表�（p��）-表�（p�）

創元社
ISBN

学校・公共図書館向けブックカタログ ���� 注文書➁
書

名

�����-� イラスト授業シリーズ ひと目でわかる プログラミングのしくみとはたらき図鑑

�����-� イラスト授業シリーズ ひと目でわかる 食べ物のしくみとはたらき図鑑
�����-� イラスト授業シリーズ ひと目でわかるマネジメントのしくみとはたらき図鑑
�����-� 心理学ビジュアル百科

�����-� 意識的な行動の無意識的な理由

�����-� 心が落ち着き、集中力がグングン高まる！子どものためのマインドフルネス
�����-� おはようからおやすみまで、毎日のルーティンの中で楽しくできる！子どものためのマインドフルネス２
�����-� 〈おたすけモンスター〉シリーズ➀ 心配ないよ、
だいじょうぶ

�����-� 〈おたすけモンスター〉シリーズ➁ きみは、
きみのままでいい
�����-� 〈おたすけモンスター〉シリーズ➂ きみは、
つよいんだよ

�,���

�����-� 創元世界史ライブラリー ハンザ
「同盟」
の歴史

�,���

�����-� 創元世界史ライブラリー 近代ヨーロッパの形成

�,���

�����-� 創元世界史ライブラリー 鉄道の誕生

�,���

�����-� 創元世界史ライブラリー 修道院の歴史

�,���

�����-� 創元世界史ライブラリー 歴史の見方

�,���

�����-� 創元世界史ライブラリー ヴァイキングの歴史

�,���

�����-� 創元世界史ライブラリー ヴェネツィアの歴史

�,���

�����-� 創元世界史ライブラリー フィッシュ・アンド・チップスの歴史

�,���

�����-� マンガでわかる考古遺跡発掘ワーク・マニュアル

�,���

�����-� 【図説】
紋章学事典

�����-� 【ビジュアル版】
世界の歴史 大年表
�����-� 国絵図読解事典

�����-� カーネギーおじさんに教わるシリーズ➁ こども
『道は開ける』 �,���

�����-� ケルト事典

�����-� カーネギーおじさんに教わるシリーズ➂ こども
『話し方入門』 �,���
�����-� ビジュアル版

人権シリーズ
【全３巻】

�,���

�����-� ビジュアル版

子どもの権利宣言

�,���

�����-� ビジュアル版

世界人権宣言

�,���

�,���

�����-� 国際化の時代に生きるためのＱ＆Ａ➂ フェミニズムってなんのこと？

�,���

�,���
�,���

�����-� 世界図書館遺産

�,���

�����-� 世界の不思議な図書館
�����-� よい移民

�����-� 世界を変えた��人の女性科学者たち
�����-� イラストで学ぶ

地理と地球科学の図鑑

�����-� 社会を変えた��人の女性アーティストたち
�����-� 歴史を変えた��人の女性アスリートたち
�����-� 新型コロナがやってきた
�����-� たいせつな気づき

�����-� もういちど そばに

�����-� 「戦後再発見」双書１ 戦後史の正体

�����-� 信じてみたい

�����-� 「戦後再発見」双書６ 「日米指揮権密約」
の研究

�����-� 「戦後再発見」双書７ 朝鮮戦争は、
なぜ終わらないのか
�����-� 「戦後再発見」双書８ ９条入門

�����-� 幸せを引き寄せる

�,���

�����-� 本にまつわる世界のことば
�����-� 幸せの鍵が見つかる

�,���

�����-� ライオンのプライド

�,���

�����-� しなやかに生きる

www.sogensha.co.jp/

探偵になるクマ

智慧と希望のことば

NDC���

恐竜の教科書

恐竜と古代の生き物図鑑
NDC���

�,���

ダレン・ナイシュ監修／クリス・バーカー、
ダレン・ナイシュ著
田中康平監訳／喜多直子訳
定価（本体�,���円＋税）／A�変／���頁 ���-�-���-�����-�

地図で見る恐竜のくらし図鑑
NDC���

�,���

�,���
�,���

マイケル・J・ベントン著／久保田克博、
千葉謙太郎、
田中康平監訳／喜多直子訳
定価（本体�,���円＋税）／A�変／���頁 ���-�-���-�����-�

NDC���

地球があぶない！

新刊 小 中

地図で見る気候変動の図鑑

フランス・ベルクハウト、
カースティン・ダウ監修
ダン・フッカー著／大河内直彦監修／山崎正浩訳
定価（本体�,���円＋税）／A�変／��頁
���-�-���-�����-�
ページサンプル

気候変動について、その原因か
ら環境への影響、私たちが取り
組むべき課題まで、大きな地図
やイラストを使ってわかりやすく
解説。

�,���

�����-� フィールド言語学者、
巣ごもる。

�,���

�����-� 笑う回文教室

�,���

�����-� 親子で学ぶ英語図鑑

�,���
�,���

年
図書館さま
向け情報

月

日

ご担当者様

メモ欄

※ご注文はお取引の書店様へお願いいたします。 ※価格表記は����年�月時点のものになります。 ※ISBN���-�-���-

書店様番線印

小

謎はいかにして解き明かされたのか

�,���

�,���

小

新刊 中 高

恐竜研究の最前線

�,���

�,���

※該当年度・カテゴリを併記

ダレン・ナイシュ監修／ジョン・ウッドワード著／田中康平監訳／喜多直子訳
定価（本体�,���円＋税）／A�変／���頁 ���-�-���-�����-�

�,���

�,���

選定図書
＝「科学道���冊」

＝ SLA選定図書

最新研究で読み解く進化の謎

ダレン・ナイシュ、ポール・バレット著
小林快次、久保田克博、千葉謙太郎、田中康平監訳／吉田三知世訳
定価（本体�,���円＋税）／B�／���頁 ���-�-���-�����-�

あの恐竜どこにいた？

�,���

＝ 対象学年

高

�����-� 現地嫌いなフィールド言語学者、
かく語りき。 �,���

�,���

www.sogensha.co.jp/school_library/

世界の美しいことば

小 中 高

＝ ����年�月～����年�月刊行の本

�,���

�,���

月の満ちかけ物語

【本
社】 〒���-���� 大阪市中央区淡路町�-�-� TEL ��-����-����／FAX ��-����-���� https://www.sogensha.co.jp
【東京支店】 〒���-���� 東京都千代田区神田神保町�-� 田辺ビル TEL ��-����-����／FAX ��-����-����

NDC���

�,���

�,���

�����-� あの日からの或る日の絵とことば

�,���

TEL：��-����-����／東京
支店 TEL：��-����-����

幸せを招く世界のしるし

�����-� はじまりが見える世界の神話

�,���

〒���-���� 大阪市中央区淡路町�-�-�

�,���

�,���

�����-� 窓から見える世界の風

�,���

創元社 FAX：��-����-����

�,���

�,���

�����-� なくなりそうな世界のことば

�,���

�,���

�,���

新刊

�,���

�����-� はかりきれない世界の単位

�,���

�,���

�����-� 謎解き錯視 傑作���選

�����-� 誰も知らない世界のことわざ

�,���

�����-� 「戦後再発見」双書５ 「日米合同委員会」
の研究

�,���

�,���

�����-� 翻訳できない世界のことば

�����-� 「戦後再発見」双書２ 本当は憲法より大切な「日米地位協定入門」 �,���
�����-� 「戦後再発見」双書４ 核の戦後史

�,���
�,���

学校・公共図書館向け
ブックカタログ ����
年度版

�,���

�����-� 読む時間

�����-� すぐに役立つ３６６日記念日事典 第４版 下巻

�����-� 世界を変えた���の哲学の本

�,���

�,���

�,���

�,���

�����-� 世界を変えた���の科学の本

�,���

�����-� 「戦後再発見」双書３ 検証・法治国家崩壊

�,���

�����-� すぐに役立つ３６６日記念日事典 第４版 上巻

�����-� 鉄道の基礎知識
［増補改訂版］

�,���

�����-� ぼく自身のノオト

�,���

環境の本

�����-� イラストで学ぶスタディスキル図鑑

�,���

�,���

�����-� 決定版 日本珍景踏切

�����-� 国際化の時代に生きるためのＱ＆Ａ➃ 合意ってなに？なぜだいじなの？ �,���
�����-� 国際化の時代に生きるためのＱ＆Ａ➄ どうして肌の色が問題になるの？

