
 ことばのひろばシリーズ　（全６巻）    

  NDC913      ISBN978-4-908255-71-7
揃本体価格

5,700　　　　　　

 は・は・は 978-4-908255-31-1 880

 ふ・ふ・ふ 978-4-908255-32-8 880

 め・め・め 978-4-908255-33-5 880

 こねことこねこ 978-4-908255-37-3 880

 うたうたう 978-4-908255-38-0 880

 おとうさんとあいうえお 978-4-908255-70-0 1,300

学校名・図書館名 /お客様ご氏名 取扱店名

FAX 03-3825-9187

 すこやかな心をはぐくむ絵本シリーズ
 （全 12 巻）NDC913        ISBN978-4-908255-00-7

揃本体価格 

19,200

 モモンガくんとおともだち 978-4-908255-01-4 1,600

 うれしいやくそく 978-4-908255-02-1 1,600

 たなからぼたもち 978-4-908255-03-8 1,600

 みずやりとうばん 978-4-908255-04-5 1,600

 できること おてつだい 978-4-908255-06-9 1,600

 ごいっしょに どうぞ 978-4-908255-07-6 1,600

 たからもの みつけた！ 978-4-908255-08-3 1,600

 しょうじき 50 円ぶん 978-4-908255-05-2 1,600

 げんこつ げんたろう 978-4-908255-09-0 1,600

 どんな いちにち 978-4-908255-10-6 1,600

 くつ あらいましょう 978-4-908255-11-3 1,600

 あったかいな 978-4-908255-12-0 1,600

 世界の絵本シリーズ     NDC933 ISBN 本体価格 注文数（冊）

 チャールズ・ダーウィン、世界をめぐる 978-4-908255-63-2 1,800

 ぼくは発明家  アレクサンダー・グラハム・ベル 978-4-908255-64-9 1,600

 いっしょにおいでよ 978-4-908255-73-1 1,500

 エマおばあちゃん、山をいく　アパラチアン・トレイル ひとりたび 978-4-908255-75-5 1,800

 ひみつのビクビク 978-4-908255-94-6 1,600

 ドーナツのあなのはなし 978-4-908255-95-3 1,600

 月でたんじょうパーティーをひらいたら 978-4-86702-020-3 1,600

 中国の昔話　九色のしか 978-4-86702-029-6 1,600

廣済堂あかつきの絵本
書名 ISBN 本体価格 注文数（冊）

 まめとすみとわら 978-4-908255-93-9 1,100

 ここに　いる 978-4-86702-046-3 1,500

新刊

 4 つの時代をタイムトラベル（全４巻） 
  NDC210.1　ISBN978-4-908255-88-5

揃本体価格

12,400
セット

 ①明治の図鑑 978-4-908255-89-2 3,100

 ②大正の図鑑 978-4-908255-90-8 3,100

 ③昭和の図鑑 978-4-908255-91-5 3,100

 ④平成の図鑑 978-4-908255-92-2 3,100

 自然災害から人々を守る活動（全 5 巻） 
 NDC369.3　ISBN978-4-86702-022-7

揃本体価格

15,000
セット

書名 ISBN 本体価格 注文数（冊）

 ①地震災害 978-4-86702-023-4 3,000

 ②津波災害 978-4-86702-024-1 3,000

 ③風水害 978-4-86702-025-8 3,000

 ④火山災害 978-4-86702-026-5 3,000

 ⑤雪害 978-4-86702-027-2 3,000

 はじめよう！ボランティア（全４巻）  
  NDC369　  ISBN978-4-908255-65-6

揃本体価格

12,000
セット

 ①まちづくりとエコ活動 978-4-908255-66-3 3,000

 ②スポーツとくらしのバリアフリー 978-4-908255-67-0 3,000

 ③復興支援とまちの安全 978-4-908255-68-7 3,000

 ④オリンピック・パラリンピックと国際交流 978-4-908255-69-4 3,000

2020年6月刊行予定

すこやかな心をはぐくむ絵本シリーズ

世界の絵本シリーズ

ことばのひろばシリーズ

はじめよう！ボランティア（全４巻）

４つの時代をタイムトラベル（全４巻）

自然災害から人々を守る活動（全５巻）

廣済堂あかつきの絵本

１災害について学ぶ

2 自然災害からくらしを守る活動を知る

３防災活動をやってみる

セット



すこやかな心をはぐくむ絵本　　

シリーズ全 12巻
くすのき しげのり作　
各定価：本体 1600 円（税別）32 ページ　A4 変型

◎今、育てたい12の心。子どもに寄り添い、
大人には気づきを与える絵本が”よりよく生きる力”をはぐくみます。

勇気をもってふみだす心　☆＊◇

モモンガくんとおともだち
いつも高い木の上から、お友だちが遊んでいるのをみ
ているだけのモモンガくん。「あそぼうって、こえを
かけてごらん」と言われても、最初の一歩がふみだせ
ません……。
引っ込み思案な子どもの背中をそっとおす両親の励ま
しと、友だちの優しさを温かく描きます。

