのえほん 9巻セット 全 9 巻

読み聞かせにぴったり！子どもたちが楽しめる作品です！！

「ごみじゃない」…第11回　MOE絵本屋さん大賞2018	第9位

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！

ぼくのふとん▶

セ ッ ト 揃 内 容

1 ぼくのおふろ
78061-0

3 ぼくのふとん
78361-1

2 ぼくのトイレ
78166-2 鈴木のりたけ　作／絵

森にすんでるじいじの家は秘密の隠し部屋や抜け道がいっぱい！ドキドキわくわくのお屋敷冒険ストーリー『とんくる
りんの おやしきだいぼうけん』。「おいしくできたから半分おすそわけ」という優しさの連続が、最後においしい幸せを
運んでくれる『うれしい おいしい はんぶんこ』。子どもたちが大好きな「うんち」で、数をかぞえるフランスの翻訳絵本

『うんちで1・2・3』。キラキラのドレスやくつ、バッグ……。華やかなアイテム選びが楽しい、夢が広がる絵本『10かいだて
の おひめさまの おしろ』。キラキラタワースペシャルゲストに選ばれた、あらたくんとあすかちゃん。みらいの世界を楽
しむ『みらいずかん』はじめ個性豊かな9作品です。

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？

セ ッ ト 揃 内 容

1
ごみじゃない！
minchi　作／絵　24頁
本体1,300円（税別）	 78784-8

4
しょくパンにんじゃ
苅田澄子　作／モカ子　絵　32頁
本体1,300円（税別）	 78818-0

7
うんちで1・2・3	新刊
ジェラルディーヌ・コレ　作／エリック・ガステ　絵／ひがしかずこ　訳　25頁
本体1,200円（税別）	 78884-5

2
おかしとおうちくれませんか？
せきゆうこ　作／絵　32頁
本体1,300円（税別）	 78805-0

5
とんくるりんの	おやしきだいぼうけん
三池　悠　作／絵　32頁
本体1,300円（税別）	 78863-0

8
10かいだての	おひめさまの	おしろ
のはなはるか　作／絵　36頁
本体1,400円（税別）	 78887-6

3
だいこんさん	おふろに	はいる
岡田よしたか　作／絵　32頁
本体1,300円（税別）	 78816-6

6
うれしい	おいしい	はんぶんこ
宮野聡子　作／絵　32頁
本体1,300円（税別）	 78881-4

9
みらいずかん	新刊
たがわひでき　作／絵　32頁
本体1,300円（税別）	 78911-8

新刊 新刊

新刊
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小
学
初
級
～
中
・
上
級
向

■［全6巻］セット揃定価 本体7,200円（税別）　■各巻定価 本体1,200円（税別）　■小学校初級～中級向　■A5判／上製／各80頁

NDC913　ISBN978-4-569-29842-9　図書館専用堅牢製本

PHPとっておきのどうわ 第8期 全 6 巻新刊

しまうまの子どもが、見つけると幸せになれ
るという「まぼろしの動物」を探す『しまうま
のたんけん』。レミに嫌なことばかりする転
校生のリュウくん、でも彼の意外なやさしさ
に触れてその気持ちに変化が起きる『とな
りはリュウくん』。かけっこが苦手な子にお
すすめの一冊『しゅくだいかけっこ』。第65
回青少年読書感想文コンクールの課題図
書『魔女ののろいアメ』の続編『魔女のいじ
わるラムネ』はじめとっておきの6作品です。

朝読に最適！小学校低～中学年向けの読み物シリーズ

セ ッ ト 揃 内 容

1 しまうまのたんけん
トビイ　ルツ		作／絵　78864-7

4 魔女のいじわるラムネ
草野あきこ		作／ひがしちから		絵　78892-0

2 となりはリュウくん
松井ラフ		作／佐藤真紀子　絵　78875-3

5 まよなかのくしゃみたいかい
中村翔子		作／荒井良二		絵　78898-2

3 しゅくだいかけっこ
福田岩緒		作／絵　78882-1

6 しらゆきちりか	ちっちゃいな
薫くみこ		作／大島妙子		絵　78916-3

■［全7巻］セット揃定価 本体5,780円（税別）　■各巻定価 本体セット揃内容に表示　■小学校初級～中・上級向　■B6判／並製／平均164頁

NDC セット揃内容に表示　ISBN978-4-569-29854-2

★★ 女子力アップシリーズ 7巻セット 全 7 巻

女の子が大注目。女子力アップでキラキラガールに！
小学生女子たちのお悩みを解決！　「手持ち
のアイテムでできるファッションコーディネート＆
ヘアアレンジのコツ」「本当の自分や、相手の気
持ちを探る心理テスト＆占い」「学校や外出先
でスマートにふるまえるマナー」「使いやすくて
キレイな部屋になる、かたづけかた」「コミュニ
ケーション能力がアップする上手な伝えかた」

「読者の“女子力”によって結末が変わるマン
ガ読み物」など、女子力アップに役立つイラスト
たっぷりの7冊セットです。

セ ッ ト 揃 内 容

1
女子力アップレッスン帳
キラキラリサーチ委員会		編
160頁　本体800円（税別）	 NDC595	 78545-5

5
女子力アップおかたづけレッスン帳
魚林佐起子			監修
160頁　本体800円（税別）	 NDC370	 78801-2

2
女子力アップ心理テスト＆うらないBOOK
ルネ・ヴァン・ダール研究所		監修
160頁　本体800円（税別）	 NDC140	 78637-7

6
女子力アップ伝えかたレッスン帳	新刊
諏内えみ		監修
160頁　本体800円（税別）	 NDC370	 78847-0

3
女子力アッププリンセスマナーレッスン
辰巳　渚		監修
160頁　本体800円（税別）	 NDC370	 78697-1

7
女子力アップ	キラキラ	ハッピーストーリー	新刊
桐谷　直		著
192頁　本体980円（税別）	 NDC913	 78858-6

4
女子力アップハッピースクールライフ
スクールライフリサーチ委員会		編
160頁　本体800円（税別）	 NDC370	 78755-8



◦PHP研究所 図書目録◦ 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］

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	 48頁　　NDC451	 78644-5 5 みんなの防災えほん

　山村武彦		監修／YUU		絵	 40頁　　NDC369	 78686-5

2 生命の歴史えほん
　猪郷久義		監修	 48頁　　NDC457	 78645-2 6 和食のえほん

　江原絢子		監修	 48頁　　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	 48頁　　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	 40頁　　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	 48頁　　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／平均46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

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、様々な
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。

村上しいこ　作／長谷川義史　絵

いろんなものがお休み、「ありえない」展開が大好評！
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。プールに行きたい冷蔵庫、スキーに行
きたいストーブ、遠足に行きたいランドセ
ル、運動会に参加したい炊飯器、釣りに
行きたい掃除機、おみこしをかつぎたい
自転車、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、旅にで
たい貯金箱、ありえないストーリー、関西
弁のセリフが大好評のシリーズです。

■［全9巻］セット揃定価 本体9,850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80頁

NDC913　ISBN978-4-569-29855-9　図書館専用堅牢製本

★★ わがままおやすみシリーズ 9巻セット 全 9 巻

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

9 ちょきんばこのたびやすみ	新刊
本体1,200円（税別）　78918-7

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

小
学
初
級
～
中
・
上
級
向

待望の最新刊！
家出をしたぶたの貯金箱。
なんとおなかに入ってるお金で
世界一周旅行に行きたいだって！？
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小
学
中
級
以
上
向

累計60万部突破の大人気シリーズ
「齋藤孝のガツンと一発」を大改訂！
待望のマンガ化！！

■［全7巻］セット揃定価 本体7,500円（税別）　■各巻定価 本体 セット揃内容に表示　■小学校中級以上向　■A5判／並製／各160頁

NDC913　ISBN978-4-569-29856-6

★★ 齋藤孝の「負けない！」シリーズ 7巻セット 全 7 巻

セ ッ ト 揃 内 容

1
勉強ってしなくちゃダメ？

第1章 どうすればやる気になるんだろう？／第2章 勉強に必要な心構
えってナニ？／第3章 学習方法を工夫してみよう！／第4章 どうして
勉強しなきゃいけないの？ 本体1,000円（税別）	78788-6

2
カッコイイってどういうこと？

第1章 どうすればカッコよくなれるの？／第2章 人のために生きる人は
カッコイイ！／第3章 目標を持って努力できる人はカッコイイ！／第4章 
誇りを大切に生きる人はカッコイイ！ 本体1,000円（税別）	78789-3

3
友だちってひつようなの？

第1章 友だちってどうすればできるの？／第2章 自分と友だちの関係
を研究してみよう！／第3章 友だちに気持ちを伝えよう！／第4章 本
当の友だちってどんな人のことなの？ 本体1,000円（税別）	78790-9

4
頭がよくなる	すごい！読書術	新刊

第1章 読書ってどうして続かないの？／第2章 本はこう読もう！／第3
章 読書感想文の必勝法とは？／第4章 読書は錬金術ってどういうこ
と？ 本体1,100円（税別）	78852-4