�,���

�����-� すぐに役立つ３６６日記念日事典 第４版 【上下巻】 �,���

�,���

�����-� 国際化の時代に生きるためのＱ＆Ａ➀ 移民や難民ってだれのこと？

�,���

�,���

�����-� お葬式の言葉と風習

創元社

本体価 冊数

�,���

�����-� ケルトの神話・伝説

�����-� 国際化の時代に生きるためのＱ＆Ａ
【全５巻】 ��,���
�����-� 国際化の時代に生きるためのＱ＆Ａ➁ ジェンダーってなんのこと？

名

�����-� 「戦後再発見」双書９ 密約の戦後史

�����-� カーネギーおじさんに教わるシリーズ➀ こども
『人を動かす』 �,���

女性の権利宣言

書

�,���

�����-� カーネギーおじさんに教わるシリーズ
【全３巻】 �,���

�����-� ビジュアル版

ISBN

恐竜の本

�����-� 〈おたすけモンスター〉シリーズ➃ 「ちがう」
って、
すてきなこと

本体価 冊数

NDC���

恐竜学者は止まらない！
読み解け、卵化石ミステリー

田中康平著
定価（本体�,���円＋税）／四六／���頁

NDC���

新刊 中 高

���-�-���-�����-�

新刊 中 高

SDGsな生活のヒント

あなたの物の使い方が地球を救う

タラ・シャイン著／武井摩利訳
定価（本体�,���円＋税）／B�変／���頁
���-�-���-�����-�
ページサンプル

日常生活で使う���以上の品物を
取り上げて、
「物の使い方」をどう変
えれば地球環境にポジティブな影
響を与えられるかを解説。

�,���

NDC���

知っておきたい

中 高

日本の絶滅危惧植物図鑑

長澤淳一、瀬戸口浩彰著／定価（本体�,���円＋税）
A�／���頁 ���-�-���-�����-�

代表的な種の写真や解説のほか、
レッドリストや保全活動
の現状など私たちが知っておくべき基本的な知識をまと
めた恰好の案内書。

NDC���

プラネットアース

中 高

イラストで学ぶ生態系のしくみ

R・イグノトフスキー著／山室真澄監訳／東辻千枝子訳
定価（本体�,���円＋税）／A�変／���頁 ���-�-���-�����-�

地球の循環と生態系のしくみをオシャレなイラストで学ぶ
ビジュアルブック。持続可能な環境づくりのための知識が
楽しく身につく。

�

p�-p�

小 中 高

NDC���

中 高

宇宙のすがたを科学する

動物の見ている世界

ギヨーム・デュプラ著／渡辺滋人訳
定価（本体�,���円＋税）／B�変／��頁
���-�-���-�����-�

ギヨーム・デュプラ著／渡辺滋人訳
定価（本体�,���円＋税）／B�変／��頁
���-�-���-�����-�
ページサンプル

科学の本

しかけ絵本

NDC���

仕掛絵本図鑑

NDC���

時間のしくみを科学する

科学の本

世界で一番美しい化学反応図鑑

基礎からわかるビジュアルガイド

キャロル・ヴォーダマンほか著／渡辺滋人、北川玲訳
定価（本体�,���円＋税）／B�変／���頁 ���-�-���-�����-�

『数学図鑑』に続くシリーズ第二弾。小学校高学年から高
校レベルの理科の内容を、美しいカラー図版と簡潔な解
説でわかりやすく。

�

高

中 高

NDC���

「深宇宙」とは太陽系の外に広がる宇宙のこと。���枚以
上の写真と想像図で、新発見の太陽系外惑星など、最先
端の情報を網羅。

NDC���

小 中 高

親子で学ぶ数学図鑑

基礎からわかるビジュアルガイド

キャロル・ヴォーダマン著／渡辺滋人訳
定価（本体�,���円＋税）／B�変／���頁 ���-�-���-�����-�

算数や数学で苦労している小中学生の子どもと親がいっ
しょに学べるオールカラーのビジュアル系入門書。
カラフ
ルな図を多数掲載。

NDC���

黄金比

高

秘められた数の不思議

ゲイリー・B・マイスナー著／赤尾秀子訳
定価（本体�,���円＋税）／A�変／���頁 ���-�-���-�����-�

ケプラーやガリレオ、
ダ・ヴィンチ、
ル・コルビュジエなど、古
代ギリシアから現代まで、秘められた数・黄金比の謎に迫
る決定版。

高

➁シュレディンガーの猫

世界で一番美しい
「もの」
のしくみ図鑑

セオドア・グレイ著／ニック・マン写真／前島正裕、佐々木勝浩監修／武井摩利訳
定価（本体�,���円＋税）／A�変／���頁 ���-�-���-�����-�

ホヴァート・スヒリング著／生田ちさと監修／武井摩利訳
定価（本体�,���円＋税）／A�変／���頁 ���-�-���-�����-�

『世界で一番美しい元
素図鑑』にキッズ版が
登場。���元素を網羅
した、楽しい科学エッ
セーと華 麗 な写 真 が
融合した一冊。

親子で学ぶ科学図鑑

創元ビジュアル科学シリーズ

NDC���

中 高

太陽系から宇宙の果てまで

セオドア・グレイ著／ニック・マン写真
若林文高監修／武井摩利訳
定価（本体�,���円＋税）／A�変／���頁
���-�-���-�����-�

小 中 高

NDC���

世界で一番美しい深宇宙図鑑

こども元素ずかん

NDC���

美しく完璧な化石、イーダ。古代の暮らしや研究者たちの
発見・研究の様子を描いた物語絵本。

J・フールム、T・ヘレヴェ著／E・V・フルセン絵
河野礼子監修／遠藤ゆかり訳
定価（本体�,���円＋税）／A�／��頁 ���-�-���-�����-�

実験でたどる心理学の歴史

高

NDC���

➂フィボナッチの兎

偉大な発見でたどる数学の歴史

実験でたどる物理学の歴史

アダム・ハート＝デイヴィス著／山崎正浩訳
定価（本体�,���円＋税）／A�変／���頁 ���-�-���-�����-�

コンピュータの本

新刊 小

ページサンプル

��万部突破のベストセラー『翻訳できない世界のことば』
の作者が贈る小さな美しい科学絵本。宇宙や自然の不思
議について綴る。

美しい化石になった小さなサルのものがたり

パブロフやピアジェなど、��の実験でたどる心理学の歴史。

セオドア・グレイ著／ニック・マン写真／若林文高監修／武井摩利訳
定価（本体�,���円＋税）／A�変／���頁 ���-�-���-�����-�

NDC���

イーダ

アダム・ハート＝デイヴィス著／山崎正浩訳
定価（本体�,���円＋税）／A�変／���頁 ���-�-���-�����-�

セオドア・グレイ著／ニック・マン写真／若林文高監修／武井摩利訳
定価（本体�,���円＋税）／A�変／���頁 ���-�-���-�����-�

中 高

小

NDC���

➀パブロフの犬

中 高

石鹸や溶剤、甘味料や香水など身の回りの化合物を美しい写真でユニークに紹介。

���種類のウイルスをヒト、動物、植物、
昆虫、菌類などの宿主別に紹介。特徴、
構造、発見の経緯、利用法、分布図など
を解説。

ことばにできない宇宙のふしぎ

NDC���

科学エッセー、写真集、最新の元素データ集という３つの顔をあわせもつ科学ファン必携の書。

世界でいちばん美しい

ページサンプル

エラ・フランシス・サンダース著／前田まゆみ訳
定価（本体�,���円＋税）／四六変／���頁
���-�-���-�����-�

世界で一番美しい元素図鑑

NDC���

ウイルス図鑑���

マリリン・Ｊ・ルーシンク著／布施晃監修／北川玲訳
定価（本体�,���円＋税）／B�変／���頁
���-�-���-�����-�

高

NDC���

時計で計れる客観的な時間、
感情によって伸び縮みする時
間、夢の中の時間。いろんな時
間の秘密が飛び出してくる学
習しかけ絵本。

セオドア・グレイ著／ニック・マン写真／若林文高監修／武井摩利訳
定価（本体�,���円＋税）／A�変／���頁 ���-�-���-�����-�

世界で一番美しい分子図鑑

中 高

ギヨーム・デュプラ、
オリヴィエ・カーボネル著
遠藤ゆかり訳
定価（本体�,���円＋税）／A�変／��頁
���-�-���-�����-�

小 中 高

NDC���

幾何学の偉大なものがたり

ピエルジョルジョ・オーディフレッディ著／河合成雄訳
定価（本体�,���円＋税）／A�／���頁
���-�-���-�����-�

ページサンプル

新刊 中 高

ページサンプル

NDC���

NDC���

美しい電子顕微鏡写真と構造図で見る

イタリアでの幾何学史ベストセラーが待望の日本語版に！
幾何学の歴史をイタリアらしい色合いの美しい図版ととも
に楽しめる。

古代や中世の学者から、コペルニクス、ガリレイ、アイン
シュタイン、
そして最新の宇宙理論まで、
さまざまな宇宙の
想像図を紹介。

動物や昆虫の目に世界はどのよう
にうつっているのかを、一目で分か
る仕掛で表現した、世界で初めての
大判視覚絵本。

新刊 高

NDC���

アルキメデスの発見からホーキンスまで、物理学における��の有名な実験をたどる。

やさしく知りたい先端科学シリーズ

アダム・ハート＝デイヴィス著／緑慎也訳
定価（本体�,���円＋税）／A�変／���頁 ���-�-���-�����-�

ピタゴラスの定理からニュートンまで、��の歴史的発見で綴る壮大な数学史。

話題の先端科学のしくみと最新の動向を、わかりやすい文章とイラストで解説する大
人気シリーズ。

NDC���

各巻定価（本体�,���円＋税）／A�

中 高

➀ベイズ統計学

松原望著／���頁
���-�-���-�����-�

中 高

NDC���

➁ディープラーニング

谷田部卓著／���頁
���-�-���-�����-�

中 高

NDC���

➂シンギュラリティ
NDC���

神崎洋治著／���頁
���-�-���-�����-�

➃フィンテック FinTech
NDC���

➄デジタルヘルスケア
NDC���

➅はじめてのＡＩ

中 高

大平公一郎著／���頁
���-�-���-�����-�

中 高

武藤正樹監修／遊間和子著
���頁 ���-�-���-�����-�

中 高

土屋誠司著／���頁
���-�-���-�����-�

NDC���

➆サブスクリプション
NDC���

➇GIS
NDC���

➈IoT

中 高

小宮紳一著／���頁
���-�-���-�����-�

新刊 中 高

地理情報システム

矢野桂司著／���頁
���-�-���-�����-�

モノのインターネット

高安篤史著／���頁
���-�-���-�����-�

新刊 中 高

�

p�-p�

STEM教育やSTEAM教育の必要性が叫ばれる中、
「何を知っておけばよいのか」を、
コ
ンパクトにまとめた、
「今」
と
「未来」を生きるすべての人に役立つ入門シリーズ。

