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最
新
刊

●�定価
� （本体10,000円＋税）
ISBN 978-4-477-03383-9
NDC 913
●50cm×37.5cm
●tupera tupera／作
●32ページ
●幼稚園～小学校低学年向

いろいろバス　大型絵本いろいろバス　大型絵本
全1巻全1巻

2022年度
最新刊

大人気絵本が読み聞かせに最適な大きいサイズになりました！
色とりどりのバスに乗りおりする、あんなモノやこんなモノ。思わずクスッと笑ったり、
えーっとビックリしたり！ユーモアたっぷりのおしゃれな絵本です。

通常版

大型絵本

最新刊＆大人気シリーズ特集
2〜7ページ

読み聞かせ用テキスト付き

24.6
㎝

50
㎝

18.8 ㎝ 37.5 ㎝

約2倍の
大きさ！
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自
然
・
環
境

最
新
刊

●�揃定価� � �
（揃本体6,400円＋税）
ISBN 978-4-477-03390-7 
NDC 913
●A4版変型他
●平均32ページ
●幼稚園～小学校低学年向

大日本図書のえほん大日本図書のえほん
２０２2２０２2　全5巻　全5巻

2022年度
最新刊

子どもたちの心を豊かにする、バラエティに富んだ新刊絵本！
食いしん坊のへびと動物たちのやりとりが楽しい「まるのみへび」や、魚が
食卓に並ぶまでを描いた食育えほん「いただきまーす」など、バラエティ豊
かな作品を集めました。

セット内容
●トレトレ トイレ
　(うえだしげこ／文・絵)
●まるのみへび
　(花田鳩子／文　植垣歩子／絵)　　
●いただきまーす
　(accototo　ふくだとしお＋あきこ／作)
●だいちゃんとマスくんのハテナ
　(こがようこ／文・絵)
●さくら
　(こがようこ／文・絵)

「うおいちばに   いたんだよ」

「 う お い ち ば ? 」

「つられた   さかなが   いっぱい   うっているところだよ」

「ふーん   だれが   つるの ?」

「まるのみへび」より

「いただきまーす」より

きょうのごはんは
おさかな。

でも、おさかなって
どこからくるんだろう？

まるのみにしたぶたが
おなかの中で

相撲のけいこ！？
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最
新
刊

●�揃定価� � �
(揃本体5,600円＋税)

ISBN 978-4-477-03391-4 
NDC 933
●A5判
●平均69ページ
●小学校中学年向

こころのかいだんこころのかいだん
全4巻全4巻

2022年度
最新刊

少し読書に慣れてきた子どもたちに。
どんどん読み進められるテンポの良いお話は、文字を読むこ
とに慣れてきた子にぴったりです。「楽しく読んで、読んだ
後に心に何かが残り、より深く考える」豊かな読書体験をも
たらす読み物のシリーズです。

「ぼくはくまですよ」より

「あくたれラルフ　コンテストにでる」より

セット内容
小宮　由／訳
●ぼくはくまですよ
　(フランク・タシュリン／文・絵)
●オポッサムはないてません
　(フランク・タシュリン／文・絵)
●あくたれラルフ　おなかをこわす
　(ジャック・ガントス／文　ニコー

ル・ルーベル／絵)
●あくたれラルフ　コンテストにでる
　(ジャック・ガントス／文　ニコー

ル・ルーベル／絵)

ねこのコンテストの優勝を
目指して猛特訓！

いつも自由にやりたい放題の
ラルフがとってもおもしろい！

くまが冬眠から目覚めると、
そこは工場の真ん中！

「ぼくはくまですよ」と
言っても信じてもらえずに……。
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え
ほ
ん

5

新
セ
ッ
ト

読んで、笑って、ハッピーえほん！

おふくさんシリーズおふくさんシリーズ
既3巻既3巻

●�揃定価� � �
(揃本体3,900円＋税)

ISBN 978-4-477-03387-7 
NDC 913
●A4版変型
●各32ページ
●幼稚園～小学校低学年向

笑う門には福来る！
むつきさん、きさらぎさん、やよいちゃん…、旧暦の月の名前がついたおふくさんたち。
みんなで仲良く暮らすおふくさんたちと鬼とのやりとりが楽しい、幸せいっぱいのシ
リーズです。

セット内容
服部美法／文・絵
●おふくさん
●おふくさんのおふくわけ
●おふくさんのてるてるぼうず

中ページは「おふくさん」より

どのページも
とってもかわいい

おふくさんワールドで、
みんな笑顔に！

怒る鬼をにらめっこで
笑わせようとする

おふくさん。
さて、どうなるかな？
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道徳教育に最適なシリーズ！

NDC�913

生きる力が
身につく本

全 3巻

大
人
気
シ
リ
ー
ズ

●揃定価�（揃本体4,200円＋税）
●A4判変型／各32ページ

●小学校低学年～

ISBN 978-4-477-03354-9

ともだちって どうやってつくるの？　べんきょうってしなきゃ だめ？
自分のこと、友達のこと、将来のこと…。子どもたちが自分で考えることで、生きる
ための力が身につき、一歩成長することができます。道徳教育にも最適なシリーズです。

セット内容
たかいよしかず／作
●ともだちのつくりかた
●すきなことのみつけかた
●ゆめのかなえかた

チャートや
ワークシートを使って、

子どもたちが楽しみ
ながら考えられる！
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大
人
気
シ
リ
ー
ズ

NDC�410

九九パーフェクト
ゲームブック

大日本図書の超ロングセラー！

ISBN 978-4-477-00673-4

� （揃本体7,500円＋税）
●B５判変型／各32ページ

●小学校低学年向

九九がゲームで学べるスーパーブック！
めいろ、まちがいさがしなど、いろいろなゲームで楽しみながら九九の
学習ができる、画期的な算数ゲームブックです。ゆかいなキャラクター
たちといっしょに、算数ランドのぼうけん旅行に出発！

