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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.　�ヒーロー＆ヒロインと出会う！名作読書きっかけ大図鑑
全３巻

本田和子／監修
定価（税込）11,880円
割引価格（税込）9,504円
モモ、ロビンソン・クルーソー、

星の王子様、坊ちゃん……。
日本と世界の名作・話題作60点を、

ヒーロー・ヒロインから描く作品ガ
イド。ヒーロー・ヒロインの人物像、
物語の一場面、おもな登場人物や作
品中に出てくるアイテムなどもイラ
ストで紹介。作品・作家データ、読
むポイントもあり読書を助けます。

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.　えほん・ようかいむら　第３期（全４巻）
たかいよしかず／作・絵
定価（税込）6,600円
割引価格（税込）5,280円
かわいい妖怪たちが大活躍す

る「えほん・ようかいむら」シ
リーズの今年の新作！　「しと
しとあめふり」ではようかいむ
らの梅雨のひとこまを。すてき
な音楽をかなでると何かがおこ
るという「ずんちゃかおんがく
かい」。「にこにこまめまき」ではちょっとしたトラブルが発生！？　「ふしぎと
しょかん」の館長は不思議な力をつかって…。

8.　国土社の2022年読み物新刊セットA（全４巻）
島村木綿子、上條さなえ、西村さとみ、赤羽じゅんこ
定価（税込）5,940円
割引価格（税込）4,752円
「シェフでいこうぜ！」お父

さんをはげまそうと、てびち作
りに挑戦する。「那木野、伝説の
森で」那木野の森とご神体を守
るミステリアスなお話など読書
が苦手でも楽しむことができる
作品を揃えました。

9.　国土社の2022年読み物新刊セットB（全５巻）
ミロ・ガヴラン、千野境子、横田明子、森川成美、山口　理
定価（税込）7,920円
割引価格（税込）6,336円
90歳まで絵筆を執った葛飾北

斎の人物像、孫から聞かれたが
話すことができない被爆の体験、
母親の価値観に縛られた子ども
たちの物語など読書好きのみな
らず読んで学ぶことのできるシ
リーズです。

10.　理科がすきになる！　わくわく自由研究（全５巻）
辻　健／監修
定価（税込）16,500円 
割引価格（税込）13,200円
この本には、自由研究を自分で

やってみたり、つくってみたりしな
がら考えるコツがたくさんのって
います。テーマになる身近な疑問の
さがし方、予想や計画の立て方、ま
とめるポイントも紹介。理科の授業で習う単元の内容をとらえながら、さら
に発展させ、自身で挑戦するなかで、おどろきやよろこびに出会うきっかけ
になる一冊。

11.　謎解きカフェの事件レシピ　ゆめぐるま（全３巻）
田村理江／作　pon-marsh／絵
定価（税込）2,970円 
割引価格（税込）2,376円
読書が苦手な小学４年・５年の

女の子でも、気軽に読めるライト
ミステリー。１巻に２話を収録し、
それぞれの物語のテーマは国際
理解・いじめ・恋愛など、さまざ
ま。しかし、登場人物のキャラク
ターが等身大なので、重苦しくな
く楽しめるシリーズ。

12.　休み時間で完結　パステルショートストーリー（全２巻）
堀米薫、おおぎやなぎちか／作　ao／絵
定価（税込）2,200円 
割引価格（税込）1,760円
ゾクッとする不気味な物語から

心がホカホカに温まる物語まで、小
学校中学年〜高学年向け本格的な
短編集のシリーズ。堀米薫による第
１弾のテーマは「夕ぐれ時」。おお
ぎやなぎちかによる第２弾のテー
マは「木」。本を読む経験が少ない小学生でも休み時間にサクッと読書の奥深
さを味わえます。

13.　新・ことばあそびえほん（全６巻）
石津ちひろ、平田昌広
定価（税込）9,130円
割引価格（税込）7,304円
日本語の奥深さと面白さをあじ

わいつくそう
ことばの区切りや同音語や助詞

について、クイズみたいに遊びなが
らその働きを学べる絵本、さらには
「だって…」という子どものいいわけのくり返しが面白く、奇想天外な発想で
子どもたちを爆笑の渦にまきこむ絵本。　子どもたちに人気のことばあそび絵
本が大集合！

14.　チョウのそだち方（全１巻）
福田晴男／監修・著　かとうけいこ／著
定価（税込）4,620円
割引価格（税込）3,696円
この本にしかないめずらしい写真をたく

さん使って、卵から幼虫・蛹・成虫へとチョ
ウがそだっていくようすを徹底解剖！チョ
ウの体のつくり・飼育する方法・病気や天
敵・捕まえ方・標本づくりなど、チョウのす
べてをわかりやすく学習できるチョウの図
鑑の決定版です。

15.　わくわく子ども俳句スクール（全３巻）
辻　桃子、安部　元気／監修
おおぎやなぎ　ちか／著
定価（税込）11,220円 
割引価格（税込）8,976円
子どもにもできて、大人もいっしょに楽

しめる俳句。そんな俳句をわくわく楽しく
読みながら誰でも簡単につくれるようにな
るシリーズです。俳句づくりの基本編・句会や吟行などの実践編・名句の鑑
賞編の３巻構成で、松尾芭蕉や高浜虚子などの俳人はもちろん、子どもたち
や児童文学作家が実際につくった俳句も多数掲載。さあ、指を折りながら、
五七五のリズムに言葉をのせて、俳句をつくってみましょう。

16.　バイバイばいきんさんシリーズ�（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。
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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。