5
言いわけ禁止！心を鍛える教え	新刊

第1章 心が強い、心が弱いってどういうこと？／第2章 どうすれば心
がまえができるの？／第3章 「樹木のかまえ」を身につけよう！／第4
章 心を強くするために大切なこと 本体1,100円（税別）	78850-0

6
世界がおどろく日本！強さのヒミツ	新刊

第1章 日本人って何者？ きみって何者だ？／第2章 世界から見た日
本はどんな国？／第3章 お祭り気分が生み出すパワー／第4章 日本
の誇れるところってどこ？ 本体1,100円（税別）	78851-7

7
頭のよさは関係ない！勝てる受験術	新刊

第1章 受験をする意味ってあるの？／第2章 戦いの前に必要なのは
敵を知ること／第3章 確実に合格点を取るには？／第4章 受験の先
には何があるの？ 本体1,200円（税別）	78894-4

「どうすればやる気になるんだろう？」「カッコよくなるには何を
したらいいのかな？」「友だちってどうすればできるのかな？」
「心が強い、弱いってどういうこと？」…子どもたちのさまざま
な悩みや問題を解決するための方法を、マンガと図解で楽し
く解説。「考える力」が身につくシリーズです！

齋藤 孝  著／いぢちひろゆき  マンガ

さまざまな謎、疑問、問題を
マンガでわかりやすく解説

■［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）　■小学校中級以上向　■A5判／並製／平均164頁

NDC セット揃内容に表示　ISBN978-4-569-29857-3

★★ マンガで科学を好きになる！ 8巻セット 全 8 巻

セ ッ ト 揃 内 容

1
MANGA謎解きハンターQ
人体の謎を解き明かせ！
古本ゆうや		著／坂井建雄		監修		160頁		NDC491	 78756-5

5
おとぎ話を科学する！	コミック空想科学読本	（1）
栄光ゼミナール		監修／黒城ろこ		漫画／柳田理科雄		原案＋科学監修		160頁		
NDC400	 78761-9

2
MANGA謎解きハンターQ
恐竜絶滅の謎を追え！
古本ゆうや		著／平山　廉		監修		160頁		NDC457	 78757-2

6
おとぎ話を科学する！コミック空想科学読本（2）
栄光ゼミナール		監修／筆吉純一郎		漫画／柳田理科雄		原案＋科学監修		160頁		
NDC	400	 78785-5

3
MANGA謎解きハンターQ
「第二の地球」を発見せよ！
古本ゆうや		著／渡部潤一		監修		160頁		NDC440	 78786-2

7
ショーバイ・クエスト	新刊
大商神伝説★そして繁盛へ
辻騎志		原作／姫野よしかず		漫画		192頁		NDC673	 78854-8

4
MANGA謎解きハンターQ
新種昆虫を発見せよ！
古本ゆうや		著／丸山宗利		監修		160頁		NDC486	 78792-3

8
新世紀食糧記	ムシグルメン	新刊
マイマイと人類虫食計画
飲茶		原作／古本ゆうや		漫画		160頁		NDC486	 78855-5

世界の謎を極秘に調査する組織「Q」。それぞれ特殊な能力
をもった、アキラ、シェリー、ヒロキの3人がチームを組んで超難
解な任務に挑む「MANGA謎解きハンターQ」シリーズ。栄光
ゼミナール公式連載「柳田理科雄のマンガ1日1科学」を書籍
化、おとぎ話にまつわる疑問を科学的に解決する「コミック空
想科学読本」シリーズ。そしてあらたに「商売」「昆虫食」に
フォーカスした2冊を加えました。
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謎解き、友情、冒険、青春！ワクワクが詰まった18冊！

■［全18巻］セット揃定価 本体12,700円（税別）　■各巻定価 本体 セット揃内容に表示　■小学校中級以上向　■B6変型判／並製／平均216頁

NDC913　ISBN978-4-569-29858-0

★★ PHPジュニアノベル （『青鬼』他）18巻セット 全 18 巻

セ ッ ト 揃 内 容
1 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	 192頁
本体700円（税別）	 78744-2

10
あやかし図書委員会
羊崎ミサキ		著／水溜鳥		イラスト	 224頁
本体700円（税別）	 78836-4

2
悪ノ物語　紙の悪魔と秘密の書庫
mothy_悪ノP		著／柚希きひろ		イラスト／△○□×（みわしいば）イラスト	 192頁
本体700円（税別）	 78748-0

11
ウラオモテ遺伝子	新刊
櫻いいよ		著／モゲラッタ		イラスト	 224頁
本体700円（税別）	 78853-1

3
青鬼　廃校の亡霊
noprops		原作／黒田研二		著／鈴羅木かりん		イラスト	 208頁
本体700円（税別）	 78779-4

12
初恋オレンジタルト	新刊
天沢夏月		著／高上優里子		イラスト	 256頁
本体750円（税別）	 78865-4

4
悪ノ物語　黄昏の悪魔と偽物の女王
mothy_悪ノP		著／柚希きひろ		イラスト／△○□×（みわしいば）		イラスト	 192頁
本体700円（税別）	 78780-0

13
青鬼　ドクロ島からの脱出	新刊
noprops		原作／黒田研二		著／鈴羅木かりん		イラスト	 224頁
本体700円（税別）	 78866-1

5
放課後のジュラシック
森　晶麿		著／田中寛崇		イラスト	 224頁
本体700円（税別）	 78806-7

14
消滅都市	新刊
高橋　慶		著／下田翔大（株式会社WFS）原作／裕龍ながれ		イラスト	 240頁
本体700円（税別）	 78867-8

6
クラスメイトはあやかしの娘
石沢克宜＠滝音子		著／shimano		イラスト	 240頁
本体700円（税別）	 78807-4

15
妖怪　空想科学読本	新刊
柳田理科雄		著／黒城ろこ		イラスト	 208頁
本体700円（税別）	 78879-1

7
青鬼　真夜中の地下病棟
noprops		原作／黒田研二		著／鈴羅木かりん		イラスト	 224頁
本体700円（税別）	 78819-7

16
青鬼　ゾンビだらけの遊園地	新刊
noprops		原作／黒田研二		著／鈴羅木かりん		イラスト	 224頁
本体700円（税別）	 78902-6

8
明日、きみのいない朝が来る
いぬじゅん		著／U35		イラスト	 208頁
本体700円（税別）	 78820-3

17
青鬼	調査クラブ	新刊
noprops		黒田研二		原作／波摘　著／鈴羅木かりん		イラスト	 192頁
本体700円（税別）	 78906-4

9
アオハル・ミステリカ
瀬川コウ		著／くっか		イラスト	 192頁
本体700円（税別）	 78834-0

18
未読のメッセージがあります	新刊
黒史郎		著／TAKA		イラスト	 224頁
本体750円（税別）	 78907-1

朝の読書時間やちょっとした空き時間に、楽しく気軽に読めて、心がアツくなる児童文庫シリーズが「PHPジュニアノ
ベル」です。大人気シリーズ「青鬼」は、最新刊『青鬼 ゾンビだらけの遊園地』も入って5作品、「青鬼」×「熱血バトル」
のスピンオフ作品『青鬼 調査クラブ』も生まれました。「空想科学」シリーズで大人気の柳田理科雄先生が日本の妖
怪２７体＋「青鬼」のナゾを科学で解き明かす『妖怪 空想科学読本』など、どれも読みたい作品ばかり全18作品が揃
いました。たっぷり収録された挿絵と、ワクワクドキドキの展開に、ページをめくる手が止まらなくなります！

小
学
中
・
上
級
～
中
学
向
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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192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たからしげる　編

小
学
中
・
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■［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

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
貴山戒壇巡り』／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

大好評｢本当にあった？｣シリーズ第２弾！
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。

全米で、ドイツで大ヒットのファンタジー読み物です

■［全6巻］セット揃定価 本体6,000円（税別）　■各巻定価 本体1,000円（税別）　■小学校中級以上向　■四六判／並製／平均181頁

NDC セット揃内容に表示　ISBN978-4-569-29835-1

PHP翻訳ファンタジーセット 全 6 巻

全米ベストセラー 累計700万部突破シリーズ「まさかのハッピーエンド」。
『白雪姫』の世界に入りこんだアビーとジョナ。まさか物語の結末が変わ
るなんて！その世界から戻った二人が再度『白雪姫』の世界へ行こうと
すると、今度は『シンデレラ』に…！？ドイツで大人気のシリーズ「魔法のフ
ラワーショップ」。特別な力をもつ少女、ヴァイオレット。花の魔法で人助け
をしようとしますが…。ファンタジーの世界へようこそ！

セ ッ ト 揃 内 容

1 まさかのハッピーエンド（1）リンゴを食べない白雪姫？
サラ・ムリノフスキ		著／櫛田理絵		訳／烏羽雨		絵	192頁	 NDC933	 78765-7

4 魔法のフラワーショップ（2）弱虫ザックと勇気の花
ジーナ・マイヤー		著／若松宣子		訳	 176頁	 NDC943	 78775-6

2 まさかのハッピーエンド（2）ガラスのくつがはけないシンデレラ？
サラ・ムリノフスキ		著／櫛田理絵		訳／烏羽雨		絵	192頁	 NDC933	 78813-5