プログラミング的思考が身につくシリーズ

第１期 ３巻セット

➀～➂

NDC��� 小

➀ＡＩ
〈人工知能〉のきほん
土屋誠司著／定価（本体�,���円＋税）／B�／��頁

���-�-���-�����-�

土屋誠司著／定価（本体�,���円＋税）／B�／��頁

���-�-���-�����-�

➁プログラミングのきほん

土屋誠司著／定価（本体�,���円＋税）／B�／���頁

���-�-���-�����-�

土屋誠司著／定価（本体�,���円＋税）／B�／���頁

���-�-���-�����-�

➂デジタルリテラシーのきほん
土屋誠司著／定価（本体�,���円＋税）／B�／��頁

���-�-���-�����-�

土屋誠司著／定価（本体�,���円＋税）／B�／���頁

���-�-���-�����-�

土屋誠司著／定価（本体�,���円＋税）／B�／��頁

���-�-���-�����-�

土屋誠司著／定価（本体�,���円＋税）／B�／��頁

���-�-���-�����-�

土屋誠司著／定価（本体�,���円＋税）／B�／��頁

➆ロボットと生きる世界

���-�-���-�����-�

土屋誠司著／定価（本体�,���円＋税）／B�／��頁

���-�-���-�����-�

土屋誠司著／定価（本体�,���円＋税）／B�／��頁

���-�-���-�����-�

土屋誠司著／定価（本体�,���円＋税）／B�／��頁

���-�-���-�����-�

第２期 ３巻セット
第３期 ３巻セット

➃～➅

➆～➈

新刊
新刊

➃コンピュータのしくみ

➄ネットワーク・通信のしくみ
➅情報セキュリティのしくみ
➇IoTで変わる社会

ScratchとPythonでまなぶプログラミング図鑑シリーズ

カラフルなイラストや図と１ステップごとの詳しい解説が特長の人気プログラミング言
語「Scratch（スクラッチ）」
と
「Python（パイソン）」が学べる入門書シリーズ。

Scratch〈スクラッチ〉
とPython〈パイソン〉
でまなぶ

プログラミング図鑑セット
【全５巻】
キャロル・ヴォーダマンほか著／山崎正浩訳
定価（本体��,���円＋税）／B�変／����頁 ���-�-���-�����-�

宮沢賢治の本

コンピュータの本

AI時代を生き抜くプログラミング的思考が身につくシリーズ

➈ICTが変える未来
小 中 高
NDC���
NDC���

新刊

新刊

➂岩石と鉱物

新刊

➃地層と地史

新刊

���-�-���-�����-�

���-�-���-�����-�

中 高

NDC���

宮沢賢治の地学教室

柴山元彦著
定価（本体�,���円＋税）／A�／���頁
���-�-���-�����-�

宮沢賢治の作品に織り込まれた地学的表現を引用しなが
ら、高校までの地学の基礎をカラー図版とともに解説する
新感覚の参考書。

NDC���

中 高

宮沢賢治の地学実習

『宮沢賢治の地学教室』応用編。作品やエピソードを通し
て、地学の野外体験実習や学習施設、実験を紹介する、新
しい参考書。

NDC���

ひとりで探せる

中 高

川原や海辺のきれいな石の図鑑

柴山元彦著／定価（本体�,���円＋税）／四六／���頁
���-�-���-�����-�

ルビーやサファイアなど、身近な水辺で見つかる鉱物・宝
石とその探し方、全国の採集スポットを紹介した、新しい
石さがしガイド。

未来を変えるロボット図鑑

こどもが探せる

ルーシー・ロジャーズほか監修／ローラ・ブラーほか著
喜多直子訳
定価（本体�,���円＋税）／A�変／���頁
���-�-���-�����-�

家庭用から産業用まで、
さまざまな
場所やシーンで活躍する、世界の最
新ロボット��体をカラー写真や解
説図で詳しく紹介。

���-�-���-�����-�

新刊

NDC���

中 高

宮沢賢治の地学読本

宮沢賢治著／柴山元彦編／定価（本体�,���円＋税）
A�／���頁 ���-�-���-�����-�

宮沢賢治の作品をもとに地学を学ぶ人気シリーズ第三
弾。賢治作品の中から、特に地学的に優れた５作品を、註
釈とともに全文掲載。

ページサンプル

柴山元彦著
定価（本体�,���円＋税）／A�／���頁
���-�-���-�����-�

��才からはじめるScratchプログラミング図鑑
小 中 高

���-�-���-�����-�

柴山元彦編／和田充弘著／���頁

鉱物の本

���-�-���-�����-�

���-�-���-�����-�

宮沢賢治の作品や逸話を手掛かりに地学の基礎を学べる参考書シリーズ。第５巻は
大気・海洋の構造や日本の気候の特徴を学ぶ。

���-�-���-�����-�

スクラッチでたのしくまなぶ

ページサンプル

新刊

柴山元彦編著／���頁

➄気象と海洋

新刊

��才からはじめるゲームプログラミング図鑑

NDC���

➁地球の活動

柴山元彦編／寺戸真著／���頁

たのしくまなぶPythonゲームプログラミング図鑑

Scratch �.�対応版

宮沢賢治の作品や逸話を手掛かりに地学の基礎を学べる参考書シリーズ。
第�巻は太
陽系の誕生や宇宙の広がりについて学ぶ。

宮沢賢治の作品や逸話を手掛かりに地学の基礎を学べる参考書シリーズ。第４巻で
は、地層のしくみや古生物史について学ぶ。

���-�-���-�����-�

NDC���

新刊

宮沢賢治の作品や逸話を手掛かりに地学の基礎を学べる参考書シリーズ。第３巻は
岩石の特徴や土砂災害について学ぶ。

たのしくまなぶPythonプログラミング図鑑

Scratch �.�対応版

プログラミングからデジタル時代の社会問題まで、コン
ピュータ科学の基本をやさしく学べる入門ガイド。

柴山元彦編著／寺戸真、西村昌能、和田充弘著
定価（本体��,���円＋税）／A�／���頁 ���-�-���-�����-�

���-�-���-�����-�

柴山元彦編著／���頁

���-�-���-�����-�

NDC���

ヘレン・コールドウェルほか監修
クレール・クイグリー、
パトリシア・フォスター著
山崎正浩訳
定価（本体�,���円＋税）／B�変／���頁
���-�-���-�����-�

全５巻セット

➀宇宙と天体

柴山元彦編著／西村昌能著／���頁

新刊

��才からはじめるプログラミング図鑑

コンピュータサイエンス図鑑

宇宙と地球の科学

新刊

各巻定価（本体�,���円＋税）／A�

宮沢賢治の作品や逸話を手掛かりに地学の基礎を学ぶ参考書シリーズ。第２巻は地
球内部や地震火山のしくみを学ぶ。

たのしくまなぶスクラッチ＆Python超入門

決定版

宮沢賢治と学ぶ

NDC��� 中 高

新刊

キャロル・ヴォーダマンほか著／山崎正浩訳
各巻定価（本体�,���円＋税）／B�変／���頁

Scratch �.�対応版

小 中 高

宮沢賢治の作品やエピソードから、隠された地学のテーマを再発見。
イラストや図表
たっぷりで、地学の世界をわかりやすく手ほどき。
各巻最終章では自然災害について特
集、防災にも役立つ。

新刊

NDC���

NDC���

宮沢賢治と学ぶ宇宙と地球の科学

NDC���

小 中

川原や海辺のきれいな石の図鑑

柴山元彦＋井上ミノル著／定価（本体�,���円＋税）
A�／���頁 ���-�-���-�����-�

水辺で見つかる鉱物を原石のままの姿で紹介する、人気
石探し図鑑シリーズのこども版。
イラスト満載で、自由研
究にもぴったり。

NDC���

鉱物語り

高

エピソードで読むきれいな石の本

藤浦淳著／定価（本体�,���円＋税）／四六／���頁
���-�-���-�����-�

中 高

NDC���

ひとりで探せる

川原や海辺のきれいな石の図鑑２

柴山元彦著／定価（本体�,���円＋税）／四六／���頁
���-�-���-�����-�

身近な水辺で見つかる鉱物・宝石とその探し方、全国の採
集スポットを紹介した大人気石探しガイド第�弾。採集地
情報が更に充実。

NDC���

世界を魅了する

美しい宝石図鑑

新刊 高

ジュディス・クロエ著／石橋隆 日本語版監修
定価（本体�,���円＋税）／A�変／���頁
���-�-���-�����-�
ページサンプル

世界の豪華な宝石を約���点
の美麗写真で楽しむビジュアル
図鑑。鉱物の基礎知識など、宝
石にまつわる多彩な情報を収
録。

鉱物の文化的・歴史的逸話から採集時のみやげ話まで、
人と鉱物のエピソードを、�つのテーマ、��のお話で語る、
読む鉱物図鑑。

�

�

p�-p�

かつての博物画の描画法を用いた、精緻かつみずみずしいスケッチ画で自然界を描き
出す、
イラスト自然図鑑。

観察が楽しくなる

美しいイラスト自然図鑑【全４巻】

ヴィルジニー・アラジディ著／エマニュエル・チュクリエル画／泉恭子訳
定価（本体�,���円＋税）／B�変／���頁 ���-�-���-�����-�

NDC��� 小 中

観察が楽しくなる

美しいイラスト自然図鑑 動物編

ヴィルジニー・アラジディ著／エマニュエル・チュクリエル画／泉恭子訳
定価（本体�,���円＋税）／B�変／��頁 ���-�-���-�����-�
脊椎・無脊椎を問わず��種の動物を生息地域別に掲載。

観察が楽しくなる

美しいイラスト自然図鑑

野菜と果実編

ヴィルジニー・アラジディ著／エマニュエル・チュクリエル画／泉恭子訳
定価（本体�,���円＋税）／B�変／��頁 ���-�-���-�����-�
���種以上のカラフルな野菜や果実を色別に掲載。

