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お金で死なないための本
いつでもカード、どこでもローンの落とし穴
宇都宮　健児監修／千葉　保・クレサラ探偵団著／イラ姫絵

この国のクレジットカードの発行
枚数2億9000万枚、自己破産は年
間20万件。高校卒業と同時に誰
にでも起こりうるお金のトラブル
と、その解決法が、絵解き・ナゾ
解きでわかる。カード&電子マ
ネー時代に必読の1冊!

A5判・128ページ・1800円＋税
ISBN978-4-8118-0753-9

コンビニ弁当　16万キロの旅
食べものが世界を変えている
コンビニ弁当探偵団文／千葉　保監修／高橋　由為子絵

身近なコンビニとコンビニ弁当を
通して、食糧輸入や環境問題、ゴ
ミ問題をよみとく。フードマイ
レージ、バーチャルウォーターな
どから見える食の現在。イラスト
満載。経営シミュレーションや工
場の密着ルポも。

A5判・112ページ・2000円＋税
ISBN978-4-8118-0752-2

「ホームレス」襲撃事件と子どもたち
いじめの連鎖を断つために
北村　年子著

「大阪・道頓堀事件」から14年。子
どもたちによる「ホームレス」襲
撃はやまない。ときに命さえ奪う
弱者嫌悪の根源に迫ったルポ。川
崎の教育現場にはじまる取り組み
とその後の事件・動向を、前著に
大幅加筆した完全保存版。

四六判・432ページ・2200円＋税
ISBN978-4-8118-0728-7

犬と猫と人間と
いのちをめぐる旅
飯田　基晴著

はじまりは、1人の「猫おばあちゃ
ん」の思いだった─。日本で飼
われている犬猫の数、約2684万匹。
一方、「殺処分」されている犬猫
は年間28万匹以上。2009年秋に劇
場公開され話題を呼んだ同名映画
の取材過程を描いたドキュメント。

四六判・228ページ・1500円＋税
ISBN978-4-8118-0737-9

漂流少女
夜の街に居場所を求めて
橘　ジュン著

新宿歌舞伎町、渋谷センター街。
著者は夜の街を漂流する少女たち
に声をかけ、誰にも言えなかった
不安や、どうすることもできない
現実に耳を傾ける。そこで語られ
た、少女たちの日常は、大人の想
像をはるかに超えるものだった。

四六判・224ページ・1500円＋税
ISBN978-4-8118-0739-3

お金で泣かないための本
困るまえに読む!　お金のトラブル回避術
宇都宮　健児監修／千葉　保・利息解読プロジェクト著／
イラ姫絵

『お金で死なないための本』の大
人版。突然の失業や低収入、悪質
商法被害、住宅ローン返済、離婚
後の家計のピンチなど、お金をめ
ぐるどんな問題にも解決策がある
ことを、事例とともに紹介。公的
支援制度や相談窓口の情報も充実。

四六判・192ページ・1400円＋税
ISBN978-4-8118-0748-5
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ニュースがまちがった日
高校生が追った松本サリン事件報道、そして十年
林　直哉・松本美須々ケ丘高校放送部著

高校生がメディアを逆取材インタ
ビュー !　冤罪報道はなぜ起こっ
たか。学校そばで起きた事件に疑
問を抱いた高校生たちが報道記者
の証言集を制作、過熱する事件報
道の原点を読み解く渾身のドキュ
メント。

四六判・264ページ・1800円＋税
ISBN978-4-8118-0714-0

男
ゲイ・カップル

と男の恋愛ノート
恋と暮らしと仕事のパートナー・シップ
簗瀬　竜太・伊藤　悟著

いっしょに住みはじめた「男ふた
り暮らし」の2人。同居する母親
や、パートナーの生活「無能」ぶ
りに大ゲンカの日々。でも、とこ
とんぶつかりあい、暮らしあい、
見えてきた自分。これは体当たり

「人間関係論」だ。
四六判・224ページ・1748円＋税

ISBN978-4-8118-0633-4

ゲイのボクから伝えたい

「好き」の？
ハテナ

がわかる本
みんなが知らないLGBT
石川　大我著

「カラダの性」「ココロの性」「スキ
になる性」は人それぞれ。その組
み合わせは、たーくさんある!　
30人に1人ともいわれるLGBT（レ
ズビアン・ゲイ・バイセクシュアル・トラ
ンスジェンダー）について、当事者
と周囲が知っておきたい基礎知識。

四六判・96ページ・1000円＋税
ISBN978-4-8118-0742-3

カミングアウト・レターズ
子どもと親、生徒と教師の往復書簡
RYOJI・砂川　秀樹編

同性愛の若者から親へ。生徒から
教師へ。カミングアウトの手紙と
その返信集。18歳～82歳までの
家族の物語が綴られる。初めてう
ちあける子どもの思い。母親の驚
き、葛藤、そして受容。同性愛者
の子をもつ親の座談も収録。

四六判・232ページ・1700円＋税
ISBN978-4-8118-0725-6

旅する名前
私のハンメは海を渡ってやってきた
車　育子著

雨宮処凛さん評「〈在日〉として
生きる一人の女性の幼い頃の記憶、
家族、仕事、恋、結婚、子育て、
そして自分との、歴史との真摯な
対話。日常から綴られる、私たち
のすぐ傍にある物語」。肩ひじは
らずに歩む、「私の名」を探す旅。

四六判・192ページ・1800円＋税
ISBN978-4-8118-0724-9

チョゴリと鎧
よろい

その歴史と文化をとらえなおす視点
池　明観著

日本の歴史において消去されたア
ジアの視点から、日本の歴史・社
会・文化を照らしだしたら、どの
ような歴史像・社会像、そして現
在が見えてくるか。その視点を抜
きに、日本の歴史を子どもたちに
語れないのではないか。

四六判・216ページ・2000円＋税
ISBN978-4-8118-0079-0

降りていく生き方
「べてるの家」が歩む、もうひとつの道
横川　和夫著

しあわせは私の真下にある。引き
こもりも病気も不安も、逆転の発
想で糧にする「べてるの家」の
人々。問題山積の当事者と家族、
医師、支援者の軌跡を深く取材し
た書き下ろしノンフィクション。

“豊かな回復”への道筋。
四六判・232ページ・2000円＋税

ISBN978-4-8118-0669-3

変革は、弱いところ、小さいところ、
遠いところから
清水　義晴著／小山　直構成・文

〈ただの人〉が社会を変えていく!
全国のまちづくりを応援する著者
が、各地の実践を紹介。元気の出
るまちづくり、親たちの手による
学校改革、仕事を〈快労〉にする
秘訣、市民主導の市長選。停滞
ムードを蹴っ飛ばせ!

四六判・240ページ・1905円＋税
ISBN978-4-8118-0668-6
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障害者と泣き笑い三十年
ともに生き、ともに老いる
近藤　原理著

カラオケ名人のユキオ、毎日、絵
日記を描くマツコ、女性の名まえ
収集家のユタカ……。農牧をしな
がらつくりあげた障害者との共同
生活。そのなかから生まれる一人
ひとりの小さなドラマを哀歓をこ
めた文章と写真で描く。

四六判・224ページ・1748円＋税
ISBN978-4-8118-0055-4

街かどのパフォーマンス
「障害」のある子たちからのやさしい反撃
高崎　明著

青空市の一角で人形劇が始まった。
にぎやかな歓声があがり、笑いが
渦まく。養護学校に通う子どもた
ちによるパフォーマンスだ。歌や
踊りや芝居のワークショップが子
どもたちを自由にし、無視されて
きたエネルギーが爆発する。

四六判・240ページ・1600円＋税
ISBN978-4-8118-0077-6

地域で障害者と共生五十年
ともに生き、ともに老いる
近藤　原理著

日本の障害児者福祉と教育の草分
け的存在である著者が、実践の
50年を整理し全体像を描いた。そ
の仕事の原点には、荒れ地を拓き、
田畑を耕し、ブタを飼い、自力で
地域につくりだした共同生活があ
る。

四六判・208ページ・2095円＋税
ISBN978-4-8118-0653-2

車イスからの宣戦布告
私がしあわせであるために私は政治的になる
安積　遊歩著

障害者の自立生活運動のために、
世界をとび歩く車イスの遊歩の妊
娠・出産・子育ての記録。障害者
をもつ家族に生きにくい世の中を
どう変えていくか。優生思想とど
う闘うか。車イスの母と子を囲む
ネットワークのパワー全開。

四六判・200ページ・2000円＋税
ISBN978-4-8118-0654-9

癒しのセクシー・トリップ
わたしは車イスの私が好き!
安積　遊歩著

小さいときから否定されてきた障
害のある自分が、セクシュアリ
ティを求める遍歴のなかで、自己
信頼を回復する。上野千鶴子さん
評…自己否定感から自分をとりも
どす闘い。それは前人未踏の冒険、
こころとからだのトリップだ。

四六判・232ページ・2000円＋税
ISBN978-4-8118-0623-5

その手は命づな
ひとりでやらない介護、ひとりでもいい老後
横川　和夫著

介護する側・される側、どちらの
人生も大切にしたい。そんなシス
テムをつくりたい。おたがいさま
の他人同士だからやれる。「まご
ころヘルプ」から「地域の茶の
間」「うちの実家」へと広がる、
人の手ネットを創った女性たち。

四六判・288ページ・1900円＋税
ISBN978-4-8118-0715-7

いのちに贈る超自立論
すべてのからだは百点満点
安積　遊歩著

「骨形成不全症」のレッテルを超え
て生きる著者が語る、未来への
メッセージ。娘との日々、「治す」
ことと「治る」こと、生殖技術と
いのちの選別……。からだのあり
ようをそのままに受け入れ、すべ
てのいのちにラブ・コールを贈る。

四六判・192ページ・1600円＋税
ISBN978-4-8118-0734-8

地域生活支援  ひとりから始まるみんなのこと
〈パーソナル・アシスタンス とも〉の実践
西田　良枝著

年齢、障害の有無・種類にかかわ
らず、だれもが地域で「普通に」
暮らすために、24時間365日の生
活支援をおこなう社会福祉法人が
ある。たったひとりのニーズをす
べての人に役立つしくみに。その
歩みとケアの実際を描く。