5 魔法のフラワーショップ（3）幸せを呼ぶ夢の花
ジーナ・マイヤー		著／若松宣子		訳	 176頁	 NDC943	 78804-3

3 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	 176頁	 NDC943	 78745-9

6 魔法のフラワーショップ（4）ミラクルベリーを探す旅
ジーナ・マイヤー		著／若松宣子		訳	 176頁	 NDC943	 78830-2
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朝読で大人気！どんでん返し
ショートストーリー最新刊！！

■［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）　■小学校中級～中学向　■四六判／並製／各192頁

NDC913　ISBN978-4-569-29843-6

ラストで君は「まさか！」と言う シリーズ PART3 全 5 巻新刊

セ ッ ト 揃 内 容

1

ラストで君は「まさか！」と言う	冬の物語
プロローグ／消えないで雪だるま／鍋神／猫の手／てぶくろ　かたっぽ／凍れる星
の論争／冬の気配／氷のジジイ／裏サンタとユメ／冬のポケット／花を抱いた人
／抜け道／葉っぱの地図／雪女を待ってる／コタツ天使／お助け地蔵／初雪コー
ヒー倶楽部／書き初め／大罪／餅姫／ぼくの青いコート／雪の下には何かが埋まっ
ている／ふきだしの森／ドキドキバレンタイン／さよなら、ユキコ　全25話

78891-3

4

ラストで君は「まさか！」と言う	春の物語
プロローグ／春のともだち／サバイバー／友だちレンタルサービス／マスクの笑顔／
フィットネスクラブ／アオハル・ガム／花の下の宝物／菜の花の国のアリス／いきな
り番長／四月はじまり／恋する味方の集会所／がんばった結果／ラッキースター／
家で娘と秘密の果実／片割れ雛／季節のおたより／キミの名は……？／お母さんの
日／甘いツメ／春のいたずら／お父さんは几帳面／卒業式の前日／春屋の息子／
きみがこぼした花　全25話	 78921-7

2

ラストで君は「まさか！」と言う	真夜中の動物園
プロローグ／リベンジ／かわいいペット／アイドル路線／ゴリラ記念日／つつく鳥／オ
レオレタヌキ／ガ・ガ・ガ・ギーギーギー・ガ・ガ・ガ／ライオンのガオくん／ガールズトーク
／桃太郎への手紙／本の虫／ドラゴン／白いシャツ、紫の上着／いつかオレたちも
／お引っ越し　月面編／カサブタ／世界で一番有名なネズミ／運び屋／ウシの願い
／空気探知犬／守ってあげる／未来の動物園／シロイルカ　めろりん／コツメナイ
ト　全25話	 78903-3

5

ラストで君は「まさか！」と言う	不思議な友だち
プロローグ／ナヌたいち／小さいべとべとさん／芸は身を助ける？／のっとり闇トーク
／マッチング／大黒天の落とし物／妖精の願い事／男女の友情ってありですか？／
秘密のタオル／ひとりが好き／友だち100人プロジェクト／脱出ポッドはひとつだけ／
メモリーハウス／化け猫にゃー／再会／友好国／コンちゃんとカッちゃん／生涯現役
／十年目の壺／友情玉／ハンター／内緒の「親友」／タイムカプセル／友だちレン
タル　全25話	 78922-4

3

ラストで君は「まさか！」と言う	涙の宝石
プロローグ／雨犬くりん／おかえり／オイル／テレビの向こうのお父さん／引っ越しの
日／お弁当の時間／母の匂い／ずっと一緒に／ひまりのひまわり／告白のタイミン
グ／フォロワー／優しい像／ひかりのかけら／課金悪魔／最後の友だち／嫌いだ／
魔女の願い／監督不在／放っておけないキミのため／サギ師／魂に代えて／マン
ガ少女と野球少年／脱出計画／おばあちゃんのレシピ　全25話

78904-0

シリーズ創刊以来、学校図書館で抜群の人
気を誇る、３分で面白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！ラストには「ま
さか！」なエンディングが待っている！！不思議
で面白いお話、喜び・悲しみ・感動…思わず涙
がこぼれるお話など、各巻に25話を収録！『冬
の物語』、『真夜中の動物園』、『涙の宝石』、

『春の物語』、『不思議な友だち』の最新５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。

PHP研究所　編

小学校・中学校の
学校図書館で大人気！

3分間ノンストップショートストーリー

3分で読める新感覚ストーリー！このラスト、予測不能！！

■［全9巻］セット揃定価 本体9,000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／平均203頁

NDC913　ISBN978-4-569-29859-7

ラストで君は「まさか！」と言う シリーズ 9巻セット 全 9 巻

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！！学校図書館でも大人気、ひっぱりだこのシ
リーズ第1弾～第8弾に、本シリーズのキャラクターが登場する、学園ミステリー×短
編小説『Q部あるいはCUBEの始動』を加えた9巻セット、朝読にもぴったりです！

セ ッ ト 揃 内 容

1 ラストで君は「まさか！」と言う	予知夢
　PHP研究所		編　208頁　全30話	 78647-6

4 ラストで君は「まさか！」と言う	望みの果て
　PHP研究所		編　208頁　全30話	 78726-8 7 ラストで君は「まさか！」と言う	恋の手紙

　PHP研究所		編　192頁　全24話	 78824-1

2 ラストで君は「まさか！」と言う	時のはざま
　PHP研究所		編　208頁　全30話	 78648-3

5 ラストで君は「まさか！」と言う	たったひとつの嘘
　PHP研究所		編　192頁　全25話	 78770-1 8 ラストで君は「まさか！」と言う	恐怖の手紙

PHP研究所		編　192頁　全24話	 78825-8

3 ラストで君は「まさか！」と言う	デジャヴ
　PHP研究所		編　208頁　全30話	 78725-1

6 ラストで君は「まさか！」と言う	悪魔のささやき
　PHP研究所		編　192頁　全25話	 78771-8 9 Q部あるいはCUBEの始動ささきかつお		著　224頁　全20話	 78826-5

新掲載
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大人気！意味がわかると
ゾクゾクする超短編小説！

■［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）　■小学校中・上級～中学向　■四六判／並製／各192頁

NDC913　ISBN978-4-569-29844-3

54字の物語シリーズ 5巻セット 全 5 巻新刊

SNSやTV、新聞で話題沸騰！9マス×6行
の原稿用紙に綴られた世界一短い（かも
しれない）短編小説。意味がわかるとゾク
ゾクが止まらない極上の90の物語を各巻
に収録！ちょっと怖い「怪」、投稿作品の中
から特に優秀な作品を厳選した「参」、日
本史の勉強にも役立つ「史」、そして「いき
もの」の豆知識も詰まった、読む図鑑
「ZOO」。各巻巻末には「54字の物語」の
作り方のコツを掲載！

小
学
中
・
上
級
～
中
学
向

各巻ともゾクゾクする極上の90話を収録！この物語の意味、わかりますか？
セ ッ ト 揃 内 容

1

意味がわかるとゾクゾクする超短編小説
54字の物語

氏田雄介  作／佐藤おどり  絵 78743-5
たった54字の新感覚ショートストーリー第一弾！

2

意味がわかるとゾクゾクする 
超短編小説 ゾク編
54字の物語	怪

氏田雄介  作／絵 78821-0
待望のゾク編！ゾクゾクする極上の90話を収録。

3

みんなでつくる 意味がわかると 
ゾクゾクする超短編小説
54字の物語	参

氏田雄介  編著／武田侑大  絵 78859-3
6000作を超える「54字の文学賞」投稿作品の中か
ら、特に優秀な作品を収録。

4

超短編小説で学ぶ日本の歴史
54字の物語	史

氏田雄介・西村 創  共著／武田侑大  絵
  78880-7
縄文時代から令和まで、小学校教科書にも登場す
る日本史の54字の物語！

5

超短編小説で読む　いきもの図鑑
54字の物語	ZOO

氏田雄介  編著／今泉忠明  監修／武田侑大  絵
  78908-8

「いきもの」たちが繰り広げる54字の物語が90話。

たった54字の物語…ページをめくるとそこに驚きの解説が！

「54字の物語 史」より
卑弥呼
神話の時代から古代にかけての3人の女性
の自慢話。イザナミにはかなわない……！？

「54字の物語 ZOO」より
雨とパンダ
「パンダ」という名前で展示されている動物。あ
なたが見たのは本物のパンダでしたか……？

「54字の物語 怪」より
ようこそ鏡の国へ
「目を覚ました。」の文字が反転していますね。
つまり夢ではなく、本当に……！？

「54字の物語」より
消えた贈り物
博士が食べてしまったのは、
つまり……。

総ルビ

高校入試対策の教材として「54字の物語」を使用している中学校もあります！
◦なぜ、「54字」を授業で取り入れた？
➡〈先生のコメント〉	「字数制限を意識して、作文を書くという力を身につけてもらおうと思いました」