観察が楽しくなる

美しいイラスト自然図鑑 樹木編

ヴィルジニー・アラジディ著／エマニュエル・チュクリエル画／泉恭子訳
定価（本体�,���円＋税）／B�変／��頁 ���-�-���-�����-�

自然科学の本

自然科学の本

観察が楽しくなる美しいイラスト自然図鑑

NDC���

世界で一番美しい

新刊 中 高

ページサンプル

アシカ・アザラシ図鑑
水口博也編著／定価（本体�,���円＋税）
B�変／���頁 ���-�-���-�����-�

ショーで人気のアシカや愛くるしい姿のアザラシなど、四
肢がヒレ状になった鰭脚類と呼ばれる仲間たちを紹介す
るビジュアル図鑑。

NDC���

高

NDC���

新刊 高

種類・特徴から材質・用途までわかる

板目・柾目・木口がわかる

西川栄明著／小泉章夫監修
定価（本体�,���円＋税）／B�／���頁
���-�-���-�����-�

西川栄明著／小泉章夫監修
定価（本体�,���円＋税）／B�／���頁
���-�-���-�����-�

樹木と木材の図鑑

木の図鑑

日本の有用種���
ページサンプル

日本の有用種���

葉や樹皮を含む立ち木、平板の木材見
本、家具・道具や建築物といったその木
が使われている物の写真に、簡潔な解
説を加え紹介。

世界各地の樹木を葉の形の特徴別に分類し、計��種掲載。

観察が楽しくなる

美しいイラスト自然図鑑 昆虫編

ページサンプル

色味や木目がわかる平板見本、樹皮の
様子まで、貴重なビジュアル資料をふん
だんに盛り込んだこれまでにない木の
ガイドブック。

ヴィルジニー・アラジディ著／エマニュエル・チュクリエル画／泉恭子訳
定価（本体�,���円＋税）／B�変／��頁 ���-�-���-�����-�
身近な種から珍しい外国種まで、計��種を掲載。

NDC���

世界で一番美しい

小 中 高

海のいきもの図鑑

イラスト授業シリーズ

ページサンプル

見開きでまとまった簡潔な構成と適度にデフォルメされたイラストで、複雑なしくみや
はたらきをわかりやすく学べるビジュアル図鑑シリーズ。

潜水歴��年、世界��カ国の海を旅した海洋写真家が捉え
た厳選写真���点を収載。興味深い撮影話や生態解説と
共にまとめた。

NDC���

中 高

世界のふしぎな木の実図鑑

小林智洋、山東智紀著／山田英春写真
定価（本体�,���円＋税）／B�変／���頁
���-�-���-�����-�

世界の木の実の中から、造形のユニークさなどを優先し
て厳選した約���種を、美麗で迫力ある撮り下ろし写真と
ともに紹介する。

ページサンプル

中 高

NDC���

吉野雄輔著／武田正倫監修
定価（本体�,���円＋税）／A�／���頁 ���-�-���-�����-�

ひと目でわかる
NDC���

驚異の珪藻世界

高

心のしくみとはたらき図鑑
黒木俊秀監修／小野良平訳
定価（本体�,���円＋税）／A�変／���頁

The Amazing World of Diatoms

出井雅彦、佐藤晋也、
デイヴィッド・マン著
定価（本体�,���円＋税）／B�／���頁
���-�-���-�����-�
ページサンプル

地球上で最も繁栄している植物プラン
クトンとして知られる〈ケイソウ〉。その
「微」と「美」の世界に迫るビジュアル
ブック。

���-�-���-�����-�

身 近 な 人 間 関 係 から学 校 、職
場、地域社会、産業・文化など、
心理学の広大な領域を、カラフ
ルなイラストと解説で学べる図
鑑。

NDC���

中 高

ひと目でわかる

地球環境のしくみとはたらき図鑑

トニー・ジュニパー著／赤羽真紀子、大河内直彦監修／千葉喜久枝訳
定価（本体�,���円＋税）／A�変／���頁 ���-�-���-�����-�

NDC���

たくましくて美しい

糞虫図鑑

新刊 中 高

中村圭一著
定価（本体�,���円＋税）／A�変／���頁
���-�-���-�����-�
ページサンプル

NDC���

たくましくて美しい

新刊 中 高

ウニと共生生物図鑑

小さな宝石のような姿で森を掃除
する糞虫。脱サラで専門博物館を
開設した著者の姿と、簡明な図鑑
が楽しめる一冊。
FSC認証有

テクノロジーのしくみとはたらき図鑑
村上雅人、小林忍監修／東辻賢治郎訳
定価（本体�,���円＋税）／A�変／���頁

���-�-���-�����-�

ひと目でわかる
多様な生態系を密かに守るウニと
その巣で暮らす小さな生物たち。個
性的な研究者の姿と美しい図鑑が
楽しめる一冊。
FSC認証書籍

体のしくみとはたらき図鑑

中 高

中 高

食べ物のしくみとはたらき図鑑
北村真理、屋良佳緒利監修／千葉喜久枝訳
定価（本体�,���円＋税）／A�変／���頁 ���-�-���-�����-�

NDC���

ひと目でわかる

新刊 高

マネジメントのしくみと
はたらき図鑑
野田稔日本語版監修／千葉喜久枝訳
定価（本体�,���円＋税）／A�変／���頁
���-�-���-�����-�

大橋順、桜井亮太日本語版監修／千葉喜久枝訳
定価（本体�,���円＋税）／A�変／���頁 ���-�-���-�����-�

NDC���

ひと目でわかる

小 中 高

プログラミングのしくみとはたらき図鑑
渡邉昌宏監修／山崎正浩訳
定価（本体�,���円＋税）／A�変／���頁

�

中 高

ひと目でわかる
NDC���

山守瑠奈著
定価（本体�,���円＋税）／A�変／���頁
���-�-���-�����-�
ページサンプル

NDC���

NDC���

ひと目でわかる

���-�-���-�����-�

�

p�-p�

心理学ビジュアル百科

基本から研究の最前線まで

高

NDC���

意識的な行動の無意識的な理由
心理学ビジュアル百科 認知心理学編

越智啓太編
定価（本体�,���円＋税）／B�変／���頁
���-�-���-�����-�

越智啓太編／定価（本体�,���円＋税）／A�／���頁
���-�-���-�����-�

「人間らしさ」はどこからやって来るのか？ 認知心理学の
最前線から、人間の複雑で高度な心理的機能の謎を解き
明かしていく。

ページサンプル

日本人心理学者による全編書き下
ろし、オールカラーの本格派ビジュ
アルガイド。
高校生から大人まで、楽
しく学べる画期的入門書。

社会の本

こころの本

中 高

NDC���

カーネギーおじさんに教わるシリーズ

親子で学ぶカーネギー。
デール・カーネギーの世界的ベストセラー３点を、教育学者の
齋藤孝がわかりやすく解説した。

NDC��� 小

カーネギーおじさんに教わるシリーズ【全３巻】
齋藤孝著／定価（本体�,���円＋税）／B�変／���頁

���-�-���-�����-�

➀こども
『人を動かす』 友だちの作り方

齋藤孝著／定価（本体�,���円＋税）／B�変／��頁

���-�-���-�����-�

齋藤孝著／定価（本体�,���円＋税）／B�変／��頁

���-�-���-�����-�

齋藤孝著／定価（本体�,���円＋税）／B�変／��頁

���-�-���-�����-�

➁こども
『道は開ける』 なやみのなくし方
➂こども
『話し方入門』 伝わる話し方

小

NDC���

心が落ち着き、集中力がグングン高まる！

子どものためのマインドフルネス

キラ・ウィリー著／アンニ・ベッツイラスト／大前泰彦訳
定価（本体�,���円＋税）／B�変／��頁
���-�-���-�����-�
ページサンプル

いつでもどこでも簡単にできる、
楽しい��のエクササイズを通じ
て、心 と体 をじょうずにコント
ロールする方法を身につける。

NDC���

新刊 小

おはようからおやすみまで、
毎日のルーティンの中で楽しくできる！

子どものためのマインドフルネス２

キラ・ウィリー著／アンニ・ベッツイラスト／大前泰彦訳
定価（本体�,���円＋税）／B�変／��頁
���-�-���-�����-�
ページサンプル

一日の活動を起床、通学、学習、
遊び、食事、就寝の�つの場面に
分け、
それぞれにぴったりの��の
エクササイズを紹介。

ビジュアル版

人権シリーズ

��歳以上の子ども向けにわかりやすく書きなおされた条文には、��人の現代アーティ
ストによる、美しく、理解を深めるイラストを添えた。
大人向けに条約の全文も掲載。