セット内容
このみ　ひかる／作　モピートさんさん／絵
①２のだん・３のだん
②４のだん・５のだん
③６のだん・７のだん
④８のだん・９のだん
⑤これでパーフェクト

全５巻

●揃定価

豊富なイラストで
楽しく学べる、

九九の本の決定版！
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子どもたちに大人気のシリーズがセットに！

ISBN 978-4-477-03386-0

●�揃定価
（揃本体11,900円＋税）

●A4版変型他
●平均32ページ
●幼稚園～小学校低学年向

大人気シリーズがセットになりました！
子どもたちに大人気の「ばけたくん」シリーズ。食べたモノにばける、ばけたくんのおもし
ろい姿にびっくり、大笑い！ばけるときの音とリズム感も楽しいえほんです。

セット内容
岩田明子／文・絵
●ばけばけばけばけ ばけたくん
●ばけばけばけばけ ばけたくん

おみせの巻
●ばけばけばけばけ ばけたくん

おまつりの巻
●ばけばけばけばけ ばけたくん

たんじょうびの巻
●ばけばけばけばけ ばけたくん

かくれんぼの巻
●ばけばけばけばけ ばけたくん

ばけくらべの巻
●ばけばけばけばけ ばけたくん

おるすばんの巻
●ばけばけばけばけ ばけたくん

おかしの巻
●ばけばけばけばけ ばけたくん

かみなりの巻

食いしん坊のばけたくん。
食べたモノにばけちゃうよ！
キャンディーを食べると…

キャンディー、
ソフトクリーム、たこやき…。

子どもたちが大好きな
食べものがいっぱい！

「ばけばけばけばけ ばけたくん」より

絵
本

ばけばけばけばけ ばけたくんシリーズ
既9巻 NDC�913
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絵
本

ISBN 978-4-477-03166-8

� （揃本体3,900円＋税）
●A4判変型／各32ページ
●幼稚園～小学校低学年向

お調子者の忍者にんじんじゃ
にんじんの忍者、その名も「にんじんじゃ」。
お調子者で修行をさぼっては怒られてばかり。
そんな、にんじんじゃの大活躍！？を描いた
ユーモアいっぱいの絵本です。

NDC�913

にんじんじゃの
えほんセット

全 3巻

●揃定価

うえだしげこ／文・絵
●にん・にん・じんのにんじんじゃ
●にん・にん・じんのにんじんじゃ ぜにがめの巻
●にんじんじゃのおもしろにんじゃずかん

ISBN 978-4-477-03374-7

●�揃定価
（揃本体5,200円＋税）

●A4版変型他
●各32ページ
●幼稚園～小学校低学年向

読み聞かせにぴったり！
たのしいえほん！

「ばけたくん」シリーズの著者・
岩田明子さんのえほんを集めま
した。読み聞かせをすると子ど
もたちが笑顔になれる、ユーモ
アいっぱいのえほんです。

セット内容
●とんねる とんねる　  

(岩田明子／文・絵)
●どっしーん！　  

(岩田明子／文・絵)
●どんどん くるくる  

(中尾昌稔／文　岩田明子／絵)
●そらからふるものなんだっけ？

(岩田明子／文・絵)

うさぎとしかが
「どっしーん！」とぶつ
かったら、うさしか！？

今度はわにとぶつかると…？

岩田明子 えほんセット
全4巻 NDC�913
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絵
本

NDC�913

こがようこ
語りかけ絵本セット

読めば自然に語りかけ！
声に出して読めば自然に語りかけられるように
工夫しました。子どもたちの大好きないちごや
どんぐりなど、とってもかわいい絵本です。

全 4巻

こがようこ／文・絵
●いちご
●ひよこ
●どんぐり
●えだまめ

●揃定価�（揃本体4,000円＋税）
●A4版変型／各24ページ

●幼稚園～

ISBN 978-4-477-03373-0

「どんぐり」より

NDC�913

たのしい動物
えほんセット

動物が主人公の 
楽しい絵本
動物が主人公でなければ
描けない世界を作家たち
が独特の感性で表現した
楽しい絵本です。

●ポポおばさんとことりたち
（おおしまりえ／文・絵）

●ライオンのおとしもの 
（いとうみき／文・絵）

●もぐらとのらねこ  
（いのうえまこと／文・絵）

●こぐまくん、ないしょだよ 
（ふくだじゅんこ／文・絵）

●ちいさなククル  
（はんまけいこ／文・絵）

全５巻

ISBN 978-4-477-03111-8
●揃定価
（揃本体7,000円＋税）

●A4判変型／各32ページ
●幼稚園～小学校低学年向

家族っていいな！
おかん・おとん・息子の
３人の関西弁のやりとり
が楽しい！　愛情いっぱ
いの毎日を描いた、「家
族っていいな」と思える
シリーズです。

平田昌広／文　平田景／絵
●おとん
●おかん
●おかんとおとん

NDC�913

愛情いっぱい！
家族のえほん

全 3巻

ISBN 978-4-477-03372-3
●揃定価
（揃本体4,300円＋税）

●A4版変型／各32ページ
●幼稚園～小学校低学年向
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NDC�913

あきっぽいまじょと
なかまたち

もと魔女と動物の仲間
たちの楽しい絵本！
作者は、山奥で米・麦・野菜作
りをしながら、にわとり、やぎ、
犬、あひるたちと暮らし、自家
製のパンを焼き、大好きな絵を
描いています。このシリーズは
そんな農作業の毎日から生まれ
た、もと魔女のおばあさんと動
物たちのユーモアあふれる楽し
い絵本です。

うえつじとしこ／文・絵
●そらとぶパンがま
●おそろしいかえりみち
●ぬすまれたおくりもの

全３巻

ISBN 978-4-477-02621-3

●揃定価
（揃本体4,200円＋税）

●A４判変型／各32ページ
●小学校低学年向

絵
本

NDC�913

大日本図書のえほん
2021

子どもたちの心を豊か
にする、バラエティに富
んだ絵本セット！
思わずピクニックに行きたく
なる「おべんとう ひゅーる 
ひゅる」や、相手の気持ちを
考えることの大切さが学べる

「どんなきもち？」など、バ
ラエティ豊かな作品を集めま
した。

●おべんとう ひゅーる ひゅる
(古内ヨシ／作)

●プララの ひこうき びゅーん
(武内祐人／作・絵)

●みかんおいしくなーれ　
(矢野アケミ／作)

●どんなきもち？
　(たかいよしかず／作)
●おおきいの ちいさいの
　(ふくだじゅんこ／作)

全 5巻

ISBN 978-4-477-03369-3
●揃定価
（揃本体6,200円＋税）

●A4版変型他
●平均32ページ

●幼稚園～小学校低学年向

小宮　由／訳
第１期
●ハリーとうたうおとなりさん　（ジーン・ジオン／文）
●ウォーリーと16人のギャング　（リチャード・ケネディ／文）
●へっちゃらトーマス　（パット・ハッチンス／文・絵）
●きょうはかぜでおやすみ　（パトリシア・マクラクラン／文）
●まるごとごくり！　（シンシア・ジェイムソン／再話）

第２期
●おしろのばん人とガレスピー（ベンジャミン・エルキン／文）
●サンタクロースのはるやすみ　（ロジャー・デュボアザン／文・絵）
●たんけんクラブ　シークレット・スリー（ミルドレッド・マイリック／文）

第３期
●きれいずきのマグスおばさん（イーディス・サッチャー・ハード／文)
●デイビッド・マックチーバーと２９ひきの犬（マーガレット・ホルト／文)
●かしこい うさぎの ローズバッド　(ルドウィッヒ・ベーメルマンス／文・絵)

●揃定価� （揃本体7,000円＋税）
　全５巻 ●Ａ５判/平均64ページ

●小学校低学年向

第１期 ISBN 978-4-477-03048-7

●揃定価� （揃本体4,200円＋税）
　全３巻 ●Ａ５判/平均72ページ

●小学校低学年向

第２期 ISBN 978-4-477-03075-3

●揃定価� （揃本体4,200円＋税）
　全３巻 ●A５判／平均64ページ

●小学校低学年向

第３期 ISBN 978-4-477-03370-9

読
み
も
のNDC�933

こころの
ほんばこ

絵本のあとのステップアップに
ぴったり！
はじめての読みものにぴったりのシリーズです。

「本を読むのが楽しい」と思える選書と翻訳、本
のつくりになっています。きっとお気に入りの１
冊が見つかるでしょう。
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読
み
も
の

学校・図書館必携のロングセラーシリーズ

ひとりで読める
とびきりゆかいなお話！
大きな活字と楽しいさし絵
でひとり読みに最適！　物
語のおもしろさが子どもの
心にまっすぐに届く名訳で
お届けします。

NDC�933ほか

新装版

ゆかいなゆかいな
おはなし

●各揃定価（揃本体6,000円＋税）
●Ａ５判／平均66ページ

●小学校低学年向

第１期　全５巻　ISBN 978-4-477-02088-4
第２期　全５巻　ISBN 978-4-477-02089-1
第３期　全５巻　ISBN 978-4-477-02622-0

光吉夏弥・光吉郁子／訳
第１期
●王さまのアイスクリーム（F.ステリット／文）
●すずめのくつした（G.セルデン／文）
●わにのはいた（M.ドリアン／文・絵）
●ちびっこ大せんしゅ（S.ホフ／文・絵）
●りすのスージー（M.ヤング／文）
第２期
●ともだちができちゃった！（S.アシャロン／文）
●なんでもふたつさん（M.S.クラッチ／文）
●おとこの子とおもっていた犬（C.アネット／作）
●あべこべものがたり（北欧民話　光吉夏弥／再話）
●わたしのおかあさんは世界一びじん（B.ライアー／文）

第３期
●とらとおじいさん（Ａ.トレセルト／文）
●うさぎがいっぱい（Ｐ.パリシュ/文）
●しろいいぬ？　くろいいぬ？（Ｍ.Ｂ.クック／文）
●でっかいねずみとちっちゃなライオン
　（Ｅ.タイタス／文）
●トミーは大いそぎ（Ｈ.パーマー／文）

Ｍ・Ｗ・シャーマット／文　Ｍ・シーモント／絵
（A）小宮　由／訳
● ハロウィンにきえたねこ
● なぞのかみきれをおえ！
● スウェーデンこくおうを 

すくえ！
● ふたつのバレンタイン 

じけん
● にげだしたファングを 

さがせ！

（B）光吉　夏弥／訳
●きえた犬のえ
●まよなかのはんにん
●なくなったかいものメモ
●きょうりゅうのきって
●かぎはどこだ
●ゆきの中のふしぎなでき

ごと

（C）神宮　輝夫、ほか／訳
●いそがしいクリスマス
●きえた草のなぞ
●ねむいねむいじけん
●２るいベースがぬすまれた?!
●だいじなはこをとりかえせ
●ペット・コンテストは大さわぎ

