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父親が息子に伝える

森浩美 著

の大切なこと

訳﹄
の森浩美が贈る
〝すべてのお父さん必読〟
の一冊︒

あいさつの大切さ︑
友達のこと︑
命の重さ⁝︑﹃ 家族の言い

時に海を見よ

渡辺憲司 著

卒業生へのメッセージが﹁心を揺さぶる﹂と話題になった校

長先生が書き下ろした﹁3. ﹂後を生きるための言葉︒

地震のおこる可能性は︑
モシモではなくイツモ︒大地震

キモチの防災マニュアル
地震イツモプロジェクト 編・著／寄藤文平 絵

を経験した人たちの知恵と工夫を集めた防災ガイド︒

鉄は魔法つかい

畠山重篤 著／スギヤマカナヨ 絵

り出している﹁鉄﹂
の不思議をわかりやすくひもときます︒

﹁鉄﹂はいろんな顔を持っています︒地球をつくり︑
命を作

もっとくらべる図鑑

加藤由子︑馬場悠男︑小野展嗣ほか 監修・指導

ながらくらべてみましょう︒新しい発見に出会えます

﹁くらべる﹂ことは知識を実感に変えること︒楽しみ

経済のこと よくわからないまま

社会人になってしまった人へ │増補改訂版│

経済の基礎知識を池上さんが徹底解説！ 経済オンチが

池上彰 著

解消し︑世の中のしくみやお金との付き合い方がわかる！

政治のこと よくわからないまま

池上彰 著

社会人になってしまった人へ │増補改訂版│

割などをわかりやすく解説︒ひとめでわかる図解も満載︒

大人気！ 池上彰さんが︑国会や選挙のしくみ︑各省庁の役

うまれてきてくれてありがとう

にしもとよう ぶん／黒井健 え

生まれてくるためにお母さんを探す赤ちゃんの物語︒命

が誕生する奇跡︑大切な絆を親子で分かちあえる絵本︒

お江戸あやかし物語

つくろいものやはじめます

江戸の町にある小さな店︒そこは︑
裁縫箱の中身があや

水沢いおり 作／石橋富士子 絵

かしとなって始めた店でした︒楽しいお話四編を収録︒

ともだちまねきねこ

松本 聰美 作／白土あつこ 絵

会いたい人をよびよせる︑
ふしぎなまねきねこ︒おねが

いしたら︑すてきなともだちも︑
まねいてくれるかな︒

ヒミツノキズナ

ぼくたちは秘密基地をつくった

五人組が秘密基地を作ってプール・遊園地・お祭りで仲

木堂椎 文／HERO 絵

良く遊ぶ⁝︑
友情っていいなと思える青春ストーリー！

小公女

フランシス・ホジソン・バーネット 作／ エセル・フランクリン・ベッツ 画／ 高楼方子 訳

想像力をいっぱいに働かせ︑
気高く果敢に生きる少女セー

ラ︒読み継がれた古典が︑
新たな訳文を得て蘇ります︒

魔法の庭ものがたり

わがまま姫と魔法のバラ

あんびるやすこ 作・絵

秋に春の花をほしがる︑
わがままな女の子がスーのホテ

ルに宿泊︒困ったスーはジャレットに相談しますが⁝︒

http://www.e-hon.ne.jp

週刊 かがくる 改訂版

310mm×230mm
32頁 1365円

子供達の疑問に答える科学百科︒新学習指導要領対応︒

256mm×195mm
32頁 1260円

﹁空はなぜ青いの？﹂﹁傷はどうして治るの？﹂など︑

著／韓賢東 絵

干潟のサバイバル ２
ゴムドリ

200mm×140mm
120 頁 1365円
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四六判
188頁 1260円

A4判変型
36頁 500円
A5判
256頁 1890円
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人気の科学漫画サバイバルシリーズ最新刊︒潮の満ち引
きなどの解説を交え︑楽しみながら知識も身に付く！

ほげちゃん
やぎたみこ 作
おでかけの日に置いてけぼりにされたぬいぐるみのほげ
人気の楽しい絵本︒
ちゃんは︑
家の中で大あばれ！ 今︑

犬たちをおくる日
この命︑灰になるために生まれてきたんじゃない
今西乃子 著／浜田一男 写真
犬たちの命を救うために奮闘する動物愛護センター職員
の日常を追い︑
命の尊さを問う感動ノンフィクション︒

しげちゃん
室井滋 作／長谷川義史 絵
室井滋の名前にまつわるユーモラスなエピソードを︑
長

１・２年生

谷川義史が人情味豊かにおおらかに描いた話題の絵本！

新・どの本よもうかな？
日本子どもの本研究会 編

小学校低学年向きのすぐれた本１５０点を厳選︑紹介し

世紀NEWS

たブックガイド︒他に３・４年生／５・６年生の巻も刊行︒

そうだったのか！
池上彰 著

東日本大震災と福島原発事故⁝︒世界情勢を徹底解説！

アメリカ同時多発テロからビンラディン殺害︑
3・

たかこ
清水真裕 文／青山友美 絵
平安貴族の格好をした世にも奇妙な転校生﹁たかこ﹂に
話題騒然！ 期待の新人作家のデビュー作です︒

宇宙の迷路
香川元太郎 作・絵／縣秀彦 監修
﹁宇宙ステーション﹂﹁土星のリング﹂などにある迷路
を通り抜け︑かくし絵をみつけよう︒迷路絵本第８弾︒

ぼくのトイレ
鈴木のりたけ 作・絵

トランポリントイレ⁝⁝こんなトイレ︑
あったらいいな！

ルーレットイレにロケットイレ︑
すべりだいトイレ︑

黒ネコジェニーのおはなし

ジェニーとキャットクラブ
エスター・アベリル 作・絵／松岡享子︑張替惠子 共訳

入れません︒
でも︑
ご主人がスケート靴をくれて⁝⁝︒

なにも特技のない黒ネコのジェニーはキャットクラブに

十歳のきみへ 九十五歳のわたしから
日野原重明 著
今年で百歳になる著者が家族の温かさ︑平和の尊さを
やさしく語りかけ︑命の大切さを考えるロングセラー︒

にほんよいくに
葉室賴昭 著
自然への畏敬の念︑生きるための知恵を今︑家族みんな

！
！

全国書店
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● 価格はすべて税込みです。
●
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で培ってほしい︒春日大社元宮司からのメッセージ︒
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