ビジュアル版
人権シリーズ【全３巻】
シェーヌ出版社編／遠藤ゆかり訳
定価（本体�,���円＋税）／B�／���頁

小 中 高

NDC���

ビジュアル版

小 中 高

女性の権利宣言

シェーヌ出版社編／遠藤ゆかり訳
定価（本体�,���円＋税）／B�／���頁

���-�-���-�����-�

NDC���

ビジュアル版

小 中 高

子どもの権利宣言

シェーヌ出版社編／遠藤ゆかり訳
定価（本体�,���円＋税）／B�／���頁

NDC���

〈おたすけモンスター〉シリーズ➀

小

心配ないよ、
だいじょうぶ
子どもが不安を克服するためのガイド

Ｐ・オニール著／渡辺滋人訳
定価（本体�,���円＋税）／A�／���頁
���-�-���-�����-�
ページサンプル

NDC���

〈おたすけモンスター〉シリーズ第１巻。
こわがりで不安が強い子どもの心の健
康を守るための、やさしく楽しいワーク
ブック。

新刊 小

〈おたすけモンスター〉シリーズ➂

きみは、
つよいんだよ
子どもの自信と勇気を育てるガイド

Ｐ・オニール著／小野良平訳
定価（本体�,���円＋税）／A�／���頁
���-�-���-�����-�
ページサンプル

〈おたすけモンスター〉シリーズ第三弾。
ピップとともに、自信を築き、勇気を出し
て行動することの大切さを学びます。

NDC���

きみは、
きみのままでいい

ビジュアル版

子どもの自己肯定感を育てるガイド

NDC���

���-�-���-�����-�

中身は意外と知られていない『世界人権宣言』を、現代アーティストのイラストと古今
の作家の珠玉のテキストでわかりやすく紹介。

〈おたすけモンスター〉シリーズの第二
弾。�歳から��歳くらいの子どもが自信
と誇りをもてるよう工夫した実践的ワー
クブック。

新刊 小

〈おたすけモンスター〉シリーズ➃

「ちがう」
って、
すてきなこと
子どもが自尊心を育み、自分らしく生きるためのガイド

Ｐ・オニール著／小野良平訳
定価（本体�,���円＋税）／A�／���頁
���-�-���-�����-�
ページサンプル

小 中 高

世界人権宣言

シェーヌ出版社編／遠藤ゆかり訳
定価（本体�,���円＋税）／B�／���頁

Ｐ・オニール著／渡辺滋人訳
定価（本体�,���円＋税）／A�／���頁
���-�-���-�����-�
ページサンプル

���-�-���-�����-�

����年に国際連合で採択された「子どもの権利条約（児童の権利に関する条約）」を
��歳以上の子ども向けにイラストで紹介。

小

NDC���

〈おたすけモンスター〉シリーズ➁

���-�-���-�����-�

『女性および女性市民の権利宣言』
と、国際連合が採択した『女性に対する差別の撤廃
に関する宣言』をイラストと共に紹介する。

認知行動療法に基づいたアクティビティ
が豊富に紹介され、楽しみながら自尊
心が育つ子どもの為のワークブック。シ
リーズ第�巻。

国際化の時代に生きるためのＱ＆Ａ

多文化・多民族の共生を探り、人権にかかわる複雑な諸問題に取り組むイギリス。
そこ
で生まれた、児童・青少年のための新しい学習用テキスト・ブック、全�巻。

小 中
国際化の時代に
生きるためのＱ＆Ａ
【全５巻】
定価（本体��,���円＋税）／B�／���頁

���-�-���-�����-�

高

小 中 高

NDC���

➀移民や難民ってだれのこと？

マイケル・ローゼン、
アンネマリー・ヤング著／小島亜佳莉訳
定価（本体�,���円＋税）／B�／��頁 ���-�-���-�����-�

NDC���

小 中 高

➁ジェンダーってなんのこと？
ジュノ・ドーソン著／岡本早織訳
定価（本体�,���円＋税）／B�／��頁

NDC���

���-�-���-�����-�

小 中 高

➂フェミニズムってなんのこと？

ルイーズ・スピルズベリー、
ビー・アップルビー著／渡辺薫訳
定価（本体�,���円＋税）／B�／��頁 ���-�-���-�����-�

NDC���

小 中 高

合意ってなに？ なぜだいじなの？

ルイーズ・スピルズベリー、ヤズ・ネジャティ著／小島亜佳莉訳
定価（本体�,���円＋税）／B�／��頁 ���-�-���-�����-�

NDC���

小 中 高

➄どうして肌の色が問題になるの？

ニケシュ・シュクラ、
クレア・フーチャン著／大嶋野々花訳
定価（本体�,���円＋税）／B�／��頁 ���-�-���-�����-�

�

�

p��-p��

世界の不思議な図書館

アレックス・ジョンソン著／北川玲訳
定価（本体�,���円＋税）／���mm×���mm／���頁
���-�-���-�����-�

中 高

NDC���

世界図書館遺産

壮麗なるクラシックライブラリー��選

ギヨーム・ド・ロビエ写真／ジャック・ボセ著／遠藤ゆかり訳
定価（本体�,���円＋税）／A�変／���頁 ���-�-���-�����-�

マドリードの地下鉄図書館からモンゴルのラクダの図書館
まで。
世界中の個性派ライブラリー全��館を紹介した本好
き必携の書。

フランスの建築写真家が、西欧を中心に世界��カ国、��の
図書館を巡り、絢爛豪華な空間美を約���点の美しい写
真に収めた。

よい移民

世界を変えた

高

NDC���

現代イギリスを生きる��人の物語

ニケシュ・シュクラ編／栢木清吾訳
定価（本体�,���円＋税）／四六／���頁 ���-�-���-�����-�

��年代以降生れの著名な移民�世・�世クリエイター��人
が自己の存在意義や葛藤、社会の偏見などを繊細かつ巧
みに表現。

中 高

NDC���

イラストで学ぶスタディスキル図鑑

社会の本

社会の本

中 高

NDC���

NDC���

イラストで学ぶ

中 高

地理と地球科学の図鑑

柴山元彦、中川昭男日本語版監修／東辻千枝子訳
定価（本体�,���円＋税）／B�変／���頁
���-�-���-�����-�

前泊博盛編著／明田川融、石山永一郎、矢部宏治著
定価（本体�,���円＋税）／四六／���頁 ���-�-���-�����-�

NDC���

➂検証・法治国家崩壊

歴史の陰に隠れがちだった女性
科学者��人にスポットをあて、
そ
の研究成果やエネルギッシュな
人生を、
イラストとともに紹介。

砂川裁判と日米密約交渉

吉田敏浩、新原昭治、末浪靖司著
定価（本体�,���円＋税）／四六／���頁

NDC���

歴史を変えた

自然地理学・地球科学から、特
に国際化社会を意識した人文
地理学、
さらに地図学や研究実
践の基本などを網羅した、学習
図鑑。

中 高

��人の女性アスリートたち

レイチェル・イグノトフスキー著／野中モモ訳
定価（本体�,���円＋税）／A�変／���頁 ���-�-���-�����-�

近現代スポーツ史をぬりかえた女性アスリート��人の業
績や社会的影響力、パワフルな人生の物語を、イラストと
ともに紹介。

NDC���

たいせつな気づき

小

新型コロナウイルスをのりこえた未来の物語

TomosRoberts著／Nomocoイラスト／大嶋野々花訳
定価（本体�,���円＋税）／A�変／��頁 ���-�-���-�����-�

世界中で�千万回以上再生され��を超える言語に翻訳さ
れた、ポストコロナに希望を見出す励ましの物語。

NDC���

新刊 中 高

もういちど そばに

エラ・フランシス・サンダース著／前田まゆみ訳
定価（本体�,���円＋税）／四六／��頁
���-�-���-�����-�

����年より前の暮らしの中にあって、
いま私たちが恋い慕
う何気ない日常の風景を集めて描いた小さなコレクショ
ン。

��

➃核の戦後史

新刊 中 高

木村朗、高橋博子著
定価（本体�,���円＋税）／四六／���頁

��人の女性アーティストたち

NDC���

常識にとらわれない自由な表現
で社会をゆるがせた世界の��人
の女 性アーティストの活 躍を、
チャーミングなイラストと共に紹
介。

小 中

新型コロナがやってきた

ウイルスに負けない「巣ごもり生活」

P・ド・リヴロン、M・ド・リヴロン著／遠藤ゆかり訳
定価（本体�,���円＋税）／A�変／��頁 ���-�-���-�����-�

フランスでの「巣ごもり生活」について、わかりやすく説明。
新型コロナに対する知識と日常生活の工夫を学ぶのに最
適な一冊です。

ぼく自身のノオト

ヒュー・プレイサー著／きたやまおさむ訳
定価（本体�,���円＋税）／四六／���頁
���-�-���-�����-�

高

���万部突破の世界的名著、待望の新装復刊。青年期の
心を巡る、生き方を探し求める心理エッセイ。
推薦：山崎ま
どか

ページサンプル

謎の権力構造の正体に迫る

吉田敏浩著／定価（本体�,���円＋税）／四六／���頁

ページサンプル

NDC���

���-�-���-�����-�

➄「日米合同委員会」の研究

レイチェル・イグノトフスキー著／野中モモ訳
定価（本体�,���円＋税）／A�変／���頁
���-�-���-�����-�

NDC���

���-�-���-�����-�

中 高

NDC���

➅「日米指揮権密約」の研究

自衛隊はなぜ、海外へ派兵されるのか

末浪靖司著／定価（本体�,���円＋税）／四六／���頁

NDC���

中 高

Ｑ＆Ａで学ぶ原爆・原発・被ばくの真実

歴史の本

ページサンプル

社会を変えた

中 高

本当は憲法より大切な

NDC���

NDC���

���-�-���-�����-�

➁「日米地位協定入門」

キャロル・ヴォーダマンほか著／山崎正浩訳
定価（本体�,���円＋税）／B�変／���頁 ���-�-���-�����-�

学習計画の立て方や情報の調べ方、記憶力を高める方法
やストレスへの対処法まで。必ず役立つ「勉強リテラシー」
を身につけよう！

➀戦後史の正体
NDC���

レイチェル・イグノトフスキー著／野中モモ訳
定価（本体�,���円＋税）／A�変／���頁
���-�-���-�����-�

自ら学習する力をつける

中 高

NDC���

孫崎享著／定価（本体�,���円＋税）／四六／���頁

��人の女性科学者たち
ページサンプル

高校生でも読めるよう、わかりやすさを重視。
日本再生の鍵をにぎる、豪華知識人たち
による執筆で、戦後日本の実像を浮き彫りにする。

����-����

中 高

NDC���

「戦後再発見」双書

中 高

���-�-���-�����-�

中 高

���-�-���-�����-�

中 高

➆朝鮮戦争は、なぜ終わらないのか

五味洋治著／定価（本体�,���円＋税）／四六／���頁

���-�-���-�����-�

➇９条入門

���-�-���-�����-�

NDC���

加藤典洋著／定価（本体�,���円＋税）／四六／���頁

NDC���

➈密約の戦後史

日本は「アメリカの核戦争基地」
である

新原昭治著／定価（本体�,���円＋税）／四六／���頁

中 高