◦生徒たちの反応は？
➡〈先生のコメント〉	「生徒たちは長い文章を書くのが苦手。短い54字の原稿用紙を使うことで、

文章を書くことを面白がって取り組んでくれています」
◦効果は？
➡〈先生のコメント〉	「字数制限のある作文問題で問われる“文章をまとめる力”“語彙力”がアップし

たと思います。」

氏田雄介氏のコメント
自分でも「54字の物語」
を書いてみれば、隠れた
才能に気づくかもしれませ
んよ。さらに、長編小説や
言語学に挑戦する入り口
にもなればいいですね。
［少年写真新聞社　図書館教育
ニュース2019年7月8日号から引用］

「54字の物語 参」より
右から読むか左から読むか
恋愛は熱く燃え上がることもあれば、反対に
すっかり冷めてお別れをすることも……！？
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小学校中学年～中学まで
幅広く楽しめる読み物セット！

■［全9巻］セット揃定価 本体11,200円（税別）　■各巻定価 セット揃内容に表示　■小学校中・上級～中学向　■判型／頁 セット揃内容に表示
NDC913　ISBN978-4-569-29845-0

2020年 PHP読み物新刊セット 全 9 巻新刊

セ ッ ト 揃 内 容

1
世界は「　」で満ちている
櫻いいよ		著／げみ		イラスト　四六判／並製／240頁
本体1,200円（税別）	 	 78862-3

6 霧
きり

見
み

台
だい

三丁目の未来人
緑川聖司		著／ポズ		イラスト　四六判／並製／160頁
本体1,200円（税別）	 	 78910-1

2
望みがかなう	魔法の日記
本田有明		著　四六判／上製／176頁
本体1,400円（税別）	 	 78870-8

7
県知事は小学生？
濱野京子		著／橋はしこ		絵　四六判／並製／208頁
本体1,200円（税別）	 	 78912-5

3
トクベツな日
白矢三恵		作／スカイエマ		絵　四六判／上製／176頁
本体1,400円（税別）	 	 78872-2

8 魔
ま

女
じょ

ラグになれた夏
蓼内明子		著　四六判／上製／176頁
本体1,400円（税別）	 	 78917-0

4 秘
ひ

密
みつ

に満ちた魔
ま

石
せき

館
かん

廣嶋玲子		作／佐竹美保		絵　四六判／並製／160頁
本体1,000円（税別）	 	 78885-2

9 名
めい

探
たん

偵
てい

メクル！
藤田	遼		作／SANA		絵　四六判／並製／160頁
本体1,200円（税別）	 	 78920-0

5
空飛ぶくじら部
石川宏千花		著　四六判／並製／192頁
本体1,200円（税別）	 	 78886-9

世界は「楽しい」ばかりじゃない。世界に満ちている
ものが「　　」なら…？リアルで胸に迫る青春小説

『世界は「　　」で満ちている』。努力して望みをか
なえるなんてかっこ悪いと思っていた竜也が、友達
の影響で少しずつ努力し成長していく『望みがかな
う 魔法の日記』。いろんな時代・地域の、不思議なお
話がスリリングに展開、「銭天堂」作者が放つ、宝石
たちの千夜一夜の物語『秘密に満ちた魔石館』は
じめ多彩な9作品です。

どれもずっと本棚に置いておきたいような名作ばかり

■［全6巻］セット揃定価 本体8,500円（税別）　■各巻定価 セット揃内容に表示　■小学校上級～中学向　■四六判／上製／平均209頁

 NDC913　ISBN978-4-569-29827-6

わたしたちの本棚 第1期 全 6 巻

不登校になった小学五年の繭。スケッチクラブ「日曜日舎」に通い絵を描き
始めたことで、本当の自分を見つけ出そうとする『日曜日の王国』。過干渉の
母のために学校に行けなくなっていた中学生の史織。小学校教師の父親
と佐渡で生活することになり、自分を取り戻していく『君だけのシネマ』。古民
家再生のため、周囲を巻き込みながら奮闘する中学生・拓真の物語『ドリー
ム・プロジェクト』はじめ6作品。ずっと本棚に置いておきたい名作ばかりです。PHP研究所　編

セ ッ ト 揃 内 容

1 その景色をさがして
中山聖子		著	 176頁	 本体1,400円（税別）	 78749-7

4 君だけのシネマ
高田由紀子		作／pon-marsh		絵	 304頁	 本体1,500円（税別）	 78782-4

2 日曜日の王国
日向理恵子		作／サクマメイ		絵	 216頁	 本体1,400円（税別）	 78752-7

5 もう逃げない！
朝比奈蓉子		作／こより		絵	 192頁	 本体1,400円（税別）	 78803-6

3ドリーム・プロジェクト
濱野京子		著	 208頁	 本体1,400円（税別）	 78777-0

6 少女は森からやってきた
小手鞠るい		著	 160頁	 本体1,400円（税別）	 78835-7

●第5回「児童ペン賞」少年小説賞　●第48回新潟県課題図書感想文コンクール小学
校高学年の部指定図書　●第52回YBC読書感想「本の森たんけん」中学の部指定図書

小
学
中
・
上
級
～
中
学
向
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中
・
上
級
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中
学
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楽 し い 調 べ 学 習 シ リ ー ズ

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

音　楽

算　数

1冊まるごと1テーマ！
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！

社　会

学習指導要領と関連している
教科、学年、内容を記載

よくわかる
情報通信

■社会
社会 小5：我が国の情報
産業や情報化した社会の
様子
本体3,200円（税別）　64頁
NDC547　78839-5

教科

学年
内容

ほぼ

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）　64頁
NDC768　78550-9

保存食の
大研究

■家庭
家庭 小5・6：日常の食事
と調理の基礎／技術家庭
中学：日常食の調理と食
文化
本体3,000円（税別）　64頁
NDC596　78822-7

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）　80頁
NDC383　68767-4

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）　80頁
NDC791　68543-4

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）　64頁
NDC375　78190-7

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

よくわかる
VR

■社会
社会 小5：我が国の情報
産業や情報化した社会の
様子
本体3,200円（税別）　64頁
NDC548　78877-7

よくわかる
情報通信

■社会
社会 小5：我が国の情報
産業や情報化した社会の
様子
本体3,200円（税別）　64頁
NDC547　78839-5

電気・ガスは
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3,200円（税別）　64頁
NDC501　78833-3

道路は
どのように
つくるのか？
■社会
社会 小3・4：身近な地
域の観察・調査（交通の様
子）
本体3,200円（税別）　64頁
NDC514　78832-6

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）　64頁
NDC518　78737-4

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）　64頁
NDC350　78730-5

アイヌ文化の
大研究

■社会
社会 小6 、中学：歴史
上の主な事象の理解
本体3,000円（税別）　64頁
NDC389　78827-2

天皇と元号の
大研究

■社会
社会 小6 、中学：我が
国の政治の働き、天皇の
地位
本体3,000円（税別）　64頁
NDC288　78812-8

最新！
リサイクルの
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3,200円（税別）　64頁
NDC518　78844-9

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）　64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）　64頁
NDC388　78162-4

「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）　80頁
NDC760　68755-1

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

お金のことが
よくわかる
事典
■家庭・社会
家庭 小5・6：身近な消
費生活と環境、社会 中学：
〔公民的分野〕私たちと経
済
本体3,200円（税別）　64頁
NDC337　78874-6
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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）　64頁
NDC518　78729-9

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）　64頁
NDC367　78707-7

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）　64頁
NDC317　78659-9

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）　64頁
NDC317　78585-1

ごみから
考える
SDGs
■社会・総合
社会 小5：我が国の国土
の環境（公害）／総合的な
学習 小4～6：国際理解・
環境問題
本体3,200円（税別）　56頁
NDC519　78909-5

スマート農業
の大研究

■社会・理科
社会 小5：我が国の農業
や水産業
本体3,200円（税別）　56頁
NDC614　78914-9

ニワトリの
大研究

■社会・理科
社会 小5：我が国の農業
や水産業／理科 小5：動
物の誕生
本体3,200円（税別）　56頁
NDC646　78868-5

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）　64頁
NDC629　78472-4

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）　64頁
NDC290　78335-2

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）　80頁
NDC575　68964-7

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）　64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）　64頁
NDC480　78349-9

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）　64頁
NDC616　78509-7

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）　64頁
NDC421　78277-5

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）　64頁
NDC369　78471-7

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）　64頁
NDC453　78378-9

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）　64頁
NDC480　78374-1

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）　64頁
NDC507　78517-2

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）　64頁
NDC780　78512-7

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）　64頁
NDC615　78506-6

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）　64頁
NDC383　78316-1

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）　64頁
NDC327　78240-9

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）　64頁
NDC518　78111-2

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）　64頁
NDC392　78467-0

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）　64頁
NDC210　78431-1

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）　64頁
NDC210　78344-4

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）　64頁
NDC327　78518-9

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）　64頁
NDC759　78490-8

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）　64頁
NDC498　78650-6

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）　64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）　64頁
NDC291　78608-7

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）　64頁
NDC314　78538-7
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小
学
中
・
上
級
～
中
学
向

生　活

総　合

図画工作

よくわかる
大使館

■社会・特別活動
社会 小6 、中学：我が国
の政治の働き／特別活動
中学：学業と進路
本体3,000円（税別）　64頁
NDC329　78764-0

ブナの森を
探検しよう！

■生活・理科
生活 小1・2：身近な自
然との触れ合い／理科
小3・6 、中3：身近な
自然の観察、生物と環境
本体3,000円（税別）　64頁
NDC653　78772-5

海辺の
生きもの
大探検！
■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3,200円（税別）　56頁
NDC468　78883-8

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）　64頁
NDC481　78588-2

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）　80頁
NDC483　78054-2

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）　64頁
NDC486　78565-3

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）　64頁
NDC468　78547-9

暗号の
大研究

■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）　64頁
NDC007　78783-1

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）　64頁
NDC375　78716-9

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）　64頁
NDC701　78613-1

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）　80頁
NDC383　68585-4

よくわかる
ユニバーサル
デザイン
■総合・道徳
総合：福祉・ボランティア／
道徳小3～6：集団や社会
とのかかわりに関すること
本体3,200円（税別）　64頁
NDC501　78840-1

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）　64頁
NDC069　78549-3

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）　64頁
NDC686　78724-4

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）　64頁
NDC015　78544-8

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）　64頁
NDC683　78708-4

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）　64頁
NDC383　78315-4

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）　48頁
NDC375　78532-5

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）　64頁
NDC007　78691-9

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）　48頁
NDC375　78628-5

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）　48頁
NDC375　78627-8

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）　64頁
NDC007　78723-7

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）　64頁
NDC486　78211-9

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）　64頁
NDC489　78607-0

よくわかる
銀行

■社会・特別活動
社会 小5 、中学：我が国
の産業の様子／特別活動
中学：学業と進路
本体3,000円（税別）　64頁
NDC338　78762-6

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）　64頁
NDC375　78301-7

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）　64頁
NDC664　78465-6

食品ロスの
大研究

■社会・家庭
社会 小5：我が国の農業
や水産業／家庭 小5～6
：身近な消費生活と環境
本体3,200円（税別）　56頁
NDC588　78896-8

よくわかる
海上保安庁

■社会・特別活動
社会 小6 、中学：我が国
の政治の働き／特別活動
中学：学業と進路
本体3,000円（税別）　64頁
NDC317　78773-2
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小
学
中
・
上
級
～
中
学
向

体　育

道　徳 特別活動

理　科

よくわかる
介護の
仕事・施設
■総合・道徳
総合：福祉・ボランティア／
道徳 小3・4：他の人との
かかわりに関すること
本体3,000円（税別）　64頁
NDC369　78802-9

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）　64頁
NDC780　78709-1

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）　64頁
NDC367　78699-5

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）　64頁
NDC781　78473-1

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）　64頁
NDC100　78406-9

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）　64頁
NDC374　78587-5

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）　64頁
NDC366　78483-0

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）　80頁
NDC375　68554-0

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）　64頁
NDC374　78447-2

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）　64頁
NDC374　78416-8

日本の恐竜
大研究

■理科
理科 小6 、中学：生物と
環境、生物の変遷と進化
本体3,000円（税別）　64頁
NDC457　78831-9

日本の
古生物
大研究
■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3,200円（税別）　64頁
NDC457　78861-6

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）　64頁
NDC519　78700-8

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）　64頁
NDC488　78680-3

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）　64頁
NDC488　78667-4

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）　64頁
NDC519　78692-6

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）　64頁
NDC481　78690-2

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

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）　64頁
NDC481　78739-8

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）　80頁
NDC375　68763-6

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）　64頁
NDC785　78324-6

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）　64頁
NDC780　78303-1

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）　64頁
NDC367　78666-7

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）　64頁
NDC368　78661-2

世界の
絶滅危機
動物大研究
■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）　64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）　80頁
NDC501　78055-9

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）　80頁
NDC501　68951-7

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）　64頁
NDC481　78660-5
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小
学
中
・
上
級
～
中
学
向

各教科

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）　64頁
NDC491　78597-4

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）　64頁
NDC430　78556-1

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）　64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）　64頁
NDC481　78440-3

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）　64頁
NDC481　78417-5

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）　64頁
NDC468　78165-5

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）　80頁
NDC453　68953-1

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）　80頁
NDC453　68730-8

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）　64頁
NDC374　78738-1

ヒトの体に
すみつく
生き物
■理科・社会
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／体育
（保健）：病気の予防
本体3,000円（税別）　64頁
NDC491　78795-4

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）　64頁
NDC488　78400-7

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）　64頁
NDC489　78365-9

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）　80頁
NDC498　78003-0

タケの
大研究

■理科・家庭
理科小3～6、中3：身近
な自然の観察、生物と環境
／社会 小5：我が国の農
業や水産業
本体3,200円（税別）　64頁
NDC653　78860-9

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）　64頁
NDC469　78452-6

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）　64頁
NDC496　78395-6

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）　64頁
NDC421　78364-2

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）　64頁
NDC486　78427-4

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）　64頁
NDC481　78426-7

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）　64頁
NDC653　78423-6

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）　64頁
NDC481　78456-4

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）　64頁
NDC457　78445-8

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）　64頁
NDC481　78442-7

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）　64頁
NDC424　78554-7

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）　64頁
NDC491　78494-6

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）　64頁
NDC431　78599-8

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）　48頁
NDC452　78574-5

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）　48頁
NDC452　78573-8

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）　64頁
NDC423　78649-0

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

持続可能な社会実現に向けてできることから始めよう！

■［全4巻］セット揃定価 本体12,800円（税別）　■各巻定価 本体3,200円（税別）　■小学校中級～中学向　■A4変型判／上製／各56頁

NDC セット揃内容に表示　ISBN978-4-569-29848-1　図書館専用堅牢製本

楽しい調べ学習　SDGsと地球環境を考える 全 4 巻新刊

“海辺”の生きものの環境変化
に適応した生態の多様性や
海洋汚染の影響などを探った

『海辺の生きもの大探検！』。
食品ロスの現状と原因を解説
し、減らすための商習慣の見
直し、家庭や学校でできること
などを紹介した『食品ロスの
大研究』。
SDGsと私たちとの関わりを、
身近なごみ問題から考えた

『ごみから考えるSDGs』。
ロボット・ドローンなどを駆使、
変わりつつある日本の農業を
紹介した『スマート農業の大
研究』の4巻セットです。

セ ッ ト 揃 内 容

1

海辺の生きもの大探検！
生物多様性から環境問題まで
川嶋一成  著　NDC468　78883-8

生命のふるさと“海辺”の環境が危ない！
生命は海で誕生し、やがて海辺を足がかりにして陸上にも広がりました。海辺は、今でも多様な生きものが
さまざまな環境に適応してくらす、生命の進化を学べる生きた教科書ともいえます。しかし一方では、砂浜
や干潟の消滅、打ち寄せられたプラスチックごみなどによって汚染が進んでいます。本書では、海辺の生き
ものを紹介しながら、生物多様性のひみつをさぐるとともに、海の環境の大切さと保全について考えます。

2

食品ロスの大研究
なぜ多い？　どうすれば減らせる？
井出留美  監修　NDC588　78896-8

食品ロス削減への取り組みが始まりました！
食品ロスとは、食べられるのに捨てられている食品のこと。日本は643万トン（2016年）で、これは飢餓に苦
しむ人々への世界の食糧援助量の約2倍。SDGs（持続可能な開発目標）では2030年に半減が目標とさ
れ、日本では「食品ロス削減法」が10月に施行。本書では、食品ロスの現状と原因をわかりやすく解説し、
減らすために着手された業界の商習慣の見直し、家庭や学校でできることなどを紹介します。

3

ごみから考えるSDGs
未来を変えるために、何ができる？
織　朱實  監修　NDC519　78909-5

ごみ問題から接続可能な地球を考えよう！
現在77億人の世界の人口は、2050年には97億人になると予測されています。飢餓、貧困、環境破壊、温
暖化などの問題を解決し、すべての人たちが平等に暮らしつづけていける世界にするために国連で採択さ
れたのが、SDGs（持続可能な開発目標）です。本書は、このSDGsを身近なごみの問題を入り口にして考
えます。

4

スマート農業の大研究
ICT・ロボット技術でどう変わる？
梅津　裕  監修　NDC614　78914-9

自動走行ロボットで耕作、ドローンで農薬散布！
日本食ブームによる日本産農産物の需要増、食料自給率の引き上げ要請などを背景に、農業が見直さ
れ、若手の就農人口も増えています。それを後押ししているのが、ICT、ロボット、人工衛星などの先端技
術による生産性の向上で、こうした農業を「スマート農業」といいます。ロボットが耕作・草刈り・収穫、ドロー
ンが農薬散布、遠隔操作で水田管理など、変わりつつある日本の農業をわかりやすく紹介します。
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これからの社会の変化を情報、お金、VRから考える！

■［全3巻］セット揃定価 本体9,600円（税別）　■各巻定価 本体3,200円（税別）　■小学校中・上級～中学向　■A4変型判／上製／各64頁

NDC セット揃内容に表示　ISBN978-4-569-29847-4　図書館専用堅牢製本

楽しい調べ学習　情報社会のインフラ大研究 全 3 巻新刊

情報伝達方法の歴史、現代の情報通信インフラのしくみ、情報によって社会がどう変わるのかなどについて解説した
『よくわかる情報通信』。なぜお金が価値を持つのか？ お金や貨幣経済の概念や仕組みについて解説した『お金の
ことがよくわかる事典』。さまざまな分野での活用が期待されているVR（バーチャルリアリティ）のしくみと、VRによって
くらしと社会がどう変わるのかを紹介した『よくわかるVR』の3巻セットです。

小
学
中
・
上
級
～
中
学
向

セ ッ ト 揃 内 容

1

よくわかる情報通信
歴史から通信のしくみ、IoTまで
高作義明  著　NDC547 78839-5

情報通信の技術としくみ、IoT社会がわかる！
テレビ、パソコン、スマホなどで、なぜ文字・音声・画像などの情報を視聴できるのでしょう。どのような技術
やしくみがあって可能になったのでしょう。情報伝達方法の歴史から、現代の情報通信の技術としくみ、5G
の通信環境やIoT（Internet of Things）によって実現する未来社会までを、図解やイラストでわかりやす
く解説します。

2

お金のことがよくわかる事典
知っておきたい価値・仕組み・使い方
岡本和久  監修　NDC337 78874-6

お金の仕組み、仮想通貨がわかる！新紙幣も紹介！
近年、銀行の職員が小学校に出向き、子どもたちにお金について教える出張授業が盛んです。最近では、

「ビットコイン」「NEM」などの仮想通貨や「Suica」などの電子マネーが一般的になり、「お金」という概念
が大きく変わりつつあります。本書では、お金や貨幣経済の概念・仕組み、仮想通貨や電子マネーについ
てわかりやすく解説します。新紙幣についても掲載しています。

3

よくわかるVR
何ができる？ 社会はどう変わる？
舘　暲  監修　NDC548 78877-7

家にいながら、世界のどこにでも行ける！？
VR（バーチャルリアリティ）の技術が、エンターテインメントだけでなく、くらし、教育、ビジネスなど、さまざまな
分野で取り入れられつつあります。AR（拡張現実）、MR（複合現実）もふくめ、VRで何ができるのか、この
技術で社会やわたしたちのくらしがどう変わるのか、「理科の実験が安全にできる」「現実に近い防災訓練
ができる」など、身近な例でわかりやすく紹介します。
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タケ、ニワトリ、古生物。
その驚きの生態を探る！

■［全3巻］セット揃定価 本体9,600円（税別）　■各巻定価 本体3,200円（税別）　■小学校上級～中学向　■A4変型判／上製／頁数 セット揃内容に表示
NDC セット揃内容に表示　ISBN978-4-569-29846-7　図書館専用堅牢製本

楽しい調べ学習 タケ・ニワトリ・古生物大研究 全 3 巻新刊

1日で1mも伸びる！ 花が咲くと枯
死する！身近な植物なのに意外と
知らないタケの生態と、日本人の生
活との関わりを探った『タケの大研
究』。卵や鶏肉で人類を支えるニワ
トリの起源や人との関わり、毎日卵
を産む、50日で若鶏になる驚きの
生態などを写真・イラストで紹介した

『ニワトリの大研究』。かつては日本
の陸や海にすんでいたが絶滅して
しまった古生物を化石やイラストで
紹介した『日本の古生物大研究』
の3巻セットです。

小
学
中
・
上
級
～
中
学
向

セ ッ ト 揃 内 容

1
タケの大研究
ふしぎな生態、人とのかかわりをさぐろう
内村悦三		著　64頁　NDC653	 78860-9

2
日本の古生物大研究
どこで見つかった？　絶滅した生き物
冨田幸光		監修　64頁　NDC457	 78861-6

3
ニワトリの大研究
歴史・生態から人とのかかわりまで
森　誠		監修　56頁　NDC646	 78868-5

自然の恵み、働きに感謝！生命の力強さに驚嘆！

■［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64頁

NDC セット揃内容に表示　ISBN978-4-569-29830-6　図書館専用堅牢製本

楽しい調べ学習 自然の力、生命力を学ぶ 全 4 巻

ブナの森の役割と四季折々の姿、様々な生
きものたちとの共生を多くの写真とともに紹
介した『ブナの森を探検しよう！』。ヒトの体に
すむ寄生虫、腸内細菌などの生き物の特徴
や働きと、ヒトの病気や健康との関係を紹介
した『ヒトの体にすみつく生き物』。保存食
の歴史や保存の基本原理と、最新の保存
技術を紹介した『保存食の大研究』。日本に
いた恐竜を多くの資料やイラストで解説した

『日本の恐竜大研究』の4巻セットです。

セ ッ ト 揃 内 容

1
ブナの森を探検しよう！
さぐろう、四季と生物多様性
瀬川　強		著	 NDC653	 78772-5

3
保存食の大研究
長もちする食べもののひみつをさぐろう
小清水正美		監修／中居惠子		著	 NDC596	 78822-7

2
ヒトの体にすみつく生き物
寄生虫から細菌・ウイルスまで
辨野義己		監修	 NDC491	 78795-4

4
日本の恐竜大研究
続々発掘！新種も発見！
冨田幸光		監修	 NDC457	 78831-9
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小
学
中
・
上
級
～
中
学
向

天皇、元号、アイヌ。日本人として学んでおきたい！

■［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64頁

NDC セット揃内容に表示　ISBN978-4-569-29833-7　図書館専用堅牢製本

楽しい調べ学習 日本の文化と歴史を学ぶ 全 2 巻

意外と知られていない、天皇
陛下の「ご公務」や、即位・
婚儀などの「儀式」、「元号」
のなりたち、また125代までの
天皇のなかから主だった29人
の天皇の業績と元号も紹介し
た『天皇と元号の大研究』。
大自然とともに生きるアイヌ
民族の暮らし、食事、住居、
狩り、言葉、楽器、そして歴史
を、写真とイラストでわかりや
すく紹介した『アイヌ文化の
大研究』。日本人として学ん
でおきたい文化と歴史です。

セ ッ ト 揃 内 容

1
天皇と元号の大研究
日本の歴史と伝統を知ろう
高森明勅		監修	 NDC288	 78812-8

2
アイヌ文化の大研究
歴史、暮らし、言葉を知ろう
中川　裕		監修	 NDC389	 78827-2

超高齢社会の日本を支える
福祉と介護を知ろう！

■［全2巻］セット揃定価 本体6,200円（税別）　■各巻定価 本体 セット揃内容に表示　■小学校中・上級～中学向　■A4変型判／上製／各64頁

NDC セット揃内容に表示　ISBN978-4-569-29832-0　図書館専用堅牢製本

楽しい調べ学習 知っておきたい福祉と介護 全 2 巻

日本は2010年に超高齢社会（65歳以上の
人口の割合が全人口の21％超を占めている
社会）へ突入、2025年には約30％、2060
年には約40％に達すると見られています。
高齢者介護と障害者介護のしくみとサービ
ス、介護の仕事、介護施設の設備などを解
説した『よくわかる介護の仕事・施設』。

「すべての人のためのデザイン」であるユニ
バーサルデザインの考え方の7原則と、どの
ようなモノや施設で生かされているのかを
紹介した『よくわかるユニバーサルデザイ
ン』の2巻セットです。

セ ッ ト 揃 内 容

1
よくわかる介護の仕事・施設
高齢者・障害者福祉のしくみを知ろう
結城康博		監修　本体3,000円（税別）	 NDC369	 78802-9

2
よくわかるユニバーサルデザイン
考え方から社会への広がりまで
柏原士郎		監修　本体3,200円（税別）	 NDC501	 78840-1
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小
学
中
・
上
級
～
中
学
向

どんな仕事かよくわかる！進路指導にも活かせます。

■［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64頁

NDC セット揃内容に表示　ISBN978-4-569-29829-0　図書館専用堅牢製本

楽しい調べ学習 よくわかる銀行・海保・大使館 全 3 巻

銀行の役割とそこで働く人たちの仕
事を紹介、インフレやデフレ、金融政策
などの経済の基礎知識についても解
説した『よくわかる銀行』。
大使館の役割としくみ、外交の基礎
知識、大使・総領事の仕事などを解説
した『よくわかる大使館』。
海の治安と安全の確保、海難救助、
海洋環境の保全などを通じて、日本の
海を守る海上保安庁の役割・装備・仕
事などを写真とともに紹介した『よくわ
かる海上保安庁』の3巻セットです。

セ ッ ト 揃 内 容

1
よくわかる銀行
仕事の内容から社会とのかかわりまで
戸谷圭子		監修	 NDC338	 78762-6

2
よくわかる大使館
だれが働いているの？ どんな仕事をしているの？
河東哲夫		監修	 NDC329	 78764-0

3
よくわかる海上保安庁
しくみは？ どんな仕事をしているの？
公益財団法人	海上保安協会		監修		NDC317	 78773-2

私たちが不自由なく暮らせるのはインフラのおかげ！

■［全4巻］セット揃定価 本体12,600円（税別）　■各巻定価 本体 セット揃内容に表示　■小学校中・上級～中学向　■A4変型判／上製／各64頁

NDC セット揃内容に表示　ISBN978-4-569-29831-3　図書館専用堅牢製本

楽しい調べ学習 社会を支えるインフラ、リサイクル 全 4 巻

セ ッ ト 揃 内 容

1
暗号の大研究
歴史としくみをさぐろう！
伊藤正史		監修　本体3,000円（税別）	 NDC007	 78783-1

3
電気・ガスはどこから来るのか？
エネルギー供給のしくみをさぐろう
江田健二		監修　本体3,200円（税別）	 NDC501	 78833-3

2
道路はどのようにつくるのか？
計画・工事から改良・補修まで
窪田陽一		監修　本体3,200円（税別）	 NDC514	 78832-6

4
最新！リサイクルの大研究
プラスチック容器から自動車、建物まで
田崎智宏		監修　本体3,200円（税別）	 NDC518	 78844-9

私たちが日頃、不自由なく暮らせて
いるのは、電力、ガス、水道、道路、
通信網などインフラが整備されてい
るから。暗号の歴史を辿りながら、
現在のネット社会を守る暗号技術
に迫った『暗号の大研究』。

「電気・ガス」「道路」がどのようにつ
くられるのかを解説した『電気・ガス
はどこから来るのか？』『道路はどの
ようにつくるのか？』。
そして環境保全に不可欠なリサイ
クルを解説した『最新！リサイクル
の大研究』の4巻セットです。
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小
学
中
・
上
級
～
中
学
向

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

「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64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

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。

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64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

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。

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

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	 NDC367	 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	 NDC780	 78709-1

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64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

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冊セットです。
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修学旅行をもっと実りあるものにするために！

■［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64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
　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

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。

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。

小
学
中
・
上
級
～
中
学
向

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

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64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

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。

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64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

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。
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小
学
中
・
上
級
～
中
学
向

中高生必読！心からのエールをおくるYAシリーズ！！
「化学＝ビリ」からスタートした博覧強記の
予備校名物講師が、化学で一番大切なこ
と＆勉強法を伝授する『苦手な化学を克
服する魔法の本』。世界トップクラスの恐
竜学者は恐竜少年ではなかった…？著
者の少年時代～青年時代を語る『化石ハ
ンター』。高校入試に勝つための好ましい
習慣を45項目で紹介、日々 の習慣から直前
まで使える一冊『［清水式］高校受験に勝
つ45の習慣』。漢文が苦手な中高生に、漢
文成立の歴史的背景と基本ルールをポイ
ントを押さえて解説する『三羽邦美の漢文
ルール』。
中高生を応援する4冊セットです。

■［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148頁／本文2色刷

NDC セット揃内容に表示　ISBN978-4-569-29828-3

YA「心の友だちシリーズ」PART7 全 4 巻

セ ッ ト 揃 内 容

1
君たちは夢をどうかなえるか
松本零士		著　144頁　NDC726	 78767-1
諦めがちな中高生に夢を叶えた大先輩が夢を叶える大航海法を伝授する！
クリエイターにとって必要なマインドや習慣とは？

2
［清水式］定期テストで結果を出す50の習慣

清水章弘		著　144頁　NDC370	 78791-6
勉強のやり方を教える先生として人気の著者が、中学の定期試験で確実
に点がとれるようになる心構えと考え方を、50に分けて紹介する。

3
壁を乗り越える論語塾
安岡定子		著　160頁　NDC123	 78823-4
進路、部活、友だち関係と、悩みの尽きない中高生時代。そんな時に役に立
つ、論語が教えてくれる人生の指針をやさしく紹介する。

4

AI時代の進路の選び方

「文系？」「理系？」に迷ったら読む本
竹内　薫		著　144頁　NDC370	 78841-8
今の日本の教育制度では、理系か文系かの選択は避けられない。中高生が
進路をどう考えればよいか、AI時代の到来を踏まえて紹介する。

中高生に
おすすめ

■［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 セット揃内容に表示　ISBN978-4-569-29849-8

YA「心の友だちシリーズ」PART8 全 4 巻新刊

セ ッ ト 揃 内 容

1

予備校の先生がキミに贈る！
苦手な化学を克服する魔法の本
大宮　理		著　176頁　NDC430　78869-2
高校時代に化学が苦手だったのに、今や予備校の化学のカリスマ講師である著者
が、化学の基本から勉強法までを伝授する。
第1章	なぜ、化学を勉強するの？／第2章	化学のビリから化学の講師へ／第3章	
化学のロマンを味わう／第4章	化学の勉強法、教えます／第5章	大宮流・高校化
学の攻略レシピ

3

［清水式］高校受験に勝つ45の習慣
清水章弘		著　144頁　NDC370　78899-9
受験指導に定評のある著者が、高校入試に勝つための好ましい習慣を45項目で
紹介する。日々の習慣から直前まで使える一冊。
第1章	高校入試に合格するための日々の習慣／第2章	効率マックスで点数を上
げる勉強の習慣／第3章	中3の春からぐんぐん伸びるシーズンごとの習慣／第4
章	入試当日まで本番力を上げる直前の習慣

2

化石ハンター
恐竜少年じゃなかった僕はなぜ恐竜学者になったのか？
小林快次		著　128頁　NDC457　78871-5
世界トップクラスの恐竜学者は学者志望ではなかった…？　著者が少年時代～青
年時代の葛藤と挫折、それを乗り越えた体験を語る！
Chapter1	恐竜少年にならなかった少年／Chapter2	「何もない自分」からの脱出
／Chapter3	三日坊主を始めよう／Chapter4	「自分の足で歩く人」になるために
／Chapter5	恐竜が教えてくれたこと

4

鉄人講師が明かす
三羽邦美の漢文ルール
三羽邦美		著　176頁　NDC820　78919-4
漢文が苦手でさっぱりわからない、という中高生（主に高校生）を対象に、漢文成立
の歴史的な背景から、最低限知っておきたい漢文のツボ、漢文に頻出する語彙・句
法までを、基本ルールを中心に紹介する。
PART1	漢文の学習を始める前に／ PART2	返り点の技術を完璧にしよう／
PART3	漢文の五文型を知っておこう／ PART4	読まない字と二度読む字／
PART5	絶対使える29の句法を覚える

中高生に
おすすめ
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中
学
～
高
校
向

理系の世界へようこそ！もうあなたは眠れない！

セ ッ ト 揃 内 容

1 怖くて眠れなくなる科学
　竹内	薫		著	 208頁	 NDC404	 80207-7

5 面白くて眠れなくなる地学
　左巻健男		編著	 208頁	 NDC450	 80924-3

2 面白くて眠れなくなる物理
　左巻健男		著	 208頁	 NDC420	 80264-0

6 面白くて眠れなくなる素粒子
　竹内	薫		著	 224頁	 NDC429	 80967-0

3 面白くて眠れなくなる化学
　左巻健男		著	 208頁	 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	 264頁	 NDC467	 81563-3

4 面白くて眠れなくなる人体
　坂井建雄		著	 208頁	 NDC491	 80823-9

8 面白くて眠れなくなる生物学
　長谷川英祐		著	 224頁	 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！
「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！

読み出したら止まらない。面白くて、怖い理系の世界！

セ ッ ト 揃 内 容

1 面白くて眠れなくなる人類進化
左巻健男　著　208頁　本体1,300円（税別）　NDC469	 82760-5

2 面白くて眠れなくなる元素
左巻健男　著　272頁　本体1,400円（税別）　NDC431	 83088-9

3 面白くて眠れなくなる天文学
縣　秀彦　著　208頁　本体1,300円（税別）　NDC440	 83193-0

4 怖くて眠れなくなる感染症
岡田晴恵　著　224頁　本体1,400円（税別）　NDC493	 83561-7

5 面白くて眠れなくなる解剖学
坂井建雄　著　240頁　本体1,400円（税別）　NDC491	 83609-6

6 怖くて眠れなくなる植物学
稲垣栄洋　著　224頁　本体1,400円（税別）　NDC471	 83664-5

7 面白くて眠れなくなる物理パズル
左巻健男　著　240頁　本体1,400円（税別）　NDC420	 83779-6

■［全7巻］セット揃定価 本体9,600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231頁

NDC セット揃内容に表示　ISBN978-4-569-29837-5

全 7 巻面白くて眠れなくなるシリーズ 理系ベストPART2 7巻セット

ヒトの体と心がどのような生物に起源をもち
進化してきたかを様々なエピソードで紹介す
る『面白くて眠れなくなる人類進化』、
身近な物質、話題を入り口に元素の面白さ
や奥深さを伝える『面白くて眠れなくなる元
素』、月や太陽など身近な天体の秘密から宇
宙の不思議まで、魅力たっぷりに伝える『面
白くて眠れなくなる天文学』など、理系の奥
深い魅力を届ける7巻セットです。
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小学校中級以上向
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。

本ブックガイドのセット商品に入っていない、2019年3月～2020年
2月までに発刊された図書、ならびに大好評既刊本を紹介しています。単品図書ご案内

新刊 読み聞かせは6歳から 自分で読むなら9歳から　小学校中級以上向

2014年刊行、累計44,000部の『「なぜ？」に答える科学のお話366』の改訂版です。
30話程度を新規のお話に変更、大幅改訂、その他のお話も加筆・修正しました。

生きものから地球・宇宙まで

左巻健男  監修　■定価：本体2,300円（税別）　■B5変型判／上製／オールカラー／448頁

NDC407　ISBN978-4-569-78848-7　図書館専用堅牢製本

「動物」「虫」のお話から「発明・発見」のお話まで、子どもの「科学的に見る目」を育てる
お話が満載。1日1話、1頁or2頁で完結、3～ 5分程度で読め、朝読にもぴったり！
すべてのお話にある「おはなしクイズ」が、理解度バロメーターにもなります。ポイントが一
目でわかる「元素周期表」ポスターも付いています。

単
品
図
書
ご
案
内

新刊 小学校中級以上向

大渋滞

パパとママが別れる理由、あたしも知り
たいよ……。モヤモヤした気持ちを抱え
ながら、あたしたちは渋滞の中、名古屋へ
と向かう――。

いとうみく		作／いつか		絵
A5判／上製／160頁
定価：本体1,400円（税別）
NDC913　78857-9

「なぜ？」が「わかった！」に
「なぜ？」が「わかった！」に

変わります変わります

「なぜ？」に答える
科学のお話366

新
訂
版

総ルビ

新刊 小学校中級以上向

でかいケツで解
かい

決
けつ

デカ
怪
かい

盗
とう

チョッキンナーから
歴
れき

史
し

人
じん

物
ぶつ

を守れ！

日本史人物8人のお宝などをチョッキン
ナーが壊して逃げ、それを解決デカが追
いかけるというストーリー。遊びながら
日本史が学べます。

小室尚子		作／たかいよしかず		絵
A5判／上製／96頁
定価：本体1,300円（税別）
NDC913　78913-2

小学校中級以上向

今日は何の日？
366

歴史・行事・記念日・はじめて・人物の分類
で、今日は何の日かを解説。子どもから大
人まで楽しめ、社会的知識も身に付く
366話を収録。

PHP研究所		編
B5変型判／上製／416頁
定価：本体2,500円（税別）
NDC900　78754-1

新刊 小学校上級～中学向

ひらめき大冒険！
王国のパズル

パズルの王国にある5つのゾーン計88問
のパズルを、ひらめきで解こう！　ヒン
トが2段階なので、自力で解きやすくなっ
ています！

小野寺　紳		作／瀬川尚志		絵
四六判／並製／160頁
定価：本体950円（税別）
NDC798　78876-0

新刊 小学校上級～中学向

松下幸之助物語
一代で世界企業を
築いた実業家

9歳から丁稚奉公をはじめ、一代で世界的
企業を創り上げた松下幸之助。なぜその
ようなことができたのか。幸之助の軌跡
を紹介します。

渡邊祐介		著
A5判／上製／191頁
定価：本体1,400円（税別）
NDC916　78893-7

新刊 小学校上級～中学向

逆らわずして勝つ！
嘉納治五郎物語

ひよわな青年であった嘉納治五郎は、な
ぜ柔道に目覚め、オリンピック招致に尽
力したのか。嘉納の生き方・考え方をやさ
しく紹介します。

真田　久		著
A5判／上製／160頁
定価：本体1,500円（税別）
NDC916　78905-7
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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（縦36.4cm×横26cm）／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

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。

はっけん！NIPPON
に っ ぽ ん

地図と新聞で見る

　　都道府県47

単
品
図
書
ご
案
内

単品図書ご案内

ヴィトゲン社／編
■定価 本体3,200円（税別）　■B4変型判（縦36.4cm×横26cm）／上製／オールカラー／116頁

NDC686　ISBN978-4-569-78794-7　図書館専用堅牢製本

小学校中級以上向

はっけん！鉄道NIPPON
に っ ぽ ん

地図と路線で知る

　　都道府県47
鉄道好きにはたまらない！地元学習にも最適の資料です！！

［路線］写真・イラスト＆路線全線についてのひと口メモで、路線
の特徴や興味深いトピックを取り上げています！
［鉄道コラム］その路線の歴史、駅、産業、観光などとの関わり
を中心に紹介する新聞記事風のコラムです。
［都道府県別データ］面積・県庁所在地・人口・特産品・駅別乗
降客数トップ3を掲載しています。
★表紙カバー裏に、鉄道旅行の記録に便利な、コピーして使える
「鉄道ノート」がついています！

あなたのまちの鉄道のことを知っていますか？ 正確な縮尺の路線図を掲載、47都道府県別にJR線・私鉄を全線収録しています！ 
「もともと何のために作られたの？」「どういう役割を果たしているの？」「沿線には何があるの？」……。話したくなる鉄道ネタが満載。 
路線からピックアップして、47都道府県の地域・産業・文化・歴史、観光などを紹介します。

鉄道、路線を
通して、

47都道府県の
産業、文化、

歴史、観光などを
楽しく
学べます！

★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！
★表紙カバー裏に、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！

47都道府県の
概要や、

その県独自の
伝統や文化、

活躍した人たちなどを
ビジュアルに
楽しく学べます！
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わたしはずっとほしかったの。
「お兄ちゃんのおさがり」でもない、
「みんなで仲良く使うもの」でもない、
「ちょっとだけかしてもらうもの」でもない、
わたしだけのものが。
この本を読んだら、きっとあなたも
わごむがほしくなる！？
ヨシタケシンスケのユーモア絵本！！

PHP研究所
第一事業普及本部　特販普及推進部　外販普及課

PHPの児童書HP  http://www.php.co.jp/books/jidou/

東京本部／〒135-8137  東京都江東区豊洲5-6-52  NBF豊洲キャナルフロント
　　　　　電話：03-3520-9630（直通）  FAX：03-3520-9655
京都本部／〒601-8411  京都府京都市南区西九条北ノ内町11
　　　　　電話：075-681-3344（直通）  FAX：075-671-3599

●取扱い店
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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!? くりかえしが楽しいまねっこ
絵本！ほのぼのとした親子のやりとりも
見どころです。

ヨシタケシンスケ　作／絵
B5変型判／上製／48頁	 定価：本体1,000円（税別）

NDC913　78606-3

第10回
ＭＯＥ絵本屋さん
大賞2017　第1位

第 6 回
静岡書店大賞児童書

新作部門　第3位
第27回

けんぶち絵本の里大賞
びばからす賞

なつみはすごくいいこと
おもいついたよ。コレ、なーんだ!?

幼年～小学校中級向

りゆうがあります

ハナをほじったり、びんぼうゆすりをした
り、ごはんをぼろぼろこぼしたり、ストロー
をかじったり……。こどもたちが、つい
やってしまうくせ。それにはりゆうがある
んです。親子で笑えるユーモア絵本。

ヨシタケシンスケ　作／絵
B5変型判／上製／32頁	 定価：本体1,300円（税別）

NDC913　78460-1

第 8 回
MOE

絵本屋さん大賞2015　第1位
第 4 回

静岡書店大賞 
児童書新作部門　第3位

第 3 回
わかやま絵本大賞2015

第1位

ついやってしまうくせ。
それには「りゆう」があるんです！

幼年～小学校中級向

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？ どうしておとうとがわるいの
に、わたしばっかりがおこられるの？ おと
なってズルいんじゃない！？ おとなにちゃ
んともんくをいって、ずるいのをやめても
らおう！

ヨシタケシンスケ　作／絵
B5変型判／上製／32頁	 定価：本体1,300円（税別）

NDC913　78502-8

もんくをいわせて！
おとなってずるいんじゃない！？

■B5変型判／上製／48頁　■定価：本体1,000円（税別）

NDC913　78900-2

わたしのわごむは
わたさない

新刊

単品図書ご案内
幼年～小学校初級向

幼年～小学校初級向

おしっこちょっぴりもれたろう

ぼくは、おしっこをするまえかしたあとに
ちょっぴりもれちゃうから、いつもお母さ
んにおこられる。いいじゃないか。ちょっぴ
りなんだから。ズボンをはいたらわかんな
いんだから。しばらくするとかわくんだか
ら。子どもの悩みがちょっぴり軽くなる!?

ヨシタケシンスケ　作／絵　B5変型判／上製／48頁	
定価：本体1,000円（税別）　NDC913　78778-7

第11回
MOE絵本屋さん
大賞2018第1位

第11回
MOE絵本屋さん

大賞2018
パパママ賞第2位

第7回
静岡絵本大賞

児童書新作部門第1位
第2回

未来屋えほん大賞

もれたっていいじゃないか。
ちょっぴりなんだから。

自分だけの宝物
わたしはもう
見つけたけどね。

ヨシタケシンスケ  作／絵


