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1.　算数の探険（全10巻）
遠山　啓／著
対象：小学校低学年以上〜
定価（税込）39,600円
割引価格（税込）31,680円
理数離れの危惧が叫ばれ、

算数が「暗記科目」と考られ
る現代において、子供が算数
の良書に出会える絶好の機会
です。
シリーズ全体にわたり、

「学び」と「遊び」とを一致させることをめざして作られており、読み進めて
いくうちに、自然に考える力が身につくシリーズです。

2.　さんすうだいすき（全10巻）
遠山　啓／著
対象：３才〜小学校低学年
定価（税込）26,400円
割引価格（税込）21,120円
算数の基礎の基礎を楽しんで

学べます。
絵や図を楽しみながら自然に

算数の準備ができるよう、ゆっ
くり進みます。
子どもがもちやすい疑問を研

究し、どの子にも理解できるよ
うにつくられた絵本です。

3.　こくごだいすき（全８巻・別巻１）
江口季好　ほか／編著
定価（税込）23,760円
割引価格（税込）19,008円
やさしい「こくご」の知育絵本！

子どもが文字に興味をもちはじめ
る３・４才から小学生低学年まで、
ことばの発達段階に合わせて、ゆ
っくりと楽しみながら国語の基礎
力をつける学習シリーズです。

4.　�どっちを選ぶ？クイズで学ぶ！　感染症サバイバル　
（全３巻）

岡田晴恵／著
定価（税込）9,900円
割引価格（税込）7,920円
感染症にかかった時の対処法

や注意点などを、クイズ形式で学
べます。時系列に沿って出題して
いるため、感染症が発症してから
治るまでの流れを体感しやすく
なっています。マンガやイラスト
を豊富に掲載し、オールカラー・
総ルビの紙面で、やさしく感染症
の知識を身につけられます。

5.　感染症キャラクターえほん　第１期（全５巻）
岡田晴恵／文
定価（税込）11,000円
割引価格（税込）8,800円
個性的な感染症キャラクターた

ちが、えほんのなかをいきいきと動
いて、病気のうつり方や症状、予防
法などを解説するから、楽しみなが
ら学べます。巻末には、保護者に向
けて、感染症のくわしい解説や予防
法・対処法を収録。第１期は１巻・
インフルエンザ、２巻・O157、３
巻おたふくかぜ、４巻ノロウイルス
感染症などを収録しています。

6.　感染症キャラクターえほん　第２期（全５巻）
岡田晴恵／文
定価（税込）11,000円
割引価格（税込）8,800円
個性的な感染症キャラクターた

ちが、えほんのなかをいきいきと
動いて、病気のうつり方や症状、予
防法などを解説するから、楽しみ
ながら学べます。巻末には、保護
者に向けて、感染症のくわしい解
説や予防法・対処法を収録。第２
期は６巻水ぼうそう、７巻サルモ
ネラ感染症、８巻手足口病、９巻
プール熱などを収録しています。

申 し 込 み 方 法

本会ホームページ（会員サービス：http://www.zenken.com/service/kyouyou/kyouyou.html）より、申込用紙を
ダウンロードしてください。
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7.　地図っておもしろい！（全４巻）
早川明夫／監修
定価（税込）14,080円
割引価格（税込）11,264円
さまざまな角度から網羅した

地図の知識を紹介し、だれでも
楽しく地図をつくったり読んだ
りできるようになるシリーズ。
方位や地図記号など小学校の教
科書にそった基本的な地図の知
識から、地図の種類や歴史、作
られ方にまで展開しています。

8.　はたらく　じどう車　くらべ（全６巻）
国土社編集部／編
定価（税込）16,500円
割引価格（税込）13,200円
身近なはたらく自動車どうしを

くらべながら、自動車のしくみと
はたらきを学べるシリーズ。自動
車の前・横・後ろの外観からわか
る特色を紹介しながら、運転席や
車内などもくらべていく。さまざ
まなおもしろい機能も登場。小学
１年国語の調べ学習に最適です。