中 高

���-�-���-�����-�

創元世界史ライブラリー

専門の枠組みにとらわれず、ベーシックなテーマから最新のテーマまで。ジャンルの垣
根を越えて、歴史学の最前線をやさしく伝える大好評シリーズ。

高

NDC���

近代ヨーロッパの形成

商人と国家の近代世界システム

玉木俊明著／定価（本体�,���円＋税）／四六／���頁

NDC���

ハンザ「同盟」の歴史
中世ヨーロッパの都市と商業

高橋理著／定価（本体�,���円＋税）／四六／���頁

NDC���

���-�-���-�����-�

高

���-�-���-�����-�

鉄道の誕生

イギリスから世界へ

湯沢威著
定価（本体�,���円＋税）／四六／���頁

NDC���

���-�-���-�����-�

修道院の歴史

高

高

NDC���

���-�-���-�����-�

歴史の見方

西洋史のリバイバル

玉木俊明著
定価（本体�,���円＋税）／四六／���頁

���-�-���-�����-�

熊野聰著／小澤実［解説・文献解題］
定価（本体�,���円＋税）／四六／���頁

NDC���

���-�-���-�����-�

高

ヴェネツィアの歴史

海と陸の共和国

高

高

ヴァイキングの歴史

実力と友情の社会

聖アントニオスからイエズス会まで
杉崎泰一郎著
定価（本体�,���円＋税）／四六／���頁

NDC���

中平希著
定価（本体�,���円＋税）／四六／���頁

NDC���

���-�-���-�����-�

高

フィッシュ・アンド・チップスの歴史
英国の食と移民

パニコス・パナイー著／栢木清吾訳
定価（本体�,���円＋税）／四六／���頁

���-�-���-�����-�

��

p��-p��

マンガでわかる

新刊 中 高

考古遺跡発掘ワーク・マニュアル

今井しょうこ著／植田真監修
定価（本体�,���円＋税）／A�／���頁
���-�-���-�����-�
ページサンプル

【ビジュアル版】

中 高

小野寺淳、平井松午編
定価（本体�,���円＋税）／B�／���頁
���-�-���-�����-�

古今の帝国の興亡、世界を変え
た発明や科学的発見、多彩な芸
術の発達など人類の歴史を���
のテーマで読み解くビジュアル
年表。

ケルト事典

ベルンハルト・マイヤー著
鶴岡真弓監修／平島直一郎訳
定価（本体�,���円＋税）／B�／���頁
���-�-���-�����-�

ページサンプル

NDC���

ケルトの神話・伝説
F・ディレイニー著／鶴岡真弓訳
定価（本体�,���円＋税）／四六／���頁
���-�-���-�����-�

ケルトに関 わる主 要 な事 項を網 羅し
（����項目）精確かつ簡潔な説明を付
した、初のケルト事典。
図版約��点入り。

お葬式の言葉と風習

柳田國男『葬送習俗語彙』の絵解き事典

高橋繁行著
定価（本体�,���円＋税）／四六／���頁
���-�-���-�����-�

葬送習俗の言葉の中から約���を選び、
著者自身の聞き取り調査を盛り込みなが
ら、不思議な魅力をもつ切り絵とともに解
説。

３６６日記念日事典 第４版 【上下巻】
定価（本体�,���円＋税）／四六／���頁

���-�-���-�����-�

１年���日の記念日を網羅した記念日事典の決定版。食、
ファッション、健康、交通、歴
史等あらゆる記念日の名称や由来を解説。

３６６日記念日事典

第４版

上巻

３６６日記念日事典

第４版

下巻

定価（本体�,���円＋税）／四六／���頁

���-�-���-�����-�

定価（本体�,���円＋税）／四六／���頁

���-�-���-�����-�

中 高

NDC���

読む時間

アンドレ・ケルテス著／渡辺滋人訳
定価（本体�,���円＋税）／A�変／��頁
���-�-���-�����-�

ページサンプル

NDC���

中 高

NDC���

世界を変えた

���の科学の本

ジャンニ・Ａ・サルコーネ著／北川玲訳
定価（本体�,���円＋税）／A�変／���頁
���-�-���-�����-�

時代を越え世界中で人々を魅了し続けてきた、
さまざまな
錯視芸術の傑作を���点厳選、クイズ形式の解説文を付
した楽しい１冊。

ページサンプル

中 高

［増補改訂版］

中 高

所澤秀樹著
定価（本体�,���円＋税）／A�／���頁
���-�-���-�����-�
ページサンプル

NDC���

世界を変えた

���の哲学の本

ブライアン・クレッグ著／石黒千秋訳
定価（本体�,���円＋税）／B�変／���頁
���-�-���-�����-�
ページサンプル

謎解き錯視 傑作���選

鉄道の基礎知識

決定版 日本珍景踏切

伊藤博康著
定価（本体�,���円＋税）／A�／���頁
���-�-���-�����-�

ページサンプル

現代のケルトの地に伝わる主要な物語十
九編のさまざまなバージョンを、幼時から
親しんできた作者が集大成した一冊。

小 中

NDC���

NDC���

日本全国にあるユニーク踏切をまとめた踏切ガイド。
絶景
踏切“映え”スポットから知られざる珍景踏切まで、魅惑の
世界を堪能。

ブックガイド

高

ページサンプル

すぐに役立つ

世界各地で人びとの「読む」姿を、
ひたすらとらえる、
アンド
レ・ケルテスの美しい写真集。巻頭詩・谷川俊太郎氏。
プレ
ゼントに。

徳川幕府が全国諸大名に何度も作成・
提出を命じた巨大な国絵図。
その最新
の研究成果を網羅した初めてのエンサ
イクロペディア。

高

日本記念日協会編／加瀬清志著

すぐに役立つ

鉄道の本

高

NDC���

��

高

NDC��� 中 高

すぐに役立つ

紋章学独特の用語や意匠の意味な
ど、テーマごとに解説。���点超の美
麗図版を収載した紋章学レファレン
スの決定版。

Encyclopedia of Kuni-ezu (provincial maps)
of Japan in the Tokugawa Shogunate

ページサンプル

ページサンプル

ページサンプル

国絵図読解事典

定延由紀、李聖美、中村佐千江、伊藤理子訳
定価（本体�,���円＋税）／A�変／���頁
���-�-���-�����-�

NDC���

スティーヴン・スレイター著／朝治啓三監訳
定価（本体�,���円＋税）／B�変／���頁
���-�-���-�����-�

NDC���

世界の歴史 大年表

ページサンプル

【図説】紋章学事典

高

芸術の本

NDC���

バイトで始 めた遺跡発掘の仕事には
まっていった著者が地味だけど奥深い
仕事をマンガで紹介する初めての発掘
ワーク・マニュアル。

NDC���

記念日の本

歴史の本

NDC���

車両、列車、駅、切符、乗務員、運転、信
号・標識の読み方など、あらゆるテーマ
を蘊蓄たっぷりに解説した鉄道基本図
書の決定版！

新刊 中 高

アダム・フェルナー、
クリス・メインズ著／夏井幸子訳
定価（本体�,���円＋税）／B�変／���頁
���-�-���-�����-�

『ヒポクラテス全集』から『サピ
エンス全史』まで、豊富なビジュ
アル資料でたどる自然科学書
����年の歩み。

ページサンプル

『ヴェーダ』
『 論語』から『グレタ
たったひとりのストライキ』
まで、
豊富なビジュアル資料でたどる
哲学・思想書の歴史。

��

p��-p��

ことばの本

NDC���

世界を旅するイラストブック

翻訳できない世界のことば

エラ・フランシス・サンダース著／前田まゆみ訳
定価（本体�,���円＋税）／B�変／���頁 ���-�-���-�����-�

創元社

誰も知らない世界のことわざ

エラ・フランシス・サンダース著／前田まゆみ訳
定価（本体�,���円＋税）／B�変／���頁 ���-�-���-�����-�

中 高

中 高

NDC���

信じてみたい 幸せを招く世界のしるし
���-�-���-�����-�

NDC���

中 高

はかりきれない世界の単位
米澤敬著／日下明イラスト
定価（本体�,���円＋税）／B�変／���頁

���-�-���-�����-�

NDC���

中 高

なくなりそうな世界のことば
吉岡乾著／西淑イラスト
定価（本体�,���円＋税）／B�変／���頁

���-�-���-�����-�

NDC���

中 高

窓から見える世界の風
福島あずさ著／nakabanイラスト
定価（本体�,���円＋税）／B�変／���頁

���-�-���-�����-�

NDC���

中 高

はじまりが見える世界の神話

植朗子編著／阿部海太イラスト／石黒大岳、市川彰、植田麦、柏原康人、紙村徹、
河島思朗、木村武史、齋藤玲子、杉村佳彦、髙木朝子、高島尚生、田澤恵子、潘寧、
平井芽阿里、松井真之介、宮川創、護山真也、山口涼子、横道誠著
定価（本体�,���円＋税）／B�変／���頁 ���-�-���-�����-�

中 高

NDC���

幸せを引き寄せる 月の満ちかけ物語
前田まゆみ著・イラスト
定価（本体�,���円＋税）／B�変／���頁

���-�-���-�����-�

高

NDC���

現地嫌いなフィールド言語学者、
かく語りき。
吉岡乾著
定価（本体�,���円＋税）／四六／���頁
���-�-���-�����-�
ページサンプル

�����-� 恐竜の教科書

国立民族学博物館「みんぱく」の言語学者
が、現地の過酷な環境にもめげず、調査に
奮闘する日々をユーモラスに描く、研究の
記録。

書

名

�����-� 恐竜と古代の生き物図鑑

�����-� あの恐竜どこにいた？ 地図で見る恐竜のくらし図鑑
�����-� 恐竜研究の最前線

中 高

NDC���

米澤敬著／出口春菜イラスト
定価（本体�,���円＋税）／B�変／���頁

ISBN

学校・公共図書館向けブックカタログ ���� 注文書➀

�����-� 恐竜学者は止まらない！

�����-� 地球があぶない！地図で見る気候変動の図鑑
�����-� SDGsな生活のヒント

中 高

NDC���

あの日からの或る日の絵とことば
�.��と子どもの本の作家たち

筒井大介編／阿部海太、荒井良二、飯野和好、石黒亜矢子、植田真、及川賢治、
大畑いくの、加藤休ミ、軽部武宏、
きくちちき、坂本千明、
ささめやゆき、
スズキコージ、
高山なおみ、tupera tupera 亀山達矢、寺門孝之、中川学、中野真典、nakaban、
長谷川義史、
ハダタカヒト、原マスミ、樋口佳絵、穂村弘、牧野千穂、町田尚子、
ミロコマチコ、村上慧、本橋成一、本秀康、
ヨシタケシンスケ、吉田尚令著
定価（本体�,���円＋税）／B�変／���頁 ���-�-���-�����-�

NDC���

本にまつわる世界のことば

中 高

温又柔、斎藤真理子、中村菜穂、藤井光、藤野可織、松田青子、宮下遼著／長崎訓子イラスト
定価（本体�,���円＋税）／B�変／���頁 ���-�-���-�����-�

NDC���

中 高

幸せの鍵が見つかる 世界の美しいことば
前田まゆみ訳・イラスト
定価（本体�,���円＋税）／B�変／���頁

���-�-���-�����-�

中 高

NDC���

ライオンのプライド 探偵になるクマ
集まると楽しくなる英語の集合名詞えほん

前田まゆみ著・イラスト
定価（本体�,���円＋税）／B�変／���頁 ���-�-���-�����-�

新刊 中 高

NDC���

しなやかに生きる 智慧と希望のことば

松浦眞人著／前田まゆみイラスト
定価（本体�,���円＋税）／B�変／���頁 ���-�-���-�����-�

NDC���

新刊 高

フィールド言語学者、
巣ごもる。
吉岡乾著
定価（本体�,���円＋税）／四六／���頁
���-�-���-�����-�
ページサンプル

フィールド言語学者の著者が、日常に溢
れる様々な事象を言語学者目線で眺め
て考えたことを綴った、ユーモアたっぷり
なエッセイ。

�����-� 知っておきたい日本の絶滅危惧植物図鑑
�����-� プラネットアース
�����-� 仕掛絵本図鑑

動物の見ている世界

�����-� 宇宙のすがたを科学する
�����-� 時間のしくみを科学する

�����-� 世界で一番美しい元素図鑑
�����-� 世界で一番美しい分子図鑑

�����-� 世界で一番美しい化学反応図鑑

�����-� 世界で一番美しい
「もの」
のしくみ図鑑

�����-� 世界でいちばん美しい こども元素ずかん
�����-� 世界で一番美しい深宇宙図鑑
�����-� 親子で学ぶ数学図鑑
�����-� 親子で学ぶ科学図鑑
�����-� 黄金比

�����-� 幾何学の偉大なものがたり

�����-� 美しい電子顕微鏡写真と構造図で見るウイルス図鑑���
�����-� ことばにできない宇宙のふしぎ
�����-� イーダ

�����-� 創元ビジュアル科学シリーズ１ パブロフの犬

�����-� 創元ビジュアル科学シリーズ２ シュレディンガーの猫
�����-� 創元ビジュアル科学シリーズ３ フィボナッチの兎
�����-� やさしく知りたい先端科学シリーズ１ ベイズ統計学

�����-� やさしく知りたい先端科学シリーズ� ディープラーニング
�����-� やさしく知りたい先端科学シリーズ� シンギュラリティ

�����-� やさしく知りたい先端科学シリーズ� フィンテック FinTech

�����-� やさしく知りたい先端科学シリーズ� デジタルヘルスケア
�����-� やさしく知りたい先端科学シリーズ� はじめてのＡＩ

�����-� やさしく知りたい先端科学シリーズ� サブスクリプション
�����-� やさしく知りたい先端科学シリーズ� GIS
�����-� やさしく知りたい先端科学シリーズ� IoT

�����-� プログラミング的思考が身につくシリーズ 第１期３巻セット

�����-� ＡＩ時代を生き抜くプログラミング的思考が身につくシリーズ➀ ＡＩ
〈人工知能〉のきほん
�����-� ＡＩ時代を生き抜くプログラミング的思考が身につくシリーズ➂ デジタルリテラシーのきほん

小 中 高

親子で学ぶ英語図鑑

笑う回文教室

小 中

基礎からわかるビジュアルガイド

アタマを回してことばであそぼう

英語を
「読み・書き・聞き・話す」ためのコミュニケーション
方法を詳しく解説。
カラフルでポップな、親子で楽しむ英語
の世界。

回文づくりは小学校国語の授業で採用され、大人にとって
も頭のトレーニングになる。
オリジナル作品から、
つくり方
のコツまで。

キャロル・ヴォーダマンほか著／リーピン・リザーズ訳
定価（本体�,���円＋税）／B�変／���頁 ���-�-���-�����-�

��

NDC���

せとちとせ著／定価（本体�,���円＋税）
四六／���頁 ���-�-���-�����-�

�����-� プログラミング的思考が身につくシリーズ 第２期３巻セット

�����-� ＡＩ時代を生き抜くプログラミング的思考が身につくシリーズ➃ コンピュータのしくみ
�����-� ＡＩ時代を生き抜くプログラミング的思考が身につくシリーズ➄ ネットワーク・通信のしくみ

�����-� ＡＩ時代を生き抜くプログラミング的思考が身につくシリーズ➅ 情報セキュリティのしくみ

書

名

�,���
�,���

�����-� ＡＩ時代を生き抜くプログラミング的思考が身につくシリーズ➇ IoTで変わる社会

�����-� ＡＩ時代を生き抜くプログラミング的思考が身につくシリーズ➆ ロボットと生きる世界

�,���

�����-� ＡＩ時代を生き抜くプログラミング的思考が身につくシリーズ➈ ICTが変える未来

�,���
�,���
�,���

�,���

�,���

�����-� 決定版 コンピュータサイエンス図鑑

�,���

�����-� 未来を変えるロボット図鑑

�,���

�,���
�,���
�,���
�,���
�,���

�����-� 宮沢賢治と学ぶ宇宙と地球の科学 全５巻セット ��,���

�,���
�,���

�����-� 宮沢賢治と学ぶ宇宙と地球の科学➀ 宇宙と天体

�,���

�����-� 宮沢賢治と学ぶ宇宙と地球の科学➂ 岩石と鉱物

�,���

�����-� 宮沢賢治と学ぶ宇宙と地球の科学➁ 地球の活動

�,���
�,���

�����-� 宮沢賢治と学ぶ宇宙と地球の科学➃ 地層と地史

�,���

�����-� 宮沢賢治と学ぶ宇宙と地球の科学➄ 気象と海洋

�,���

�����-� 宮沢賢治の地学教室

�,���

�����-� 宮沢賢治の地学実習
�����-� ひとりで探せる 川原や海辺のきれいな石の図鑑

�,���

�,���
�,���
�,���
�,���
�,���

�����-� 宮沢賢治の地学読本

�,���

�,���
�,���

�����-� ひとりで探せる 川原や海辺のきれいな石の図鑑２ �,���

�,���
�,���

�����-� こどもが探せる川原や海辺のきれいな石の図鑑

�,���

�����-� 世界を魅了する美しい宝石図鑑

�,���

�����-� 鉱物語り

�,���
�,���

�,���

�����-� 観察が楽しくなる美しいイラスト自然図鑑
【全４巻】 �,���

�,���
�,���

�����-� 観察が楽しくなる美しいイラスト自然図鑑 動物編

�,���

�����-� 観察が楽しくなる美しいイラスト自然図鑑 樹木編

�,���

�����-� 観察が楽しくなる美しいイラスト自然図鑑 野菜と果実編

�,���
�,���

�����-� 観察が楽しくなる美しいイラスト自然図鑑 昆虫編

�,���

�����-� 世界で一番美しい海のいきもの図鑑

�,���

�����-� 世界のふしぎな木の実図鑑

�,���

�����-� 驚異の珪藻世界 The Amazing World of Diatoms

�,���

�����-� たくましくて美しい

�,���

�����-� たくましくて美しい

�,���

糞虫図鑑

ウニと共生生物図鑑

�����-� 世界で一番美しいアシカ・アザラシ図鑑

�,���

�����-� 種類・特徴から材質・用途までわかる樹木と木材の図鑑

�,���

�����-� 板目・柾目・木口がわかる木の図鑑

�,���

�����-� イラスト授業シリーズ ひと目でわかる 心のしくみとはたらき図鑑

�,���

�����-� イラスト授業シリーズ ひと目でわかる 地球環境のしくみとはたらき図鑑

�,���

�����-� イラスト授業シリーズ ひと目でわかるテクノロジーのしくみとはたらき図鑑

�,���

�����-� イラスト授業シリーズ ひと目でわかる 体のしくみとはたらき図鑑

�,���
�,���

www.sogensha.co.jp/school_library/

�,���

�����-� Scratch �.�対応版 ��才からはじめるプログラミング図鑑
�����-� Scratch �.�対応版 ��才からはじめるScratchプログラミング図鑑

�,���

TEL：��-����-����／東京
支店 TEL：��-����-����

�,���

�,���

�����-� Scratch �.�対応版 ��才からはじめるゲームプログラミング図鑑

�,���

〒���-���� 大阪市中央区淡路町�-�-�

�,���

�����-� たのしくまなぶPythonプログラミング図鑑

�����-� たのしくまなぶPythonゲームプログラミング図鑑

�,���

�,���

本体価 冊数

�����-� Scratch〈スクラッチ〉とPython〈パイソン〉でまなぶプログラミング図鑑セット【全５巻】 ��,���

�,���

創元社 FAX：��-����-����
www.sogensha.co.jp/

ISBN

�����-� プログラミング的思考が身につくシリーズ 第３期３巻セット

�,���

�����-� ＡＩ時代を生き抜くプログラミング的思考が身につくシリーズ➁ プログラミングのきほん

NDC���

本体価 冊数

年
図書館さま
向け情報

月

日

ご担当者様

メモ欄

※ご注文はお取引の書店様へお願いいたします。 ※価格表記は����年�月時点のものになります。 ※ISBN���-�-���-

書店様番線印

�,���
�,���
�,���
�,���
�,���
�,���
�,���
�,���
�,���
�,���
�,���
�,���
�,���
�,���

表�（p��）-表�（p�）

創元社
ISBN

学校・公共図書館向けブックカタログ ���� 注文書➁
書

名

�����-� イラスト授業シリーズ ひと目でわかる プログラミングのしくみとはたらき図鑑

�����-� イラスト授業シリーズ ひと目でわかる 食べ物のしくみとはたらき図鑑
�����-� イラスト授業シリーズ ひと目でわかるマネジメントのしくみとはたらき図鑑
�����-� 心理学ビジュアル百科

�����-� 意識的な行動の無意識的な理由

�����-� 心が落ち着き、集中力がグングン高まる！子どものためのマインドフルネス
�����-� おはようからおやすみまで、毎日のルーティンの中で楽しくできる！子どものためのマインドフルネス２
�����-� 〈おたすけモンスター〉シリーズ➀ 心配ないよ、
だいじょうぶ