●Ａ５判/平均52ページ
●小学校低学年向

NDC�933

ぼくは
めいたんてい

世界最年少の探偵ネートが大活躍！
ぼくはめいたんていは、アメリカの女流作家シャーマット
と画家のシーモントの名コンビが、1972年以来30年以上
にもわたって描き続けた子どものための名探偵シリーズ
です。主人公の９歳の少年ネートが、身の回りで起きた事
件を何でも引き受け、得意の推理で解決していきます。

（A）全５巻　ISBN 978-4-477-02691-6
（B）全６巻　ISBN 978-4-477-02806-4
（C）全６巻　ISBN 978-4-477-02812-5

（A）（揃本体6,000円＋税）
（B）（揃本体7,200円＋税）
（C）（揃本体7,200円＋税）

●揃定価
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第１期　全５巻　ISBN 978-4-477-01906-2
第２期　全４巻　ISBN 978-4-477-03375-4
第３期　全３巻　ISBN 978-4-477-02093-8
第４期　全３巻　ISBN 978-4-477-02378-6

NDC�913ほか

大日本図書の
ヤングアダルト

� 第１期（揃本体6,743円＋税）
� 第２期（揃本体5,600円＋税）
� 第３期（揃本体4,400円＋税）
� 第４期（揃本体3,800円＋税）
朝の読書に欠かせない 
珠玉の作品群！
デリケートで切ない純愛小
説や、少女から大人への成
長を描いた小説、怪奇な世界
へいざなうミステリー小説
など、どれも息をつかせぬ
ストーリー展開で、面白さ・
読みやすさ抜群です。

第１期
●ルージュ・ゲーム
　（sanae／著）
●闇ヶ沼影伝説
　（ひろのみずえ／著）
●ひかるこ（釛子ふたみ／著）
●首七つ（ひろのみずえ／著）
●月下花伝（越水利江子／著）

第２期
●窓ぎわのゴースト
　（ゆうきえみ／著）
●恐竜少女ディナ
　（一の瀬光／著）
●瓜ふたつ
　（ひろのみずえ／著）
●マカロン白書（sanae／著）

第３期
●3D恋ディナ
　（一の瀬光／著）
●水辺のゴースト
　（ゆうきえみ／著）
●誰かの見たもの
　（新井由木子／著）

第４期
●シャッフル
　（しんやひろゆき／著）
●やまわろ
　（釛子ふたみ／著）
●名づけられた葉なのだから
　（新川和江／詩）

●揃定価

●四六判／平均188ページ
●小学校高学年以上向

読
み
も
の

新
美
南
吉
の
本

ISBN 978-4-477-01844-7

●揃定価��（揃本体8,500円＋税）
●Ａ４判変型／各36ページ

●小学校低学年以上向

南吉童話に、新しい風が……
南吉童話を５人の元気な女性画家が担当し、
これまでの南吉絵本とはひとあじちがったフ
レッシュで迫力ある絵で、物語をたのしめま
す。大型絵本の魅力をどうぞ！

NDC�913

絵本・
新美南吉の世界

全５巻

新美南吉／作
●ごんぎつね（遠藤てるよ／絵）
●のら犬（鶴田陽子／絵）
●てぶくろを買いに（ひろのみずえ／絵）
●きつね（鎌田暢子／絵）
●巨男（おおおとこ）の話（津田真帆／絵）
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新
美
南
吉
の
本

●揃定価�（揃本体9,000円＋税）
分売不可　●Ａ５判/平均358ページ

●小学校中学年以上向

ISBN 978-4-477-02647-3

NDC�918

新装版
新美南吉童話集

３巻で南吉の全体像が
わかる！
新美南吉の生誕100年を記念し
て新装した愛蔵版。宮沢賢治と
ともに古典的児童文学者の双璧
とされている南吉の全体像を、
全３巻でつかむことができま
す。童話のほか、詩、小説、戯
曲、評論なども収録したファン
待望のセットです。

全３巻

①ごん狐
　 手袋を買いに／巨男の

話／張紅倫／のら犬／
ごん狐／でんでんむし
のかなしみ／名無指物
語／裏のきび畑　他

②おじいさんのランプ
　 おじいさんのランプ／

うた時計／狐／久助君
の話／川／花をうめる 
／最後の胡弓ひき　他

③花のき村と盗人たち
　 花のき村と盗人たち／

牛をつないだ椿の木／
鳥右ェ門諸国をめぐる 
／ランプの夜／童話に
おける物語性の喪失　
他

NDC�918

新美南吉
童話選集（A）

みずみずしい味わい、
南吉の幼年童話
新美南吉の童話を「もぎたての
くだもののように新鮮で、みず
みずしい」と評した人がいます。
感性がきらりと光る幼年童話を
集め、美しいさし絵で飾りまし
た。南吉作品をまとめて鑑賞す
るのに最適のシリーズです。

新美南吉／作
●ごんぎつねとてぶくろ
　（深沢省三／絵）
●あかいろうそく
　（渡辺三郎／絵）
●こどものすきなかみさま
　（谷内六郎／絵）
●こぞうさんのおきょう
　（遠藤てるよ／絵）
●がちょうのたんじょうび
　（杉田豊／絵）

全５巻

ISBN 978-4-477-00579-9

●揃定価
（揃本体6,310円＋税）

●B５判変型／平均62ページ
●小学校低学年～中学年向 NDC�918

新美南吉
童話選集（B）

南吉の代表的作品が 
すべてこの5冊に！

「おじいさんのランプ」をはじめと
する代表的作品は、この時期に
誕生しました。29歳の若さで永
眠した彼の代表的作品をすべて
収録したシリーズ。南吉自身の
真筆原稿・初出本に拠る資料性
の高い選集です。