思いやる心　 ☆◇

うれしいやくそく
せっかくの遠足なのに、足をけがして行けなくなった
キツネくん。みんなが楽しく過ごしているかと思う
と、さびしくてたまりません。そのころ、お友だちは
……。
すなおな思いやりと自然の中で存分に遊ぶ楽しさを、
やさしくにじむようなタッチで描いた絵本。

楽しく働く心　 ☆＊◇

たなからぼたもち
江戸の町で評判の菓子屋の跡取り息子・あまたろう。
あんまりのんびりやのなまけものなので、とうとう、
父親に叱られてしまいます。その時、あまたろうがい
いました……。
よく知られたことわざから生まれたゆかいな物語。ぼ
たもち作りの様子や働く誇りをユニークに描きます。

責任をもってやりとげる心　☆◇

みずやりとうばん
学校で育てている野菜畑の水やり当番を忘れて帰って
きてしまったなつみちゃん。1 日くらい大丈夫、それ
ともやっぱり戻ろうか。するとおじいちゃんが……。
どんな子どもにも経験がある、心の揺れに寄り添って、
やさしく見守ります。孫娘とおじいちゃんとのやり取
りが楽しい絵本。

たすけあう心  ☆◇ 

できること おてつだい
運動会の前日、先生が「てつだってくれるかしら？」
と声をかけると、子どもたちはみんな「まかせて！」
とこたえるのですが、こまったことに……。
それぞれが自分の得意なこと、できることを率先して
やると、なんて多くのことができるのでしょう。認め
合い、協力し合う動物たちの姿をゆかいに描いた絵本。

わかちあう心  ☆◇

ごいっしょに どうぞ
ふたりが同時におなじ絵本を読みたくなってとりあう
うちに、とうとうケンカになってしまいました。それ
を見ていた先生がしたことは……。
ゆずりたくない互いの思いをどのようにうけとめる
か。親しみやすいイラストが、心にストレートに語り
かける絵本。

友だちを信じる心  ☆＊◇

たからもの  みつけた !
お父さんのお誕生日のプレゼントにと、木の実を穴に
集めておいたリスくん。でも、目印が飛んでいって、
どこにあるのかわからなくなってしまいました……。
ほんとうにだいじな「たからもの」って何だろう？　
細やかに描かれる森の様子や表情豊かな動物たちの姿
が楽しい絵本。

正直な心　☆＊◇

しょうじき 50 円ぶん
お兄ちゃんとたこ焼きを買って帰ってみると、おつり
が 50 円多かった。正直に言って、たこ焼き屋のおじ
さんに返すか、それとも、知らん顔してもらっておく
か。さて、どうする？ 
町の大人との関わりが、兄弟の心の成長を後押しする、
さわやかな物語。人情味あふれる読後感がうれしい。

自分を見つめる心　 ☆＊◇

げんこつ  げんたろう
げん  げん  げんこつ　げんたろう
つらいときには　げんたろう　
くやしいときにも　げんたろう……。
表情豊かに描かれる、子どもたちの様子や大人の姿。
言葉にならないそれぞれの気持ちを推しはかり、理解
しようという態度を育む絵本。

すがすがしい心　 ☆＊◇

どんな  いちにち
だれが　いちばんに　いうのかな。「おはよう」って　
いうのかな。おはようが　つながっていくよ。まちじゅ
うに　ひろがっているよ。
さわやかな朝の情景にフォーカスしながら、繰り広げ
られる町の暮らし。人々の営みが細やかに、いとおし
く描かれた絵本。

ものを大切にする心　☆◇

くつ  あらいましょう
おきにいりのくつにとうとう穴があいてしまいまし
た。ゴミに出そうとすると、おばあちゃんが「このく
つ、あらってあげようよ」といいます。もう、すてて
しまうのに、どうして？
くつを洗って、毎日を思いかえす女の子。さりげない
おばあちゃんの態度が大切なことを教えてくれます。

いのちの尊さをかんじる心　 ☆◇

あったかいな
飼っているねこの出産を心待ちにする女の子。毎日様
子を見にくる友だちと一緒に、いろいろと世話を焼こ
うとします。とうとう子ねこが誕生すると……。
いのちの輝きとそのつながりを、子ども心に寄りそっ
て語りかけます。いのちの実感を伝える生命感あふれ
る絵本。

絵：狩野富貴子 絵：重森千佳

絵：いしい つとむ 絵：長野ヒデ子

絵：澤野秋文 絵：伊藤秀男

絵：あおき ひろえ

絵：市居みか

絵：武田美穂

絵：たしろ ちさと

絵：さこ ももみ

絵：片山 健

☆全国学校図書館協議会選定　＊日本図書館協会選定　◇日本子どもの本研究会選定

エマおばあちゃん、山をいく　
アパラチアン・トレイルひとりたび  ☆◇
作：ジェニファー・サームズ　訳：まつむらゆりこ　　
定価：本体 1800 円 + 税　A4 変型　42P
67 歳のエマ・ゲイトウッドは、全長 3500km のアパラチ
アン・トレイルを一人で歩き通した初めての女性です。谷川
の水を飲み、木イチゴを食べ、枯れ葉のベッドで眠る毎日。
エマの山歩きは有名になって新聞や雑誌にも載りました。
雄大な自然に包まれて生きるよろこびを描いたノンフィクショ
ン絵本。『人生の１冊の絵本』（岩波新書）でも紹介されました。

チャールズ・ダーウィン、
世界をめぐる　☆◇　

作：ジェニファー・サームズ　訳：まつむらゆりこ　　
定価：本体 1800 円 + 税　A4 変型　42P　
チャールズは、教室にいるより、野外で生き物探しをしている
方がいきいきとしていた子どもでした。大きくなると父の反対
をおしきり、ビーグル号という船に乗って世界一周の旅へ！

「進化論」のもとになったダーウィンの「ビーグル号航海記」
が楽しい絵本に。ワクワクの大冒険、生き物好きの子にぴった
り！ 解説や年表などの資料も充実したノンフィクション絵本。

ぼくは発明家 
アレクサンダー・グラハム・ベル　☆◇
作：メアリー・アン・フレイザー　訳：おびかゆうこ
電話の発明で知られるベルは、子どもの頃から工夫を
したり発明したりするのが大好きでした。難聴のお母
さんを助け、指文字をおぼえて会話したり、視話法と
いう特別な声の出し方を勉強し、耳の聞こえない子ど
もたちに学校で教えたりしていたのです……。
写真や図版コラムで、歴史的・科学的な事柄を詳しく
説明。発明家というくくりでは収まりきらないベルの
生涯を伝えるノンフィクション絵本。　　　　　　　

いっしょにおいでよ ☆◇　

文：ホリー・M・マギー　絵：パスカル・ルメートル　
訳：なかがわちひろ
定価：本体 1500 円 + 税　B4 変型　40P　
女の子はテレビのニュースを見ていて、こわくなりました。「こ
んなのって　いやだ。どうしたらいいの？」すると、おとう
さんがいいました。「いっしょにおいで」……。
テロやヘイトスピーチに負けないで、世界をすてきなところ
にするために出来ることって何だろう？　
NY タイムズ紙で大絶賛！　　　　　　　　

世界の絵本シリーズ

新刊

ふ・ふ・ふ　☆◇
作：梅田さとえ　絵：多田ヒロシ

「ふ」は　ふくろうの「ふ」。「ふっ」
と　ふくらむ　ふうせんの「ふ」。
魔女のスープが「ふきこぼれ」、
魔女がねこを「ふんずけちゃって」
どうなった？

「ふ」の音ではじまることばがく
りかえされる、ゆかいな絵本。

め・め・め　☆◇
作：西内ミナミ　絵：和歌山静子

表紙をひらくと、とびらに「め・め・
め」。だれの「め」かな？　ねこ
のめ、ぼくのめ、あーがりめ、さー
がりめ、ぐるっとまわって……。
あれれ？　
人気絵本作家コンビのリズミカル
で楽しい絵本。

こねことこねこ　☆◇　
作・絵：東 君平

「こねことこねこ」「かたにたか」
など、動物の出てくる「さかさこ
とば」と、それを絵解きしたカラ
フルなイラスト。思いがけない絵
で世界が広がることば遊び絵本。
縦組みで、目になじむ教科書体の
文字でレイアウト。はじめてのひ
とり読みにぴったり！

うたうたう　☆◇　
作・絵：東 君平

「かいすいよくよいすいか」「えの
ぐのえ」など、春・夏・秋・冬に
ちなんだシンプルな「さかさこと
ば」が 12 入っています。
ことば遊びを楽しみはじめた子
や、文字を読み慣れない子にも
ぴったり。ユーモアがあって楽し
い絵本。

おとうさんとあいうえお　☆◇　　
作・絵：東 君平

おとうさんから「あいうえお」の
字を教えてもらうことになったと
しちゃん。50 音を楽しく学ぶ様
子が 12 の短いおはなしでつづら
れた短編童話集。
各ページに楽しいイラストがいっ
ぱい入って、初めての一人読みに
最適です。

は・は・は　☆◇　

作・絵：せな けいこ

「は・は・は」の「は」は、はなちゃ
んの「は」。はなちゃんが、かい
ものにいって、はぶらし　かわず
に、はちみつ　かって……。

「は」の文字ではじまることばが
たくさん。思いがけない展開で、
あらあら、びっくり！

定価：本体1300円（税別）　

95p　A５判　

シリーズ ・各定価：本体880円（税別）28ページ　A5変型　＊をのぞく　

ひみつのビクビク ☆◇　

作：フランチェスカ・サンナ　訳：なかがわちひろ　　
定価：本体 1600 円 + 税　A4 変型　33P
ビクビクはわたしだけのひみつのともだち。いつもわたし
のそばにいて、まもってくれる。だけど、この国にひっこ
してきたら、ビクビクはどんどん大きくなって……。
不安な気持ちと折り合いをつけて新しい生活にふみだす子
どもたち、海外にルーツを持つ子どもたちを応援する絵本。
＊アムネスティ・インターナショナル英国支部推薦。
＊全国 SLA 絵本委員会 2020「えほん 50」リスト選定。新刊

ドーナツのあなのはなし ☆◇　

文：パット・ミラー　絵：ヴィンセント・X・キルシュ　
訳：金原瑞人　　　
定価：本体 1600 円 + 税　A4 変型　33P
1847 年、船のコックの助手をしていた 16 歳のハンソ
ンが、船中で思いついて作った「あなあきケーキ」。それ
が世界中に広まってドーナツになったんだって。
愉快な語り口と絵で知る「ドーナツ誕生物語」。楽しいノ
ンフィクション絵本。　　　　　　　　

 

監修：長沼　豊　学習院大学教授
日本ボランティア学習協会理事

     日本シティズンシップ教育フォーラム監事 

様々なボランティアを紹介する 
 「活動カタログ」ページ

各巻：35 頁　29×23cm　
定価：本体各 3,000 円＋税
揃定価：揃本体 12,000 円＋税
オールカラー（解説、索引を除く）

１巻：まちづくりとエコ活動
２巻：スポーツとくらしのバリアフリー
３巻：復興支援とまちの安全
４巻：オリンピック・パラリンピックと国際交流　

全国の小学生、中学生が
行っている活動を取材した

「レポート」ページ　

1

身近な人や社会のために、
自分の得意なこと、できることを！

21

1

2

NDC369 小学校中学年から中学生

監修 : 大串潤児
信州大学教授　      

各巻 36頁（昭和 /39頁）
29× 23cm　
定価：本体各 3,100 円＋税
揃定価：揃本体 12,400 円＋税
オールカラー（年表、解説を除く）

小学校中学年から中学生   
NDC210.1

！

１. おもなできごとを知って、時代の姿をつかむ
２. テーマごとに、できごとや流行したものを
       写真や絵でみる
３. 年表で、日本と海外の社会の流れがわかる
４. 調べ学習で役立つ資料とワークシート

社会の課題を見つけ行動する
シチズンシップ教育、キャリア教育の

「はじめの一歩」となる各地の活動を紹介。

子どもたちの興味を広げるテーマで、歴史が身近に。

全４巻

2

中国の昔話　九
く

色
し き

のしか
文：林

リン

 秀
シュウ

穂
スイ

　絵：廖
リャオ

 健
ジャン

宏
ホン

　訳：宝迫典子
砂漠をこえて、森に出かけた薬草とり。そこで　
九色にかがやくしかに出会い、見とれて川に落ち
てしまった。しかは男にかけよると……。
よく知られた仏教説話を台湾の人気絵本作家が絵
本化。古く、インドからシルクロードをつたって、
中国にやってきた物語は、敦煌の壁画にも描かれ、
日本では「五色のしか」というお話として伝わっ
てきました。巻末に詳しい解説つき。

月でたんじょうパーティーを
ひらいたら ☆◇
文：J・ラパン　絵：S・チェッカレッリ　訳：原田勝
監修：縣秀彦（国立天文台）　
定価：本体 1600 円 + 税　A4 変型　33P
ロケットの中ではふわふわ浮いて、月で野球もしてみたい。
月の 1 日は地球の 30 日分もあるから、ながーい誕生日をす
ごせるよ！　
もしも、月で過ごしたらどんな風になるのか、月や宇宙の知
識に誘う、愉快でマジメな科学絵本。見開きにコラム、巻末
には用語解説つき。小学校４年生の月の学習にもおすすめ！

＊

定価：本体1600円+税　
A4変型　32P

定価：本体1600円+税　
A4変型　42P