�����-� 〈おたすけモンスター〉シリーズ➁ きみは、
きみのままでいい
�����-� 〈おたすけモンスター〉シリーズ➂ きみは、
つよいんだよ

�,���

�����-� 創元世界史ライブラリー ハンザ
「同盟」
の歴史

�,���

�����-� 創元世界史ライブラリー 近代ヨーロッパの形成

�,���

�����-� 創元世界史ライブラリー 鉄道の誕生

�,���

�����-� 創元世界史ライブラリー 修道院の歴史

�,���

�����-� 創元世界史ライブラリー 歴史の見方

�,���

�����-� 創元世界史ライブラリー ヴァイキングの歴史

�,���

�����-� 創元世界史ライブラリー ヴェネツィアの歴史

�,���

�����-� 創元世界史ライブラリー フィッシュ・アンド・チップスの歴史

�,���

�����-� マンガでわかる考古遺跡発掘ワーク・マニュアル

�,���

�����-� 【図説】
紋章学事典

�����-� 【ビジュアル版】
世界の歴史 大年表
�����-� 国絵図読解事典

�����-� カーネギーおじさんに教わるシリーズ➁ こども
『道は開ける』 �,���

�����-� ケルト事典

�����-� カーネギーおじさんに教わるシリーズ➂ こども
『話し方入門』 �,���
�����-� ビジュアル版

人権シリーズ
【全３巻】

�,���

�����-� ビジュアル版

子どもの権利宣言

�,���

�����-� ビジュアル版

世界人権宣言

�,���

�,���

�����-� 国際化の時代に生きるためのＱ＆Ａ➂ フェミニズムってなんのこと？

�,���

�,���
�,���

�����-� 世界図書館遺産

�,���

�����-� 世界の不思議な図書館
�����-� よい移民

�����-� 世界を変えた��人の女性科学者たち
�����-� イラストで学ぶ

地理と地球科学の図鑑

�����-� 社会を変えた��人の女性アーティストたち
�����-� 歴史を変えた��人の女性アスリートたち
�����-� 新型コロナがやってきた
�����-� たいせつな気づき

�����-� もういちど そばに

�����-� 「戦後再発見」双書１ 戦後史の正体

�����-� 信じてみたい

�����-� 「戦後再発見」双書６ 「日米指揮権密約」
の研究

�����-� 「戦後再発見」双書７ 朝鮮戦争は、
なぜ終わらないのか
�����-� 「戦後再発見」双書８ ９条入門

�����-� 幸せを引き寄せる

�,���

�����-� 本にまつわる世界のことば
�����-� 幸せの鍵が見つかる

�,���

�����-� ライオンのプライド

�,���

�����-� しなやかに生きる

www.sogensha.co.jp/

探偵になるクマ

智慧と希望のことば

NDC���

恐竜の教科書

恐竜と古代の生き物図鑑
NDC���

�,���

ダレン・ナイシュ監修／クリス・バーカー、
ダレン・ナイシュ著
田中康平監訳／喜多直子訳
定価（本体�,���円＋税）／A�変／���頁 ���-�-���-�����-�

地図で見る恐竜のくらし図鑑
NDC���

�,���

�,���
�,���

マイケル・J・ベントン著／久保田克博、
千葉謙太郎、
田中康平監訳／喜多直子訳
定価（本体�,���円＋税）／A�変／���頁 ���-�-���-�����-�

NDC���

地球があぶない！

新刊 小 中

地図で見る気候変動の図鑑

フランス・ベルクハウト、
カースティン・ダウ監修
ダン・フッカー著／大河内直彦監修／山崎正浩訳
定価（本体�,���円＋税）／A�変／��頁
���-�-���-�����-�
ページサンプル

気候変動について、その原因か
ら環境への影響、私たちが取り
組むべき課題まで、大きな地図
やイラストを使ってわかりやすく
解説。

�,���

�����-� フィールド言語学者、
巣ごもる。

�,���

�����-� 笑う回文教室

�,���

�����-� 親子で学ぶ英語図鑑

�,���
�,���

年
図書館さま
向け情報

月

日

ご担当者様

メモ欄

※ご注文はお取引の書店様へお願いいたします。 ※価格表記は����年�月時点のものになります。 ※ISBN���-�-���-

書店様番線印

小

謎はいかにして解き明かされたのか

�,���

�,���

小

新刊 中 高

恐竜研究の最前線

�,���

�,���

※該当年度・カテゴリを併記

ダレン・ナイシュ監修／ジョン・ウッドワード著／田中康平監訳／喜多直子訳
定価（本体�,���円＋税）／A�変／���頁 ���-�-���-�����-�

�,���

�,���

選定図書
＝「科学道���冊」

＝ SLA選定図書

最新研究で読み解く進化の謎

ダレン・ナイシュ、ポール・バレット著
小林快次、久保田克博、千葉謙太郎、田中康平監訳／吉田三知世訳
定価（本体�,���円＋税）／B�／���頁 ���-�-���-�����-�

あの恐竜どこにいた？

�,���

＝ 対象学年

高

�����-� 現地嫌いなフィールド言語学者、
かく語りき。 �,���

�,���

www.sogensha.co.jp/school_library/

世界の美しいことば

小 中 高

＝ ����年�月～����年�月刊行の本

�,���

�,���

月の満ちかけ物語

【本
社】 〒���-���� 大阪市中央区淡路町�-�-� TEL ��-����-����／FAX ��-����-���� https://www.sogensha.co.jp
【東京支店】 〒���-���� 東京都千代田区神田神保町�-� 田辺ビル TEL ��-����-����／FAX ��-����-����

NDC���

�,���

�,���

�����-� あの日からの或る日の絵とことば

�,���

TEL：��-����-����／東京
支店 TEL：��-����-����

幸せを招く世界のしるし

�����-� はじまりが見える世界の神話

�,���

〒���-���� 大阪市中央区淡路町�-�-�

�,���

�,���

�����-� 窓から見える世界の風

�,���

創元社 FAX：��-����-����

�,���

�,���

�����-� なくなりそうな世界のことば

�,���

�,���

�,���

新刊

�,���

�����-� はかりきれない世界の単位

�,���

�,���

�����-� 謎解き錯視 傑作���選

�����-� 誰も知らない世界のことわざ

�,���

�����-� 「戦後再発見」双書５ 「日米合同委員会」
の研究

�,���

�,���

�����-� 翻訳できない世界のことば

�����-� 「戦後再発見」双書２ 本当は憲法より大切な「日米地位協定入門」 �,���
�����-� 「戦後再発見」双書４ 核の戦後史

�,���
�,���

学校・公共図書館向け
ブックカタログ ����
年度版

�,���

�����-� 読む時間

�����-� すぐに役立つ３６６日記念日事典 第４版 下巻

�����-� 世界を変えた���の哲学の本

�,���

�,���

�,���

�,���

�����-� 世界を変えた���の科学の本

�,���

�����-� 「戦後再発見」双書３ 検証・法治国家崩壊

�,���

�����-� すぐに役立つ３６６日記念日事典 第４版 上巻

�����-� 鉄道の基礎知識
［増補改訂版］

�,���

�����-� ぼく自身のノオト

�,���

環境の本

�����-� イラストで学ぶスタディスキル図鑑

�,���

�,���

�����-� 決定版 日本珍景踏切

�����-� 国際化の時代に生きるためのＱ＆Ａ➃ 合意ってなに？なぜだいじなの？ �,���
�����-� 国際化の時代に生きるためのＱ＆Ａ➄ どうして肌の色が問題になるの？

�,���

�����-� すぐに役立つ３６６日記念日事典 第４版 【上下巻】 �,���

�,���

�����-� 国際化の時代に生きるためのＱ＆Ａ➀ 移民や難民ってだれのこと？

�,���

�,���

�����-� お葬式の言葉と風習

創元社

本体価 冊数

�,���

�����-� ケルトの神話・伝説

�����-� 国際化の時代に生きるためのＱ＆Ａ
【全５巻】 ��,���
�����-� 国際化の時代に生きるためのＱ＆Ａ➁ ジェンダーってなんのこと？

名

�����-� 「戦後再発見」双書９ 密約の戦後史

�����-� カーネギーおじさんに教わるシリーズ➀ こども
『人を動かす』 �,���

女性の権利宣言

書

�,���

�����-� カーネギーおじさんに教わるシリーズ
【全３巻】 �,���

�����-� ビジュアル版

ISBN

恐竜の本

�����-� 〈おたすけモンスター〉シリーズ➃ 「ちがう」
って、
すてきなこと

本体価 冊数

NDC���

恐竜学者は止まらない！
読み解け、卵化石ミステリー

田中康平著
定価（本体�,���円＋税）／四六／���頁

NDC���

新刊 中 高

���-�-���-�����-�

新刊 中 高

SDGsな生活のヒント

あなたの物の使い方が地球を救う

タラ・シャイン著／武井摩利訳
定価（本体�,���円＋税）／B�変／���頁
���-�-���-�����-�
ページサンプル

日常生活で使う���以上の品物を
取り上げて、
「物の使い方」をどう変
えれば地球環境にポジティブな影
響を与えられるかを解説。

�,���

NDC���

知っておきたい

中 高

日本の絶滅危惧植物図鑑

長澤淳一、瀬戸口浩彰著／定価（本体�,���円＋税）
A�／���頁 ���-�-���-�����-�

代表的な種の写真や解説のほか、
レッドリストや保全活動
の現状など私たちが知っておくべき基本的な知識をまと
めた恰好の案内書。

NDC���

プラネットアース

中 高

イラストで学ぶ生態系のしくみ

R・イグノトフスキー著／山室真澄監訳／東辻千枝子訳
定価（本体�,���円＋税）／A�変／���頁 ���-�-���-�����-�

地球の循環と生態系のしくみをオシャレなイラストで学ぶ
ビジュアルブック。持続可能な環境づくりのための知識が
楽しく身につく。

�

