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アフガニスタンのひみつの学校 ほんとうにあったおはなし

NDC384　国語（外国の絵本）・総合学習（ＳＤＧｓ） 小学校低学年～

定価（本体 1，500円＋税）                           ◆菊倍判変（29×24㎝）  ◆40ページ  ◆ISBN978-4-378-01530-9

あたえられた課題は、なんと子育て！？

「だからさ、ぼくらができることを、
なんでもいいからして、
なんとかしないといけないんだ」

タブレット・チルドレン
NDC913　国語（日本の文学） 小学校高学年～中学生向け

定価（本体 1，400円＋税）                           ◆四六判（20×14㎝）  ◆224ページ  ◆ISBN978-4-378-01559-0

生徒二人がペアになり、タブレットのなかでＡＩ（人工知能）の子どもを育
てるという。心夏と温斗のペアがさずかったのは、“超毒舌小学生”のマミ
だった……。

さあ、みんな、名を名乗れ！
名前はいまの自分だから――
ＳＮＳの呼びかけに応じ、自分の呼ばれたい名
前を名乗りはじめた中学一年生たち。そして、
「杜中名札事件」がぼっ発する。仲たがい、裏
切り、大人たちの反撃……事件は思いもよらぬ
展開へ。はたして、生徒たちの心のさけびは届
くのか――。

七海少年がビーチで見つけた、きれいでカラフルなつぶつ
ぶ。その正体はプラスティックだった。「サステナブル・ビー
チ」それは永遠につづいていく、すべての生き物たちのため
の、きれいな海辺。たったひとつしかない海を守るため、山
へ、川へ―。七海の「夏休みアクション」が始まる。

「いいよ、もう。お母さんには無理」
胸にぐさりと刺さるマミの言葉。それは、心夏もよく母に言うセリフだった……。
愛されたい、愛したいのに――ＡＩは容赦なく、ごまかしていた感情をあばく、あいまいな
人間関係を揺さぶる！

離婚、学校主導の「さんづけ」運動、夫婦別姓
に、在日コリアンのコリアンネーム……名前にそれ
ぞれの不満を抱える中学生たちの葛藤が社会の
問題を浮き彫りにする。

新刊

新刊 サステナブル・ビーチ
NDC913　国語（日本の文学） 小学校高学年～一般向け

定価（本体 1，400円＋税）                           ◆四六判（20×14㎝）  ◆176ページ  ◆ISBN978-4-378-01557-6

＃マイネーム ハッシュタグ・マイネーム
NDC913　国語（日本の文学） 小学校高学年～

定価（本体 1，400円＋税）                           ◆四六判（20×14㎝）  ◆224ページ  ◆ISBN978-4-378-01559-0

新刊

新刊

「えーっ！？ 先生、子育てとか、意味がわかんないんですけど」 「とりあえず、さけぼうか。あたしの本当の名前」

永遠につづいていく、すべての生き物たちのための、きれいな海辺。

村上しいこ／作　かわいちひろ／絵・漫画

小手鞠るい／作　カシワイ／絵

黒川裕子／作

ジャネット・ウィンター／作
福本友美子／訳

GIGA
スクール時代
到来！

いまも　その国では――
今から20年ほど前、アフガニスタンでは、
女の子は学校に行ってはいけませんでした
女の子は世界のことなど知らなくていい、
そういわれていたのです
そんな時代でも町には、
女の子のためのひみつの学校がありました

まごむすめの心のまどをひらきたい
おばあちゃんの願いと、勇気と、
「ひみつの学校」が、小さな奇跡をよびおこす

「今もアフガニスタンの地で、
自分たちの権利を必死で守ろうとしている女性たちがいることを、どうかわすれないでください」
――解説・清末愛砂（室蘭工業大学大学院教授、アフガニスタンにおける女性人権問題研究家）

名前をさけび、自分を問う、
勇気と感動のレジスタンス・ストーリー

マイネーム アイデンティティ

もりちゅう

＊ 第３３回読書感想画中央コンクール  小学校高学年の部 指定図書
＊ 第32回全国読書作文コンクール　小・中学生の部 対象図書 

村上しいこ
が描く、

今もう、すぐ
そこにある

新次元の教
育現場！

学校・図書館
で好評の

『となりのア
ブダラくん』

『いちご×
ロック』の

黒川裕子の
新作

海洋プラス
チック問題

の現実にせ
まる

小手鞠るい
の話題作！
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NDC519　総合学習（環境）

定価（本体6,000円＋税）        　                ◆Ａ４変（28×21㎝）  ◆各72ページ  ◆ISBN978-4-378-09191-4

ＳＤＧｓ時代に知っておきたいこと（全２巻）
小学校中学年～一般向けNDC519　総合学習（SDGｓ）

定価（本体4,800円＋税）        　            ◆B5判（26.5×19㎝）  ◆平均40ページ  ◆ISBN978-4-378-04180-3

はかって、へらそうCO2１．５℃大作戦 （全2巻）
小学校中学年～

ＳＤＧｓへの取り組みの第一歩、それは、まず知ることから！

ＳＤＧｓ時代をむかえている今、取り組まなければならない環境問題と
はなんでしょうか。
本書では大気汚染からプラスチックごみ、食品ロスなど、世界中で抱え
ている環境問題の事例やその原因、解決への最新の情報・アプローチ
を、写真やイラストでわかりやすく解説します。

地球温暖化問題の原因であるCO2を、わたし
たちは、どれだけ出しているのだろう。どうす
ればＣＯ2をへらせるのだろう。世界じゅうの
国々で約束したパリ協定の「1.5℃目標」達成
にむけて、CO2をはかって、へらす『1.5℃大
作戦』のはじまりです！

▲ 食品ロスを減らすための工夫や、アイデアを紹介。

◀ あなたは、プラスチックをどのくらい使い捨てていますか？

ジェス・フレンチ著／大塚道子訳

数十年に１度といわれるような自然災害が、毎年のように起きています。
近年、「異常」気象があたりまえになってきているのです。
地球温暖化の影響なのか、わたしたちにできることはあるのか、異常気象の
起きるしくみから、考えてみましょう。