新美南吉／作
●ランプと胡弓ひき
　（山口晴温／画）
●牛をつないだつばきの木
　（吉井忠／画）
●鳥右ェ門諸国をめぐる
　（野口昂明／画）
●花のき村と盗人たち
　（村上豊／画）
●うた時計と狐
　（三井永一／画）

全５巻

ISBN 978-4-477-00580-5

●揃定価
（揃本体6,310円＋税）

●B５判変型／各78ページ
●小学校中学年～高学年向
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NDC�911

小さい詩集

女性詩人たちの 
おしゃれな詩集
６人の女性詩人たちが、やわら
かな感性でつづった詩集。それ
ぞれの持ち味が魅力です。持ち
やすい小型本で、小学生から中・
高校生、一般の方にもお勧めし
たいシリーズ。

●雲の窓（武鹿悦子）
●ぴかぴかコンパス 
（こやま峰子）

●星のおしごと（新川和江）
●あなたが好き  
（立原えりか）

●絵のような村で 
（江間章子）

●あいたくて（工藤直子）

全６巻

ISBN 978-4-477-00291-0

●揃定価
（揃本体6,000円＋税）

●B６判／平均106ページ
●小学校高学年以上向NDC�913ほか

大日本図書の 
名作よみものセット

名作をオリジナル版で 
読もう！
説明不要の作家、寺村輝夫・
まどみちお・椋鳩十の読み継
がれる代表作を、さし絵もそ
のままのオリジナル版でセッ
トにしました。

●こびとのピコ   
（寺村輝夫／作  和歌山静
子／画）

●てんぷらぴりぴり  
（まど・みちお／作　杉田
豊／画）

●マヤの一生   
（椋鳩十／作  吉井忠／画）

全３巻

ISBN 978-4-477-03112-5

●揃定価
（揃本体2,927円＋税）

●Ｂ5判変型／平均58ページ
●小学校低学年～高学年

詩
の
本

名
作

ISBN 978-4-477-01106-6

NDC�911

詩を読もう！

� （揃本体14,400円＋税）
●B６判／平均104ページ

●小学校高学年以上向

12人の詩人が奏でる 
言葉のメロディー
ユーモアいっぱいの詩、リズムが
楽しい詩、はっとするような新鮮
な驚きにみちた詩、心にじんとし
み入る詩、あたたかい詩、やさし
い詩……現代詩人12人による詩集
のシリーズです。ユニークな執筆
陣が自慢。それぞれの持ち味を存
分にお楽しみください！

●みんなやわらかい（谷川俊太郎）
●いつもどこかで（新川和江）
●空への質問（高階杞一）
●今日からはじまる（高丸もと子）
●ほんとこうた・へんてこうた（阪田寛夫）
●かさなりあって（島田陽子）
●おなかの大きい小母さん（まど・みちお）
●またすぐに会えるから（はたちよしこ）
●五つのエラーをさがせ！（木坂涼）
●十秒間の友だち（大橋政人）

●詩なんか知らないけど（糸井重里）
●もうだいじょうぶだから（木村信子）

全 12巻

笑いと、驚きと、悲しみと喜びが、独自
の詩の心でとらえられてみごと。（五つ
のエラーをさがせ！）
糸井さんは、自分の心の中や、そこらに
コロコロところがっている、言葉という
石ころをやさしく見つけて、大事に大事
に並べていくのでした。（詩なんか知ら
ないけど）〈書評から〉

●揃定価
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草
木
図
鑑

身近な雑草・雑木の
名前がわかる！
校庭、学校の周辺、子どもたち
の通学路で、ふだんよく見かけ
るが、名前のわからない雑草や
樹木をとりあげ、正しい名前、
分類、分布、特徴を的確にまと
めた植物図鑑。
ハンディで、手軽にフィールド
にもち歩ける点が便利。
好評のロングセラー！

おくやまひさし／解説・写真
● 春　カキドオシ／ホトケノ

ザ／イヌガラシ　ほか
●  夏　ツユクサ／ヒルガオ／エ

ゴノキ　ほか
●  秋　アレチウリ／エゴマ／ク

サギ　ほか
●  冬　ツワブキ／ノボロギク／

ホオノキ　ほか

NDC�470

学校のまわりの
草木図鑑

全４巻

ISBN 978-4-477-00675-8
●揃定価
（揃本体9,708円＋税）

●B６判／各142ページ
●小学中学年以上向 NDC�470

町の木公園の木
図鑑

おくやまひさし／解説・写真
●春・夏

マンサク／ミツマタ／ロウバ
イ／モクレン／コブシ／ウグ
イスカグラ／ニワトコ／レン
ギョウ／エニシダ／夏の木の
実　ほか

●秋・冬
ヤマハギ／カシワ／チャ／サ
ザンカ／ポインセチア／ヒイ
ラギ／カンツバキ／カミヤツ
デ／ビワ／スギ／ニセアカシ
ア／冬芽の芽ぶき　ほか

全２巻

ISBN 978-4-477-01485-2
●揃定価
（揃本体4,858円＋税）

●B６判／各160ページ
●小学校中学年以上向

街路樹、公園、庭の木
の名前がわかる！
町の中、街路樹、公園、各個人
の庭に見られる木約380種を取
り上げ、原産地、花のシーズン、
分布、分類や木の特徴、見分け
方のポイントなどを解説しまし
た。この本でだれでも木の名前
がわかる！　ハンディな本です。

NDC�470

皇居東御苑の
草木図鑑

皇居東御苑は絶好の 
植物観察ポイント！
北と南の植物が交錯する東京の
中心、皇居東御苑の草木400種
類以上を写真と簡潔な説明で紹
介しました。

● 皇居にとどまらず全国に分布する
身近な草木が理解できます。

● 植物名や生育地を知ることで気候
変動、環境への関心が高まります。

● 国際化を意識し、植物名に日本語
の他、学名のラテン語、英語、中
国語、韓国語を並記したのは、画
期的です。

ISBN 978-4-477-02097-6

●定価
（本体2,500円＋税）

●B６判／142ページ
●小学校高学年以上向
㈶菊葉文化協会／編

近田文弘／解説・写真

全１巻
NDC�443�ほか

天文・宇宙の
科学

天文・宇宙のことが
よくわかる！
天文・宇宙の世界を、最新情報
を加えて体系的にとらえなが
ら、写真・イラストを多用して
理解しやすく解説したシリーズ
です。
宇宙全体の話題から、銀河系内
の恒星、太陽系の惑星、宇宙開
発、天体観測の方法まで、トー
タルに内容を構成しました。

●宇宙・銀河系外(渡部潤一／著）
●恒星・銀河系内(渡部潤一／著）
●太陽系・惑星科学(渡部潤一／著）
●宇宙開発(山田陽志郎／著）
●天体観測入門(渡部潤一／著）

ISBN 978-4-477-02630-5

●揃定価
�（揃本体12,500円＋税）

●Ｂ５判変型／各80ページ
●小学校高学年～中学校以上向

全５巻

理
科
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理
科ISBN 978-4-477-01107-3

●揃定価
（揃本体9,100円＋税）

●Ｂ５判／各36ページ
●小学校中学年～高学年向NDC�423�ほか

まんが
小学生の
自由研究

まんがでわかる 
自由研究のしかた！
小学生が自由研究で何をテーマ
に取り上げてよいか迷ってもだ
いじょうぶ。このシリーズで
は、子どもたちの周囲にある物
を使って実験・観察そして仮説・
検証をし、研究成果の発表まで
をまんが形式でたのしく、てい
ねいにわかりやすく紹介します。

① がびょうがういた？（佐藤早苗／作
かわうちやよい／絵）

② 茶ばしらはなぜたつか？（佐藤早苗／
作　かわうちやよい／絵）

③ ひとりでにおどる十円玉（佐藤早苗／
作　かわうちやよい／絵）

④ なぜできる？ドライアイスの大火山
（佐藤早苗／作　かわうちやよい／絵）

⑤ あっとおどろくソーラーパワー  
（佐藤早苗／作　かわうちやよい／絵）

⑥  小鳥の体重はなんグラム？（佐塚京
市／作　かわうちやよい／絵）

⑦  見えないものの重さをはかろう！（松
本泉／作　かわうちやよい／絵）

全７巻

ISBN 978-4-477-02376-2

●揃定価
（揃本体12,500円＋税）

●Ｂ５判変型／各40ページ
●小学校中学年～高学年向NDC�460ほか

小学校
たのしい

理科の教室
全５巻

津幡道夫/著
●ジャガイモ
●イネ・米
●コムギ
●トウモロコシ

折井雅子／著
● 科学deクイズ１・２・３

動物編（せりふみこ／絵）
● 科学deクイズ１・２・３

植物編（田中亜里／絵）
● 科学deクイズ１・２・３

実験観察編
　（おおさわまき／絵）

ISBN 978-4-477-01484-5

●揃定価　
（揃本体3,714円＋税）

●A５判／各86ページ
●小学校中学年以上向

ISBN 978-4-477-02655-8

●揃定価　
（揃本体12,000円＋税）

●AB判／各48ページ
●小学校中～高学年向NDC�470 NDC�400

 地球を救う！
植物

科学d
デ

eクイズ
1
ワン

・2
ツー

・3
スリー

パワーあふれる植物の
全体像を解説！
身近な食べ物としてよく利用されてい
るジャガイモ、米、コムギ、トウモロ
コシ。これらの世界の四大作物を、
理科的な視点と歴史・社会的視点、
エコ資源という面などから詳しく、か
つビジュアルでわかりやすくまとめたシ
リーズ。地球規模の環境保全、食糧
資源確保という今日的課題にも言及し
て、調べ学習の資料としても最適です。

たのしい科学クイズで、
もの知り博士に！

「サルにも指紋がある？」「レン
コンのあなの役わりは？」「ド
ライアイスのけむりは何？」
……日常生活の中で、あれ？　
と、ふしぎに思う疑問に答える
科学クイズの本。

全４巻 全３巻

発展的な内容で問題解
決能力を育てます！
 活用の機会 
単元の学習時の参考資料や、単元
終了後の発展・自由研究の資料と
して使えます！
 活用方法 
教科書の補填活用に使ったり、自
由研究、環境教育・生活に役立つ
資料として使えます！
 構成上の配慮 
写真やイラスト・マンガを用いて
やさしく説明しています。

● 自然の観察（上薗明／著　八
木澤薫／写真）

● 風で動くもの、ゴムで動くも
の ( 増田和彦／著　いとうみ
き／絵）

● 体が動くしくみ（増田和彦／
著　工藤晃司／絵）

● 雲と天気の変化（椎野純一／
著）

● 電気を起こす・ためる・利用
する（後藤富治／著）
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自
然
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境
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生
活
科

NDC�596

大日本図書の
生活科えほん

＜食育編＞
全３巻

ISBN 978-4-477-02623-7

●揃定価
（揃本体4,500円＋税）
●Ａ４判変型／各32ページ

●小学校低学年向

ISBN 978-4-477-02646-6

●揃定価
（揃本体4,500円＋税）
●Ａ４判変型／各32ページ

●小学校低学年向

育てて、つくって、 
おいしく食べる絵本！
小学校の生活科学習に通じるよう
な「食育」にテーマをおいて、給
食やピーナッツの栽培、ドングリ
の採集から調理して食べるまでを
題材にしている絵本です。生活科
学習の参考書として、また子ども
自身が図書館で手にとって読んだ
り、家庭で親子で読むなど、さま
ざまな場面で利用できます。

平田昌広／文　平田景／絵
●ありがとう！きゅうしょく
●そだてておいしい！ピー

ナッツ
●チャレンジ！どんぐりク

ッキー

NDC�807

大日本図書の
生活科えほん
＜ことばあそび編＞

全３巻

言葉遊びで楽しく 
学習する絵本！
小学校１、２年生の生活科授業に関連
した絵本のシリーズ。なぞなぞ・だ
じゃれ・しりとり…、楽しい言葉遊び
をしながら五感を使うことで、子ども
の気づきと興味を深めることができま
す。生活科学習の参考書として、また
子ども自身が図書館で手にとって読ん
だり、家庭で親子で読むなど、さまざ
まな場面で利用できます。

石津ちひろ／文　ママダミ
ネコ／絵
●はっけん！がっこうのあっ！
●はっけん！まちのあっ！
●はっけん！ことばあそび

のあっ！

環境問題の決定版！
総合学習などでとりあげられる
環境問題に関係する用語をやさ
しく解説し、児童・生徒の活動
を手助けする用語事典。
用語解説にとどまらず、環境ト
ピックス記事、疑問に答えるＱ
＆Ａ、活動のヒントなどコラム
も充実。用語の理解から活動の
広がりが期待できます。

七尾　純／著
①地球と自然現象
　地球のことば／火山や地震のことば／

気象のことば／天気予報のことば
②環境破壊と保護
　環境破壊のことば／環境と生物との

かかわり／環境のものさし／生物保
護のことば

③資源とエネルギー
　 資源のことば／エネルギー資源のこ

とば／資源節約のことば／新エネル
ギーのことば

④健康とエコライフ
　 環境と健康のことば／町づくりのこ

とば・くらしの安全チェック／エコ
ライフのことば

NDC�519

環境ことば
事典
全４巻

ISBN 978-4-477-01482-1

●揃定価　
（揃本体11,200円＋税）

●B５判／各64ページ
●小学校高学年以上向

大切にしよう、小さな命
忍者を夢見る都会の少年“はな
まる”の目を通して、小さな生
き物たちの生命のふしぎ、尊厳、
多様さをさぐり、環境を守るこ
との大切さを伝えます。地球に
生きる小さな命からのメッセー
ジを児童自身が心からキャッチ
できるよう絵本にしました。

NDC�519

地球に
やさしくする

えほん
全 10巻

ISBN 978-4-477-00281-1

●揃定価　
（揃本体12,620円＋税）

●B５判変型／各32ページ
●小学校低学年向

太田英博／著
①カゲロウのけっこんしき（井上正治／絵）
②あおむしのへんしん（伊東美貴／絵）
③バッタのひなたぼっこ
　（山口みねやす／絵）
④タンポポのたびだち（永井泰子／絵）
⑤ヤドカリのマイホーム
　（山口みねやす／絵）
⑥ミズカマキリのしっぽ（伊東美貴／絵）
⑦クモははらぺこ（中島美弥／絵）
⑧ミツバチのおつかい（永井泰子／絵）
⑨カブトムシのきのぼり
　（山口みねやす／絵）
⑩はるをまつ　ちいさないのち
　（井上正治／絵）
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落
語

福
祉
・
ボ
ラ
ン
ティ
ア

ISBN 978-4-477-01563-7

●揃定価　
（揃本体4,572円＋税）

●Ａ４判／各40ページ
●小学校低学年～高学年向NDC�457

ダイノワールド
恐竜の世界

リアルな恐竜を 
再現した絵本！
人気のトリケラトプスをはじ
め肉食、草食の大型恐竜を絵
本にしました。科学的な論文
などをもとに、さらにリアル
な迫力ある恐竜世界が目の前
に展開します。

工藤晃司／絵・文
●ティラノサウルス
●トリケラトプス
●ベロキラプトル

全３巻

ISBN 978-4-477-01664-1

●揃定価　
（揃本体8,740円＋税）

●A5判／平均143ページ
●小学校高学年以上向NDC�779

おもしろ
落語図書館

このシリーズで君は
落語の「つう」になれる
江戸時代から伝わっている古典
落語の人情と爆笑の世界。本シ
リーズは数多い名作・秀作の中
から、学校や家庭で楽しめる落
語50席を集成しました。難しい
言葉には注を設けてあるので、
落語を楽しみにしながら、江戸
時代の勉強にもなります。

三遊亭円窓／著　長野ヒデ子／画
〈その一〉 ・寿限無・首屋・饅頭恐い・松山鏡・

一目上がり・ガマの油・垂乳根・
試し酒・子ほめ・帯久　

〈その二〉 ・看板のピン・転失気・祇園会・
芋泥・閑かさや・千両蜜柑・洒落
番頭・鬼の涙・厩火事・本膳　

〈その三〉 ・山号寺号・芝浜・からくり料理・
明日ありと・時そば・道灌・桶屋
裁き・チリトテチン・孝行糖・三
方一両損　

〈その四〉 ・平林・宿屋の富・半分垢・そば清・
松竹梅・鼓が滝・長屋の花見・留
守番小坊主・後生鰻・花見酒　

〈その五〉 ・十徳・桃太郎・強情灸・壺算・
牛ほめ・勘定の神・親子酒・有馬
の秀吉・甲府い・野晒し

全５巻

自
然
・
環
境

木についてのすべてが 
この５冊でわかる
樹木や森林はわたしたちの周り
にあって目を楽しませるだけで
はなく、人間生活や地球環境、
生態に重要な役割を果たしてい
る。一方で木は原材料として利
用され、人間の歴史・文化と長
い係わりを持つ。木の魅力や特
性を様々な角度から解説します。

小澤普照／監修
①　さまざまな木のすがた
　　（山岡好夫／著）
②　木と人間の歴史
　　（三輪雄四郎／著）
③　現代における木の利用
　　（三輪雄四郎／著）
④　森ができるまで　　
　　（小澤普照／著）
⑤　人間を生かす森　　
　　（田中正則／著）

NDC�650ほか

図説
木のすべて

全５巻

第１回学校図書館出版賞受賞シリーズ

ISBN 978-4-477-00999-5
●揃定価　
（揃本体14,000円＋税）

●B５判／平均48ページ
●小学校高学年以上向

だれもが楽しく不自由 
なく過ごすために！
一人ひとりの思いや願いに耳を傾
けて、より多くの人が使えるよう
にしたり、楽しめるようにする工
夫のことを「ユニバーサルデザイ
ン（ＵＤ）」といいます。いろい
ろな分野でＵＤに取り組んだ人
達の話を紹介した本シリーズは、
生きる喜びも教えてくれます。

NDC�369

ドキュメント・
ユニバーサル

デザイン
第２期　全４巻

　ISBN 978-4-477-01995-6
●揃定価　
（揃本体6,400円＋税）

●四六判／平均177ページ
●小学校高学年以上向

第２期
●みんなが主人公の学校—学校はみ

んなでつくる場所（保井隆之／著）
●自分らしく働きたい—だれもが自

信と誇りをもって（清水直子／著）
●だれもが使えるものづくり—くら

しを豊かにするために（くごう
えり／著）

●五感の力でバリアをこえる—わか
りやすさ・ここちよさの追求（成
松一郎／著）

恐
竜



大日本図書
東京都文京区大塚3-11-6
TEL 03-5940-8679 FAX 03-5940-8685
【ご注文はこちらへ】
受注センター：TEL 048-421-7812

FAX 048-421-7600

帳合・書店印学校名

２０２２年　大日本図書　専用注文書

揃本体に別途消費税が加算されます。

掲載 
ページ

ISBN 
978-4-477 シリーズ名 巻数 揃本体 注文数

2 03383-9 いろいろバス　大型絵本 1 10,000

3 03390-7 大日本図書のえほん２０２２ 5 6,400

4 03391-4 こころのかいだん 4 5,600

5 03387-7 おふくさんシリーズ 3 3,900

6 03354-9 生きる力が身につく本 3 4,200

7 00673-4 九九パーフェクトゲームブック 5 7,500

8 03386-0 ばけばけばけばけ ばけたくんシリーズ 9 11,900

9 03374-7 岩田明子 えほんセット 4 5,200

9 03166-8 にんじんじゃのえほんセット 3 3,900

10 03373-0 こがようこ 語りかけ絵本セット 4 4,000

10 03372-3 愛情いっぱい！家族のえほん 3 4,300

10 03111-8 たのしい動物えほんセット 5 7,000

11 02621-3 あきっぽいまじょとなかまたち 3 4,200

11 03369-3 大日本図書のえほん２０２１ 5 6,200

11 03048-7 こころのほんばこ 5 7,000

11 03075-3 こころのほんばこ　第２期 3 4,200

11 03370-9 こころのほんばこ　第３期 3 4,200

12 02691-6 ぼくはめいたんてい（A） 5 6,000

12 02806-4 ぼくはめいたんてい（B） 6 7,200

12 02812-5 ぼくはめいたんてい（C） 6 7,200

12 02088-4 新装版　ゆかいなゆかいなおはなし第１期 5 6,000

12 02089-1 新装版　ゆかいなゆかいなおはなし第２期 5 6,000

12 02622-0 新装版　ゆかいなゆかいなおはなし第３期 5 6,000

13 01906-2 大日本図書のヤングアダルト第１期 5 6,743

13 03375-4 大日本図書のヤングアダルト第２期 4 5,600

掲載 
ページ

ISBN 
978-4-477 シリーズ名 巻数 揃本体 注文数

13 02093-8 大日本図書のヤングアダルト第３期 3 4,400

13 02378-6 大日本図書のヤングアダルト第４期 3 3,800

13 01844-7 絵本・新美南吉の世界 5 8,500

14 02647-3 新装版　新美南吉童話集 3 9,000

14 00579-9 新美南吉童話選集　(Ａ) 5 6,310

14 00580-5 新美南吉童話選集　(Ｂ) 5 6,310

15 03112-5 大日本図書の名作よみものセット 3 2,927

15 00291-0 小さい詩集 6 6,000

15 01106-6 詩を読もう ! 12 14,400

16 00675-8 学校のまわりの草木図鑑 4 9,708

16 01485-2 町の木公園の木図鑑 2 4,858

16 02097-6 皇居東御苑の草木図鑑 1 2,500

16 02630-5 天文・宇宙の科学 5 12,500

17 01107-3 まんが　小学生の自由研究 7 9,100

17 02376-2 小学校　たのしい理科の教室 5 12,500

17 02655-8 地球を救う！　植物 4 12,000

17 01484-5 科学deクイズ　１・２・３ 3 3,714

18 02623-7 大日本図書の生活科えほん＜食育編＞ 3 4,500

18 02646-6 大日本図書の生活科えほん＜ことばあそび編＞ 3 4,500

18 00281-1 地球にやさしくするえほん 10 12,620

18 01482-1 環境ことば事典 4 11,200

19 00999-5 図説　木のすべて 5 14,000

19 01995-6 ドキュメント・ユニバーサルデザイン　第2期 4 6,400

19 01563-7 ダイノワールド　恐竜の世界 3 4,572

19 01664-1 おもしろ落語図書館 5 8,740