9.　新　都道府県クイズ（全６巻）
北　俊夫／監修
定価（税込）18,480円
割引価格（税込）14,784円
地元の先生方がそれぞれの県の

おもしろクイズを多数出題、解説
しています。各都道府県の名称や
位置、お国じまんやゆかりの人物、
なんでもNo.1、トリビアをはじめ、
郷土学習、産業、歴史など、社会
科を中心とした多角的な学習に最
適です。

10.　行ってみよう！社会科見学（全４巻）
国土社編集部／編
定価（税込）13,200円 
割引価格（税込）10,560円
社会科見学・校外学習で訪れる施

設を取材に基づく写真とイラスト
でわかりやすく解説。施設・構造だ
けでなく、社会的役割、歴史、そこ
で働く人々の仕事など、幅広く展開。
健康な生活や良好な生活環境・安全
なくらしの単元や社会科見学の事
前学習に役立ちます。

11.　全競技がわかる！　知って楽しい！
　　�オリンピック・パラリンピック（全３巻）
日本オリンピック・アカデミー／監修　国土社編集部／編
定価（税込）12,210円 
割引価格（税込）9,768円
2021年に開催されるオリンピック・

パラリンピック東京大会の全競技を、
簡単にわかりやすく、迫力ある写真と
ともに解説するシリーズ。各競技の基
本的なルールや見どころ、歴史、トリ
ビアなど、知って楽しい注目ポイント
をコンパクトに紹介します。

12.　冬季オリンピック・パラリンピック
　　�冬のスポーツを楽しむ本（全２巻）
日本オリンピック・アカデミー／監修　国土社編集部／編
定価（税込）8,140円 
割引価格（税込）6,512円
2022年に開催される冬季オリンピッ

ク・パラリンピック。その全競技を簡
単にわかりやすく、迫力ある写真やイ
ラストとともに解説するシリーズ。各
競技の基本的なルールや見どころ、歴
史や技、トリビアなど、知って楽しい
ポイントをコンパクトに紹介します。

13.　なぁにくそ！　嘉納治五郎と
　　�幻の東京オリンピック（全１巻）
藤堂良明／著　大森眞司／絵
定価（税込）3,080円
割引価格（税込）2,464円
柔道の創始者・嘉納治五郎は身長１m64cm。

アジア初の国際オリンピック委員。子ども時
代につちかわれた「なぁにくそっ！」の精神
で、数々の偉業を成しとげた嘉納治五郎だが、
幼少期から亡くなるまでのエピソードをたど
ることで、労苦や人間味にあふれる姿も浮か
び上げていく。

14.　大研究�動物うんこ図鑑（全１巻）
国土社編集部／編
定価（税込）4,180円
割引価格（税込）3,344円
うんこってなんだろう？
本書では動物うんこの大切さを解説し、子

ども達に向けて「恥ずかしがらずに健康なう
んこをしよう！」と呼びかけるとともに、動
物園の飼育係の方が撮影した動物たちの健
康なうんこを多数掲載。動物学的にも貴重な
資料です。

15.　ふしぎ！　光る生きもの大図鑑
　　�【７月下旬発売新刊】（全１巻）
近江谷克裕／著　小江克典／著
定価（税込）3,960円 
割引価格（税込）3,168円
ホタルやクラゲ、きのこ、そして深海生物

まで、光を発するさまざまな生きものたちの
生態に貴重な写真で迫る美しい図鑑。何のた
めに光り、どのような仕組みで光るのか、発
光の謎を解き明かします。

16.　バイバイばいきんさんシリーズ【４月発売新刊】
　　�（全４巻）
たかいよしかず／作・絵
定価（税込）4,400円 
割引価格（税込）3,520円
①てあらいのまき②うがいのまき③マ

スクのまき④はみがきのまき　各巻では
どのようにバイキンさんとバイバイする
のでしょうか？感染症や病気の感染拡大
予防に最も効果がある基本的な取り組み
を、子どもたちにやさしく伝える幼年絵
本です。
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17.　せんろはつづくシリーズ（全３巻）
竹下文子／文　鈴木まもる／絵
対象：２〜６才
定価（税込）3,960円
割引価格（税込）3,168円
絵本から広がる遊びと

想像力の世界。「どうしよ
う？」考えながらみんな
で協力して、線路をつな
ぎ列車を走らせる人気の
絵本シリーズです。

18.　バートンののりものえほん（全４巻）
バイロン・バートン／作・絵　こじままもる／訳
対象：０〜３才
定価（税込）3,344円
割引価格（税込）2,675円
幼児がはじめて出会うのりもの絵

本として、イタリアやイギリスなど
世界各国で翻訳されている人気シリ
ーズ。カラフルな色づかいとリズム
感あるページ運びが子供たちの目を
ひきつけます。①でんしゃ②とらっ
く③ふね④ひこうき

19.　やさしくわかる　びょうきのえほん（全５巻）
石塚修ほか／文　桑原博史ほか／監修
対象：３〜８才
定価（税込）7,150円
割引価格（税込）5,720円
風邪などの感染症やアレルギ

ーなど、子どもにとって身近な
病気をわかりやすく紹介します。
病気について知り、自分の体へ
の関心を深める入門書シリーズ
です。

20.　やさしくわかる　ぼうさい・ぼうはんのえほん（全５巻）
せべまさゆき／絵　国崎信江／監修
WILLこども知育研究所／編著
対象：３〜８才
定価（税込）7,150円
割引価格（税込）5,720円
子どもたちの身のまわりで起き

る災害や犯罪、危険なことをとり
あげ、その対策をまとめた防災・
防犯の知識絵本です。親子で、学
校で、子どもと大人が繰り返し一
緒に読むことで、防災・防犯について考え備えることができるシリーズです。

21.　すすめ！きゅうじょたいシリーズ（全３巻）
竹下文子／文　鈴木まもる／絵
対象：２〜６才
定価（税込）4,070円
割引価格（税込）3,256円
ショベルカー、ダンプカー、

高所作業車、ホイルローダー、
クレーン車、ヘリコプターが
登場し、困っている人や動物
たちを助けます。

22.　やさしいからだのえほん（全５巻）
香坂隆夫ほか／監修　対象：４〜７才
定価（税込）6,600円
割引価格（税込）5,280円
「ひとのからだってどうな

ってるの？」という疑問にイ
ラストや写真を使ってやさし
く答えます。内臓や骨など体
の各部の名称や働きもわかり
やすく解説。子どもたち自身
が、自分の体を大切にしよう
とする気持ちを育てます。

23.　げんきをつくる食育えほん（全５巻）
吉田隆子／作
対象：４〜７才
定価（税込）7,150円
割引価格（税込）5,720円
食べ物を赤・黄・緑・白の４

色のグループに分け、それぞれ
の栄養やはたらきをイラストで
わかりやすく紹介。食べること
の楽しさとバランスのとれた食
事の大切さを伝え、体に良い食
べ物を選ぶ目を育てます。

24.　恐竜えほんシリーズ（全３巻）
柏崎義明／絵
久保田克博、青塚圭一／監修
対象：３〜７才
定価（税込）4,290円
割引価格（税込）3,432円
迫力満点の恐竜バトルを楽し

みながら、恐竜たちの世界を知
ろう！最新の学説に基づく図鑑
ページ付きです。

25.　いもとようこの日本むかしばなし（全12巻）
いもとようこ／文・絵
対象：３〜７才
定価（税込）18,480円
割引価格（税込）14,784円
　人として大切なことを私た
ちに伝え続ける、人気の日本
昔話シリーズです。

26.　いもとようこの日本むかしばなし　行事編（全４巻）
いもとようこ／文・絵
対象：３〜７才
定価（税込）6,160円
割引価格（税込）4,928円
日本の伝統的な四行事

にまつわるお話を、美し
いはり絵でお贈りします。