ジュディス・ラルストン＆フレイザー・ラルストン著／片神貴子訳

エス・ディー・ジーズ

脱炭素社会の実現へ。世界の平均気温上昇を、1.5℃におさえる！

●はかる編 （本体2,150円）

　 わたしたち、これだけ出してます
1

●へらす編 （本体2,650円）

　 わたしたち、こんなにへらせます
2

・・・・・

・・・・・

目で見るＳＤＧｓ時代の環境問題

目で見るＳＤＧｓ時代の異常気象のしくみ

◀ 何万年ものあいだには、地球の平均気温は、高くなった
り低くなったりしてきました。でも、現在の平均気温の上
がり方は、これまでの地球の歴史になかったようなスピ
ードです。そしてその原因は、人間が、大量の「温室効果
ガス」を放出しているからだと考えられています。

◀ 「① はかる編」より
      地球温暖化の大きな原因である二酸化炭素を、わたしたちは
　  いつ、どこで、どれだけ出しているのだろう？

▲ 「① はかる編」より
      ワークシートを使って、わたしたちがどれだけ
      二酸化炭素を出しているかを計算できます。

カーボンフットプリントは
製品をえらぶときの参考になるね

◀  「② へらす編」より
      住まいや移動、食など、身の回りからCO 2 をへら
      すヒントを紹介します。

公益財団法人
地球環境戦略研究機関（IGES)  監修
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環境にやさしいサステナブルなものづくり
●アップサイクルってなに？
●アップサイクルをやってみよう！

定価（本体5,000円＋税）                             ◆B5判(26.5×19㎝)  ◆各40ページ  ◆ISBN978-4-378-01220-9

NDC360　社会・家庭・図工・総合学習（SDGｓ）

知ってる？ アップサイクル（全2巻）
小学校中学年～

いらなくなったものを、もういちど、資源
にもどして使うのが「リサイクル」。いらな
くなったものを、そのままの形で、新しい
「価値」のあるものにつくりかえる――そ
れがアップサイクルです。
「ものを大切に使う」という基本の考え
は同じ。アップサイクルは、自由に、たの
しくできるもうひとつのリサイクルです。

定価（本体7,500円＋税）                            ◆B5判(26.5×19㎝)  ◆各40ページ  ◆ISBN978-4-378-02490-5

NDC360　社会・家庭・国際理解

身近でできるSDGｓエシカル消費（全3巻）
小学校高学年～

　エシカル消費ってなに？
　エシカル消費でSDGsを！
　エシカル消費をやってみよう！

エシカルインスティテュートなごや
副代表 三輪昭子 著

東京大学名誉教授 山本良一 監修

●小中学校「家庭（環境に配慮した消費生活）」、
「フェア・トレード」の学習に活用できます。
●貧困、格差、地球温暖化から、食品ロス、プラス
チックごみの問題まで、わたしたちの消費で
できることを考えていきます。

エシカル消費は、社会問題の解決を考えた
新しい消費のカタチです。
ふだんの買い物が、いつものくらし方が、
世界につながっています。
自分の身近なところから、世界を変えること
はじめてみませんか。

毎日のくらしのなかで、SDGｓを実践できる！
エス・ディー・ジーズ

いま話題の
問題を考えます

エシカル消費とは
「エシカル（ethical)」は、「倫理的な」という意味です。
くらしの中にある物の「つながり」を考えて、地球上の人・
社会、環境、経済に関わる問題の解決につながるような消
費行動をとることを「エシカル消費」といいます。

ＳＤＧｓを
消費の視点から

1

2

3

▲アップサイクルとはどんなものなの
か、実際の例をあげながら、その魅力
にせまります。
　(「①アップサイクルってなに？」より)

◀いろいろなアップサイクルの作品と、その
つくり方をわかりやすく紹介。自分だけの
アイディアもきっと生まれます。
　(「②アップサイクルをやってみよう！」より)

◀SDGsを、無理なくたのしく実現できるの
がアップサイクルです。地球環境について
考えるきっかけになります。
　(「①アップサイクルってなに？」より)
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定価（本体7,500円＋税）                            ◆B5判(26.5×19㎝)  ◆各40ページ  ◆ISBN978-4-378-02490-5

NDC360　社会・家庭・国際理解

身近でできるSDGｓエシカル消費（全3巻）
小学校高学年～

　エシカル消費ってなに？
　エシカル消費でSDGsを！
　エシカル消費をやってみよう！

エシカルインスティテュートなごや
副代表 三輪昭子 著

東京大学名誉教授 山本良一 監修

●小中学校「家庭（環境に配慮した消費生活）」、
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できることを考えていきます。
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ＳＤＧｓを
消費の視点から

1

2

3

▲アップサイクルとはどんなものなの
か、実際の例をあげながら、その魅力
にせまります。
　(「①アップサイクルってなに？」より)

◀いろいろなアップサイクルの作品と、その
つくり方をわかりやすく紹介。自分だけの
アイディアもきっと生まれます。
　(「②アップサイクルをやってみよう！」より)

◀SDGsを、無理なくたのしく実現できるの
がアップサイクルです。地球環境について
考えるきっかけになります。
　(「①アップサイクルってなに？」より)
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SDGs 絵本「世界からの声」（全2巻）
NDC519　国語（外国の文学）・環境問題 小学校低学年～高学年向け

定価（本体 3，000円＋税）                        ◆ 23×28㎝, 25×25㎝  ◆各40ページ  ◆ISBN978-4-378-09189-1

美しい絵本にこめられた、プラスチックゴミ問題、水問題……

ありのままの自分でいるために

犬の気持ちも知らないで

●ポリぶくろ、１まい、すてた
●みずをくむプリンセス

 ホオナニ、フラおどります
NDC933　国語（外国の絵本） 小学校低学年～

定価（本体 1，500円＋税）                           ◆ A４変（22.5×29㎝）  ◆40ページ  ◆ISBN978-4-378-04160-5

囚われのアマル
NDC933　国語（外国の文学） 小学校高学年～

定価（本体 1，600円＋税）                        ◆ 四六判（２０×14㎝）  ◆256ページ  ◆ISBN978-4-378-01528-6

世界に広がっているプラスチックごみと水
問題―ポリ袋のリサイクルをはじめた女性
と、水不足で不自由な生活をしている村で
くらす少女の実話にもとづいた絵本。

制作協力／公益財団法人 日本ユニセフ協会

●本書は、SDG s の「17の目標」とおもな「ターゲット」
を、世界の子どもたちの写真とストーリーでわかりや
すく解説します。

●小学校高学年～の「環境学習」・中学校公民の学習に
活用できます。

NDC360　社会・総合学習 小学校高学年～一般向け

定価（本体２，500円＋税）                              ◆B5判（26×18㎝）  ◆96ページ  ◆ISBN978-4-378-02480-6

知っていますか？ SDGｓ ユニセフとめざす 2030年のゴール

日本ユニセフ協会協力！  世界を変える１７の目標をやさしく解説。

未来を変えるために、まず 「知る」ことから始めよう！

◀訴求力ある写真が
「目標」の理解を
助けます。

先生は腸内細菌学者
アフリカの奥地の森で、
ゴリラに怒られ、
ゾウに追いかけられる！
それでも先生は、今日もひたすら
「出したて」を探し求めます。
動物の身体の秘密にせまり、
生命をつないでいくために―

◆牛田 一成／著
◆四六判（20×14cm) 
◆160 ページ
◆小学校高学年～
◆定価［本体 1,400 円＋税］

いっぴきのこどくなのら犬が、
いつもひとりぼっちの少女と出
会った。「ずっとそばにいて、
ぼくもいっしょに泣いてあげる」
――のら犬エルビスが語る、人
間と犬と家族のこと。

◆ロドリゴ・モルレシン／文
　きたむらさとし／絵
   宇野和美／訳
◆四六判（20×14cm) 
◆１60 ページ
◆小学校中学年～
◆定価［本体 1,400 円＋税］

◆ISBN978-4-378-03920-6 ◆ISBN978-4-378-01529-3

先生、ウンチとれました エルビス、こっちにおいで

自分は男と女のまんなかにいる
ホオナニは、いつもそう思っていま
した。ある日、ホウナニは学校の男
子フラチームに参加することに。自
分を信じて、つよく、しっかりと。ホ
オナニはおどります。ハワイの伝統
フラをとおして、主人公が自分の居
場所をつかみとるまでの姿を描い
た、実話にもとづく物語です。

＊全国SLA選定：2021「えほん50」

女、だから、ですか。
父親の借金のせいで、大地主一族の
屋敷の女中になった12歳の少女、ア
マル。自由をうばわれ、教師になる
夢も絶たれる――希望はもう失せた
かにみえた。しかし……
――これは、現代のパキスタンの話。
これが、ジェンダー（社会的性別）
の現実。

マララ・ユスフザイさんに
勇気をもらった作者が、差別や偏見と
闘っているすべての少女たちに送る
応援の物語（エール・ストーリー）。

アイシャ・サイード／作
相良倫子／訳

とら

◆ ヘザー・ゲイル／文　ミカ・ソング／絵　クウレイナニ橋本／訳
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ホオナニは、いつもそう思っていま
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子フラチームに参加することに。自
分を信じて、つよく、しっかりと。ホ
オナニはおどります。ハワイの伝統
フラをとおして、主人公が自分の居
場所をつかみとるまでの姿を描い
た、実話にもとづく物語です。

＊全国SLA選定：2021「えほん50」

女、だから、ですか。
父親の借金のせいで、大地主一族の
屋敷の女中になった12歳の少女、ア
マル。自由をうばわれ、教師になる
夢も絶たれる――希望はもう失せた
かにみえた。しかし……
――これは、現代のパキスタンの話。
これが、ジェンダー（社会的性別）
の現実。

マララ・ユスフザイさんに
勇気をもらった作者が、差別や偏見と
闘っているすべての少女たちに送る
応援の物語（エール・ストーリー）。
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NDC933　国語（外国の文学）

定価（本体3,900円＋税）　　　　　　　◆四六判（20×14㎝）  ◆136～144ページ  ◆ISBN978-4-378-091７５-4

池上彰のニュースに登場する世界の環境問題１期（全５巻）
NDC519　総合学習（環境） 小学校高学年～中学生向け

定価（本体11,500円＋税）                        ◆Ａ４変型（29×22㎝）  ◆各32ページ  ◆ISBN978-4-378-01190-5

池上彰のニュースに登場する世界の環境問題２期（全５巻）
NDC519　総合学習（環境） 小学校高学年～中学生向け

定価（本体11,500円＋税）                           ◆Ａ４変型（29×22㎝）  ◆各32ページ  ◆ISBN978-4-378-01225-4

①気候変動
②水
③食糧
④ゴミ
⑤健康・病気

「持続可能な社会」にむけて、環境問題にどう立ち向かう？

このシリーズの特徴
迫力ある写真が問題の理解を助けます。

ひとつの問題について、賛成と反対両方の意見を紹介。ディベートの授業にも活用できます。

子どもたちにもできる環境への取り組みを
　　　　　　　　　　　　　　提案しています。

解決がせまられる世界中の環境ニュースとその背景をとりあげ
る。これからどのようなことを心がけなくてはならないのか、子ど
もたちに自分自身の問題としてとらえさせるシリーズ。

⑥動物の多様性
⑦人口問題
⑧貧困
⑨公害
⑩エネルギー

未来を変えるために、あなたも行動を！
絶滅の危機にひんする動物、エネルギー問題、公害など毎日のよ
うに世界中から伝えられる環境問題をわかりやすく解説。未来
のためになにができるのかを考えさせるシリーズ第２期。

「気候変動」より

「公害」より

池上彰／監修　稲葉茂勝／訳・文

池上彰／監修　稲葉茂勝／訳・文

（＊）教科書に出てくる本

（＊）

外国の読みものセット「そして少女は」（全2巻）
NDC933　国語（外国の文学・YA） 小学校高学年～

定価（本体 3，500円＋税）                    ◆四六判（20×14㎝）  ◆336～384ページ  ◆ISBN978-4-378-09190-7

たいせつな人へ本をすすめる８つの物語。

「きみが、この本、読んだなら」セット（全2巻）
NDC913　国語（日本の文学） 小学校中学年～高学年向け

定価（本体 2，800円＋税）                       ◆四六判（20×14㎝）  ◆各160ページ  ◆ISBN978-4-378-09188-4

ローレン・ウォーク―輝きのデビュー作／衝撃の第２作！

２つの世界大戦が暗い影を
落とす19 4 3 年、｢オオカミ
谷｣と呼ばれる丘陵地で静
かなくらしを送るわたしの
前に、黒い心を持つ少女が
現れた。―嘘は真実をよ
そおい、 11歳の少女を迷
わせる。 

ローレン・ウォーク／作　中井はるの、中井川玲子／訳

●その年、わたしは
　　　  嘘をおぼえた

児童文学にしてサスペンス。
スリリングなストーリー展開は衝撃の結末へ・・・

2017年ニューベリー賞オナー
ニューヨークタイムズベストセラー

生まれてすぐに海に流され
た少女クロウ。遠い島で燃
える火を見た、十二歳のそ
の日、自分がどこから来たの
か、なぜ流されたのか、突き
とめるときが来たのだと決
心した。―手がかりをもと
めて、クロウは海を越える。

いつも人形をかかえている、ふしぎな同級生のきみへ
友だちにハブられて学校に行きたくない、妹みたいなきみへ
母さんの思いがつまった本を、クラスのみんなときみへ
生命のつながりに気づいた、おさななじみのきみへ
―大切な人へ本をすすめる、４つの物語。

飛行機の話になるとむちゅうになる、となりの席のきみへ
転校して遠くに行ってしまう、ずっとあこがれていたきみへ
さびしさをうめられない、心やさしいきみへ
受験で自分らしさを見失っている、おさななじみのきみへ
―大切な人へ本をすすめる、４つの物語。

●この海を越えれば、
　　　 　　 わたしは

●クロエ・ドール
                    戸森しるこ

● パワーストーン
            おおぎやなぎちか

●『ダレカ』をさがす冒険
                 赤羽じゅんこ

● 図書館と昆虫の森
                   池田ゆみる

● 赤いコードロン・シムーン
                      森川成美

●たそがれ時の魔法
                    高田由紀子

● 走っていくよ
                      松本聰美

● ぬすまれた時間と金色のパン
                      工藤純子

● きみが、この本、読んだなら

　　  ざわめく教室 編
● きみが、この本、読んだなら

　　とまどう放課後 編

たとえそれが、どんなにつらいことだとしても、
知らずにはいられなかった……

せつなく、勇敢な “自分さがし”の冒険ストーリー。
2018年スコット・オデール賞受賞作

実在する本が出てくるので、レファレンスにも役立ちそう…

まだ読んだことのな
い本も

手に取りたくなった
。読者の声

それぞれの物語に個性が
あっておもしろかった。
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ニューヨークタイムズベストセラー

生まれてすぐに海に流され
た少女クロウ。遠い島で燃
える火を見た、十二歳のそ
の日、自分がどこから来たの
か、なぜ流されたのか、突き
とめるときが来たのだと決
心した。―手がかりをもと
めて、クロウは海を越える。

いつも人形をかかえている、ふしぎな同級生のきみへ
友だちにハブられて学校に行きたくない、妹みたいなきみへ
母さんの思いがつまった本を、クラスのみんなときみへ
生命のつながりに気づいた、おさななじみのきみへ
―大切な人へ本をすすめる、４つの物語。

飛行機の話になるとむちゅうになる、となりの席のきみへ
転校して遠くに行ってしまう、ずっとあこがれていたきみへ
さびしさをうめられない、心やさしいきみへ
受験で自分らしさを見失っている、おさななじみのきみへ
―大切な人へ本をすすめる、４つの物語。

●この海を越えれば、
　　　 　　 わたしは

●クロエ・ドール
                    戸森しるこ

● パワーストーン
            おおぎやなぎちか

●『ダレカ』をさがす冒険
                 赤羽じゅんこ

● 図書館と昆虫の森
                   池田ゆみる

● 赤いコードロン・シムーン
                      森川成美

●たそがれ時の魔法
                    高田由紀子

● 走っていくよ
                      松本聰美

● ぬすまれた時間と金色のパン
                      工藤純子

● きみが、この本、読んだなら

　　  ざわめく教室 編
● きみが、この本、読んだなら

　　とまどう放課後 編

たとえそれが、どんなにつらいことだとしても、
知らずにはいられなかった……

せつなく、勇敢な “自分さがし”の冒険ストーリー。
2018年スコット・オデール賞受賞作

実在する本が出てくるので、レファレンスにも役立ちそう…

まだ読んだことのな
い本も

手に取りたくなった
。読者の声

それぞれの物語に個性が
あっておもしろかった。
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エネルギー あなたはどれを選ぶ？（全３巻）
NDC543　社会（エネルギー） 小学校高学年～中学生向け

定価（本体7,800円＋税）                             ◆Ａ４変型（29×22㎝）  ◆各40ページ  ◆ISBN978-4-378-01240-7

エネルギーの種類と特長を考える
限りある地下資源をつかった発電から、再生可能エネルギーによる発電
へ。いままでのエネルギーの利用の歴史と、これからの新しいエネルギ
ーづくりの仕組みや問題点を、未来をになう子どもたちと共に考えます。

岡田久典／監修①これまでのエネルギー
②太陽、風力、地熱エネルギー ③これからのエネルギーと省エネ

自然の生き物から
学ぶ
１章 生き物から学ぶ
テクノロジー　 2章 く
らしに生かす生き物の
テクノロジー

くらしの中の算数がたのしく学べる！

NDC410　算数・数学

とことんやさしい算数使いかたナビ（全3巻）
小学校低学年～中学年向け

定価（本体7,500円＋税）                             ◆A4変型(28×22㎝)  ◆各40ページ  ◆ISBN978-4-378-02470-7

・いろんな形を見つけよう
・三角形って、どんな形？
・辺の数がふえると？
・いろんな形のなぜ？

どうして？ ほか

いろんな図形
くらしで発見!

・いま何時？
・どちらが長い？
・どちらが広い？
・どちらが重い？
・いろいろな単位 ほか
 ※｢1000倍とk（キロ）・m
    （ミリ）の関係｣も説明。

くらしに使おう!
時間と単位

・数ってべんりだね！
・合わせていくつ？
・九九って、どんなもの？
・分けるといくつ？
・分数って、どんなもの？
　　　　　　　   ほか

数と計算
くらしにべんり!

●新学習指導要領のキーワードである〝算数を日
常生活に生かすこと〟を主眼とした構成。小学校
低～中学年の単元を中心に扱っています。

▲「③くらしで発見！ いろんな図形」より

身のまわりにある
いろんな形について
写真絵本のように
たのしく紹介します

NDC519　総合学習・国語

自然に学ぶくらし（全3巻）
小学校中学年～中学生向け

定価（本体8,400円＋税）                             ◆A4変型(28×22㎝)  ◆各48ページ  ◆ISBN978-4-378-02460-8

環境問題解決のヒントは自然にあり！！

森・土・水・環境学習に！！

▲「② 自然のしくみ・力から学ぶ」より

監修：石田秀輝 自然のしくみ・
力から学ぶ
１章 くらしに必要なも
のは自然から　２章 森
林から学ぶ  ３章 土か
ら学ぶ 　４章 水から学
ぶ

自然に学ぶ
これからのくらし
１章 資源をたくさん
使うくらし  ２章 これ
までのくらし方を変え
る　３章 自然を楽し
むくらし　

（＊）教科書に出てくる本

（＊）

豊かな森が
豊かな海を育むことを

理解する！ 動物のからだの特徴や、成長のポイントがつかめます

NDC489　生活科・理科（動物）

どうぶつの赤ちゃんとおかあさん（全8巻）
小学校低学年～中学年向け

定価（本体14,400円＋税）             　　　        　   ◆27×25㎝   ◆各30ページ   ◆ISBN978-4-378-09177-8

動物の赤ちゃんの誕生から、母親が子
育てをする様子、そして、こどもたちが
ひとりだちするまでの成長を、愛らしいす
がたをおさめた写真と、語りかけるような
やさしい文章でえがいています。

●ライオン　●ゴリラ　●チーター
●ヒグマ　●オランウータン
●ラッコ　●ゾウ　●トラ

スージー・エスターハス／著
成島悦雄／監修・訳
黒鳥英俊、宮田桂子、渋谷弘子／訳

NDC583　社会（昔の道具・歴史・伝統工芸）

自然の材料と昔の道具（全４巻）
小学校中学年～中学生向け

定価（本体11,200円＋税）                            ◆A4変型(28×22㎝)  ◆各48ページ  ◆ISBN978-4-378-02450-9

道具につまっている「和」の知恵と技術
昔の人々は、どのように自然の材料の特徴を生かし、どんな工夫をして道具を作り上げてきたのでしょうか。
本シリーズでは、竹、わら、木、和紙から作られた昔の道具を取り上げ、素材の性質、作り方や使われ

ている様子を、ビジュアルでわかりやすく紹介しています。

①竹でつくる
②わらでつくる
③木でつくる
④和紙でつくる

※小学校３年以上の漢字に
　ふりがなをふっています。

深光富士男／著

（＊）教科書に出てくる本

（＊）
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エネルギー あなたはどれを選ぶ？（全３巻）
NDC543　社会（エネルギー） 小学校高学年～中学生向け

定価（本体7,800円＋税）                             ◆Ａ４変型（29×22㎝）  ◆各40ページ  ◆ISBN978-4-378-01240-7

エネルギーの種類と特長を考える
限りある地下資源をつかった発電から、再生可能エネルギーによる発電
へ。いままでのエネルギーの利用の歴史と、これからの新しいエネルギ
ーづくりの仕組みや問題点を、未来をになう子どもたちと共に考えます。

岡田久典／監修①これまでのエネルギー
②太陽、風力、地熱エネルギー ③これからのエネルギーと省エネ

自然の生き物から
学ぶ
１章 生き物から学ぶ
テクノロジー　 2章 く
らしに生かす生き物の
テクノロジー

くらしの中の算数がたのしく学べる！

NDC410　算数・数学

とことんやさしい算数使いかたナビ（全3巻）
小学校低学年～中学年向け

定価（本体7,500円＋税）                             ◆A4変型(28×22㎝)  ◆各40ページ  ◆ISBN978-4-378-02470-7

・いろんな形を見つけよう
・三角形って、どんな形？
・辺の数がふえると？
・いろんな形のなぜ？

どうして？ ほか

いろんな図形
くらしで発見!

・いま何時？
・どちらが長い？
・どちらが広い？
・どちらが重い？
・いろいろな単位 ほか
 ※｢1000倍とk（キロ）・m
    （ミリ）の関係｣も説明。

くらしに使おう!
時間と単位

・数ってべんりだね！
・合わせていくつ？
・九九って、どんなもの？
・分けるといくつ？
・分数って、どんなもの？
　　　　　　　   ほか

数と計算
くらしにべんり!

●新学習指導要領のキーワードである〝算数を日
常生活に生かすこと〟を主眼とした構成。小学校
低～中学年の単元を中心に扱っています。

▲「③くらしで発見！ いろんな図形」より

身のまわりにある
いろんな形について
写真絵本のように
たのしく紹介します

NDC519　総合学習・国語

自然に学ぶくらし（全3巻）
小学校中学年～中学生向け

定価（本体8,400円＋税）                             ◆A4変型(28×22㎝)  ◆各48ページ  ◆ISBN978-4-378-02460-8

環境問題解決のヒントは自然にあり！！

森・土・水・環境学習に！！

▲「② 自然のしくみ・力から学ぶ」より

監修：石田秀輝 自然のしくみ・
力から学ぶ
１章 くらしに必要なも
のは自然から　２章 森
林から学ぶ  ３章 土か
ら学ぶ 　４章 水から学
ぶ

自然に学ぶ
これからのくらし
１章 資源をたくさん
使うくらし  ２章 これ
までのくらし方を変え
る　３章 自然を楽し
むくらし　

（＊）教科書に出てくる本

（＊）

豊かな森が
豊かな海を育むことを

理解する！ 動物のからだの特徴や、成長のポイントがつかめます

NDC489　生活科・理科（動物）

どうぶつの赤ちゃんとおかあさん（全8巻）
小学校低学年～中学年向け

定価（本体14,400円＋税）             　　　        　   ◆27×25㎝   ◆各30ページ   ◆ISBN978-4-378-09177-8

動物の赤ちゃんの誕生から、母親が子
育てをする様子、そして、こどもたちが
ひとりだちするまでの成長を、愛らしいす
がたをおさめた写真と、語りかけるような
やさしい文章でえがいています。

●ライオン　●ゴリラ　●チーター
●ヒグマ　●オランウータン
●ラッコ　●ゾウ　●トラ

スージー・エスターハス／著
成島悦雄／監修・訳
黒鳥英俊、宮田桂子、渋谷弘子／訳

NDC583　社会（昔の道具・歴史・伝統工芸）

自然の材料と昔の道具（全４巻）
小学校中学年～中学生向け

定価（本体11,200円＋税）                            ◆A4変型(28×22㎝)  ◆各48ページ  ◆ISBN978-4-378-02450-9

道具につまっている「和」の知恵と技術
昔の人々は、どのように自然の材料の特徴を生かし、どんな工夫をして道具を作り上げてきたのでしょうか。
本シリーズでは、竹、わら、木、和紙から作られた昔の道具を取り上げ、素材の性質、作り方や使われ

ている様子を、ビジュアルでわかりやすく紹介しています。

①竹でつくる
②わらでつくる
③木でつくる
④和紙でつくる

※小学校３年以上の漢字に
　ふりがなをふっています。

深光富士男／著

（＊）教科書に出てくる本

（＊）
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NDC933・949　国語（外国の文学） 小学校高学年～中学生向け

定価（本体4，300円＋税）                                                                               ◆ISBN978-4-378-09182-2

みんなとちがうのって、いけないことなの？

LGBT、宗教、障がい・・・・

インクルーシブ教育応援読みものセット（既3巻）

イスラム改革後のイランの首都テヘラン。
名門女子中・高等学校に通う裕福な家
の一人娘15歳のファリンはたいくつな
日々を送っていた。ところが、美しい少
女サディーラがクラスに転入してきて、い
つしか二人は愛し合うことに……。

ジュディスは小学校五年生の女の子。小
さな島で、伯母とくらしている。ジュディス
はおさないころ、母親にすてられ、しゃ
べることができなくなった。
そんな彼女を、伯母はジュビリー「最高
の喜び」と呼ぶ。

毎週金曜日はプールの日。でも、東アフ
リカの国ソマリアからスウェーデンに越
してきた女の子ファドマは、いつも見学
です。男の子と女の子がいっしょにプー
ルに入るのは両親が許さないから。でも
見てるだけではつまらない……。

自分はみんなとちがうのではないか……
あの人は、ちょっとちがうのではないか……
個性とは？　みんなとは？　そんなことを
考えるきっかけになるかもしれません。

●九時の月

● わたしも水着をきてみたい

●ジュビリー

森川 成美・おおぎやなぎ ちか・赤羽 じゅんこ・松本 聰美／作　黒須 高嶺／絵

NDC913　国語（日本の文学） 小学校中学年～高学年向け

定価（本体2，800円＋税）                       ◆四六判（20×14㎝）  ◆各192ページ  ◆ISBN978-4-378-09181-5

いま、４人それぞれの思いをかけたビブリオバトルの幕があがる―

なみきビブリオバトル・ストーリーシリーズ（全２巻）

11月３日、並木図書館のビブリオバトルに４人の小学生が集まった。
シュートを決めるようにカッコよくチャンプ本をとりたい修。
ペットショップの子犬の現状を伝えたいと願うアキ。
恋バナの主人公へのあこがれを胸にゆれとまどう玲奈。
ケンカ中の修にどうしてもわかってほしいことがある陸。

●なみきビブリオバトル・ストーリー  ―本と４人の深呼吸

●なみきビブリオバトル・ストーリー２
                          ―決戦は学校公開日

11月18日、並木小学校は熱気につつまれていた。
この日は学校公開日。四年二組でビブリオバトルがおこなわれるのだ。

「今度はぜったい、うそのチャンプ本なんていわせない」と珊瑚。
「これも忍者になるため、なにごとも修行だ」と吉樹。

「だって、どうしても、本のことで負けたくないんだもん」とセイラ。
「伝えたいことあるんだ、おねえちゃんのリベンジじゃない」と碧人。

４人の思いはとどくのか――
いま、ビブリオバトルがおもしろい……
４人の作家が、４人の子どもたちの思いを
読者にとどけます。

（＊）

（＊）

（＊）教科書に出てくる本

（＊）教科書に出てくる本

NDC913　国語（日本の文学） 小学校中学年～高学年向け

定価（本体２，600円＋税）                    ◆四六判（20×14㎝）  ◆160～168ページ  ◆ISBN978-4-378-09180-8

はじまりは本との出会い―
● 坂の上の図書館

●川のむこうの図書館

はじまりは、あの図書館（全2巻）

池田ゆみる／作　羽尻利門／絵

　小学五年生の春菜が暮らすことになったのは自立支援センター「あけぼの住宅」。そのとなり
には市民図書館があった。……友人や司書、本との出会いが春菜を少しずつ変えていく。

「この本借りたい人？」 読み聞かせをしていた女の人が、小さい子たちを
見まわした。
「はい！」とわたしは、思わず手をあげた。自分でも驚くほど大きな声で。
　このときわたしは、生まれてはじめて図書館で本を借りた。

▼『坂の上の図書館』より

「図書館は好きじゃないんだ」
竜司は図書館にいやな思い出がある。卒業前の自由
研究で、いっしょの班になった美紀、悠人と近所の遺
跡を調べることに。
　図書館へ通いながら、調べ学習を進めるうちに、い
つしか竜司の中で何かが変わっていく―

学校や図書館でビブリオバトルを開催したい方、必読！

マンガでわかるビブリオバトルに挑戦！
NDC019　読書活動

定価（本体1,200円＋税）                              ◆A5判（21×15㎝）  ◆104ページ  ◆ISBN978-4-378-02228-4

中学生のアカネたちは、春休み、謎の男のすすめで、本を紹介し合うゲーム「ビ
ブリオバトル」に挑戦することに。アカネはゲームを何度も繰り返すうち、ビブリ
オバトルの不思議な魅力に気づきはじめる。
一方、友人のヒロトが通う中学校でもビブリオバトルが行われていたが……

谷口忠大／マンガ原案・監修
沢音千尋／マンガ　粕谷亮美／文

ルール、効果的な導入方法や注意したい点な
どが、マンガで分かります。
授業などで行う場合の疑問や心配をすっきり
解消するQ＆Aも充実！

▲具体的にイメージしやすい物語で構成

「ビブリオバトル」は、国語科、英語科や
情報科など様々な授業、校内イベントな
どで取り組まれ、中学、高校生の全国大
会も開催されて話題となっています。

学校・図書館で成功させる
活用実践ガイド

小学校高学年～一般向け
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NDC933・949　国語（外国の文学） 小学校高学年～中学生向け

定価（本体4，300円＋税）                                                                               ◆ISBN978-4-378-09182-2

みんなとちがうのって、いけないことなの？

LGBT、宗教、障がい・・・・

インクルーシブ教育応援読みものセット（既3巻）

イスラム改革後のイランの首都テヘラン。
名門女子中・高等学校に通う裕福な家
の一人娘15歳のファリンはたいくつな
日々を送っていた。ところが、美しい少
女サディーラがクラスに転入してきて、い
つしか二人は愛し合うことに……。

ジュディスは小学校五年生の女の子。小
さな島で、伯母とくらしている。ジュディス
はおさないころ、母親にすてられ、しゃ
べることができなくなった。
そんな彼女を、伯母はジュビリー「最高
の喜び」と呼ぶ。

毎週金曜日はプールの日。でも、東アフ
リカの国ソマリアからスウェーデンに越
してきた女の子ファドマは、いつも見学
です。男の子と女の子がいっしょにプー
ルに入るのは両親が許さないから。でも
見てるだけではつまらない……。

自分はみんなとちがうのではないか……
あの人は、ちょっとちがうのではないか……
個性とは？　みんなとは？　そんなことを
考えるきっかけになるかもしれません。

●九時の月

● わたしも水着をきてみたい

●ジュビリー

森川 成美・おおぎやなぎ ちか・赤羽 じゅんこ・松本 聰美／作　黒須 高嶺／絵

NDC913　国語（日本の文学） 小学校中学年～高学年向け

定価（本体2，800円＋税）                       ◆四六判（20×14㎝）  ◆各192ページ  ◆ISBN978-4-378-09181-5

いま、４人それぞれの思いをかけたビブリオバトルの幕があがる―

なみきビブリオバトル・ストーリーシリーズ（全２巻）

11月３日、並木図書館のビブリオバトルに４人の小学生が集まった。
シュートを決めるようにカッコよくチャンプ本をとりたい修。
ペットショップの子犬の現状を伝えたいと願うアキ。
恋バナの主人公へのあこがれを胸にゆれとまどう玲奈。
ケンカ中の修にどうしてもわかってほしいことがある陸。

●なみきビブリオバトル・ストーリー  ―本と４人の深呼吸

●なみきビブリオバトル・ストーリー２
                          ―決戦は学校公開日

11月18日、並木小学校は熱気につつまれていた。
この日は学校公開日。四年二組でビブリオバトルがおこなわれるのだ。

「今度はぜったい、うそのチャンプ本なんていわせない」と珊瑚。
「これも忍者になるため、なにごとも修行だ」と吉樹。

「だって、どうしても、本のことで負けたくないんだもん」とセイラ。
「伝えたいことあるんだ、おねえちゃんのリベンジじゃない」と碧人。

４人の思いはとどくのか――
いま、ビブリオバトルがおもしろい……
４人の作家が、４人の子どもたちの思いを
読者にとどけます。

（＊）

（＊）

（＊）教科書に出てくる本

（＊）教科書に出てくる本

NDC913　国語（日本の文学） 小学校中学年～高学年向け

定価（本体２，600円＋税）                    ◆四六判（20×14㎝）  ◆160～168ページ  ◆ISBN978-4-378-09180-8

はじまりは本との出会い―
● 坂の上の図書館

●川のむこうの図書館

はじまりは、あの図書館（全2巻）

池田ゆみる／作　羽尻利門／絵

　小学五年生の春菜が暮らすことになったのは自立支援センター「あけぼの住宅」。そのとなり
には市民図書館があった。……友人や司書、本との出会いが春菜を少しずつ変えていく。

「この本借りたい人？」 読み聞かせをしていた女の人が、小さい子たちを
見まわした。
「はい！」とわたしは、思わず手をあげた。自分でも驚くほど大きな声で。
　このときわたしは、生まれてはじめて図書館で本を借りた。

▼『坂の上の図書館』より

「図書館は好きじゃないんだ」
竜司は図書館にいやな思い出がある。卒業前の自由
研究で、いっしょの班になった美紀、悠人と近所の遺
跡を調べることに。
　図書館へ通いながら、調べ学習を進めるうちに、い
つしか竜司の中で何かが変わっていく―

学校や図書館でビブリオバトルを開催したい方、必読！

マンガでわかるビブリオバトルに挑戦！
NDC019　読書活動

定価（本体1,200円＋税）                              ◆A5判（21×15㎝）  ◆104ページ  ◆ISBN978-4-378-02228-4

中学生のアカネたちは、春休み、謎の男のすすめで、本を紹介し合うゲーム「ビ
ブリオバトル」に挑戦することに。アカネはゲームを何度も繰り返すうち、ビブリ
オバトルの不思議な魅力に気づきはじめる。
一方、友人のヒロトが通う中学校でもビブリオバトルが行われていたが……

谷口忠大／マンガ原案・監修
沢音千尋／マンガ　粕谷亮美／文

ルール、効果的な導入方法や注意したい点な
どが、マンガで分かります。
授業などで行う場合の疑問や心配をすっきり
解消するQ＆Aも充実！

▲具体的にイメージしやすい物語で構成

「ビブリオバトル」は、国語科、英語科や
情報科など様々な授業、校内イベントな
どで取り組まれ、中学、高校生の全国大
会も開催されて話題となっています。

学校・図書館で成功させる
活用実践ガイド

小学校高学年～一般向け
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* ……新刊（2021 年 3 月 1 日以降に発行された本）
定価は本体価格＋税／すべてのセットは分売可

2
2
3
3
4
5
6
7
8
8
9
9
9
9

10
10
11
11
12
12
13
13
13
14
14
15
15
16

*
*

*
*

掲載頁              シリーズ名／書名                                                                巻数          本体価格　    ISBN978-4-378-　　備考（注文数など）
タブレット・チルドレン
アフガニスタンのひみつの学校　ほんとうにあったおはなし

＃マイネーム
サステナブル・ビーチ
はかって、へらそう CO2  1.5℃大作戦
目で見る SDGs 時代に知っておきたいこと
知ってる？  アップサイクル
身近でできるＳＤＧｓ エシカル消費
知っていますか？　ＳＤＧｓ
ＳＤＧｓ絵本「世界からの声」
ホオナニ、フラおどります
囚われのアマル
先生、ウンチとれました
エルビス、こっちにおいで
きみが、この本、読んだなら
外国の読みものセット「そして、少女は」
池上彰のニュースに登場する世界の環境問題／１期
池上彰のニュースに登場する世界の環境問題／２期
自然に学ぶくらし
とことんやさしい算数使いかたナビ
自然の材料と昔の道具
どうぶつの赤ちゃんとおかあさん
エネルギー あなたはどれを選ぶ？
なみきビブリオバトル・ストーリーシリーズ
インクルーシブ教育応援読みものセット
はじまりは、あの図書館
マンガでわかるビブリオバトルに挑戦！
ビブリオバトルを楽しもう

単行本
単行本
単行本
単行本
全 2 巻
全 2 巻
全 2 巻
全 3 巻
単行本
全 2 巻
単行本
単行本
単行本
単行本
全 2 巻
全 2 巻
全 5 巻
全 5 巻
全 3 巻
全 3 巻
全 4 巻
全 8 巻
全 3 巻
全 2 巻
全 3 巻
全 2 巻
単行本
単行本

1,400 円
1,500 円
1,400 円
1,400 円
4,800 円
6,000 円
5,000 円
7,500 円
2,500 円
3,000 円
1,500 円
1,600 円
1,400 円
1400 円
2,800 円
3,500 円

11,500 円
11,500 円

8,400 円
7,500 円

11,200 円
14,400 円
7,800 円
2,800 円
4,300 円
2,600 円
1,200 円
1,700 円

01559-0
01530-9
01558-3
01557-6
04180-3
09191-4
01220-9
02490-5
02480-6
09189-1
04160-5
01528-6
03920-6
01529-3
09188-4
09190-7
01190-5
01225-4
02460-8
02470-7
02450-9
09177-8
01240-7
09181-5
09182-2
09180-8
02228-4
02227-7

お名前（学校・図書館名など） 書店名・印さ・え・ら書房
東京都新宿区市谷砂土原町３－１
　〒162-0842  Tel.03-3268-4261　

Fax.03-3268-4262

ビブリオバトルは、小学生から大人までできる、た
のしい〈本の紹介コミュニケーションゲーム〉で
す。
ゲームのルールや魅力、教育現場での効果的
な活用方法などを、子どもたちと司書とのやりとり
で紹介します。子どもたちはもちろん、授業など
への導入を考えている先生や学校司書、図書
館司書の方も活用できる情報が満載です。

▲小・中学校、公共図書館での実践例を掲載

谷口忠大／監修　粕谷亮美／文　しもつきみずほ／絵

学校で、図書館で、お気に入りの本を紹介しあおう！

ビブリオバトルを楽しもう　ゲームで広がる読書の輪
NDC019　国語（読書活動） 小学校高学年～一般向け

定価（本体1,700円＋税）                                ◆B5判（26×19㎝）  ◆64ページ  ◆ISBN978-4-378-02227-7

https://www.saela.co.jp/

公共・学校図書館向け
特選ブックガイド2022－2023 もくじ
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