四六判・256ページ・1900円＋税
ISBN978-4-8118-0747-8
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息子殺し
演じさせたのはだれか
斎藤　茂男編著

「殺さないでくれ!」と叫ぶ息子を
めった刺しにした両親。その減刑
を嘆願する85000人余の署名。な
ぜ世論は子殺しに同情的なのか?
　92年におきた高校教師の息子
殺害事件。関係者、各界からの証
言で事件の本質に迫る。

四六判・232ページ・2000円＋税
ISBN978-4-8118-0562-7

「林住期」を生きる
家や仕事を離れて第三のライフステージへ
山折　哲雄編著

中高年が人生を後半から自分の再
生のために生きたら、この社会も
変わるだろう。農と炭焼きへの転
身、四国遍路への旅立ち、ネパー
ル移住……。アクティブな宗教学
者からのエールと5編の体験記が、
新しい人生観を提示する。

四六判・200ページ・2000円＋税
ISBN978-4-8118-0658-7

無着成恭の対談集

人それぞれに花あり

教育者であり、僧籍をもつ無着成
恭が、仏教者をはじめ、第一線で
活躍する作家・能楽師・俳人や女
優・歌手と、子育てや学校教育か
ら芸術・宗教までさまざまな話題
を語りあう。対談者・岡本太郎、
高史明、研ナオコほか
B6変型判・320ページ・1680円＋税

ISBN978-4-8118-0701-0

無着成恭の掌話集

倶会一処（くえいっしょ）
無着　成恭著

近代的な教育や認識の体系はたか
だか300年、仏教の思想は2500年
の命脈を生きてきた。日本の農業
と、仏教と、人間の教育の再生と
いう終生のテーマを実践する無着
成恭が語る、仏教から教育は何を
学ぶかを綴った89話。
B6変型判・288ページ・2000円＋税

ISBN978-4-8118-0702-7

こんなモノなしで、暮らしたい
ムダ・ウォッチングのすすめ
芦崎　治編著

玄関にドサッと置かれた電話帳。
こんなモノいらないと思ったら、
暮らしのムダが見えてきた。抗菌
グッズ、算数セット、成人式。お
金や物の浪費がなぜやまない?　
シンプルに暮らしたい─その気
づきが見つけた15のムダ。

四六判・200ページ・1800円＋税
ISBN978-4-8118-0657-0

迷走する両立支援
いま、子どもをもって働くということ
萩原　久美子著

「家庭と仕事の両立支援」とは誰
のための、何のためのものなのか
─。格差と少子化、共働き家庭
の増加。仕事と子育ての狭間で苦
悩する30～40代の女性たち。百
人を超える母親に取材、制度と現
実とのミスマッチをあぶりだす。

四六判・304ページ・2200円＋税
ISBN978-4-8118-0720-1

ディープ・ブルー　
虐待を受けた子どもたちの成長と困難の記録
アメリカの児童保護ソーシャルワーク
粟津　美穂著

貧困、暴力、養育困難。親元から
救いだされ、虐待を生き延びた子
どもたち。彼らが成長の過程で遭
遇する、決別と出会いと困難を描
き、米国・子ども虐待最前線の現
場から、日本にいま必要なものは
何かを問い返す。

四六判・320ページ・2100円＋税
ISBN978-4-8118-0722-5

生きなおす、ことば
書くことのちから─横浜  寿町から
大沢　敏郎著

日本の三大ドヤ街の一つ、横浜寿
町。教育の機会を奪われ、読み書
きができないために地を這うよう
に生きてきた人々がいる。この街
で識字学校を主宰する著者と、文
字を学ぼうとする人々との交流、
彼らが書いた珠玉の言葉。

四六判・224ページ・1800円＋税
ISBN978-4-8118-0711-9
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シングルマザー生活便利帳
ひとり親家庭サポートBOOK
新川　てるえ・田中　涼子著

仕事と家計、住まいの選択、仕事
と育児の両立。豊富なケーススタ
ディをもとに、ひとり親家庭に役
立つ情報を掲載したガイドブック。
当事者の悩みから、使える制度・
施設・法律まで、Q&Aやチャー
ト式でわかりやすく解説。

A5判・176ページ・1500円＋税
ISBN978-4-8118-0735-5

家族・子育て

離婚後の親子たち
氷室　かんな著

「夫婦はやめても親はやめない」。
そうはいっても離婚後の親子関係、
みんなどうしているのか。別れた
相手と協力なんてできるのか。子
どもはどう思っているのか。〈元
夫〉と〈元妻〉と〈子どもたち〉
に取材した、葛藤と希望と本音。

四六判・256ページ・1800円＋税
ISBN978-4-8118-0717-1

会えないパパに聞きたいこと
新川　てるえ文 ／山本　久美子絵

「ママとパパ、どうして別れた
の?」─それが一番聞いてみ
たいこと。一人でがんばるママ、
離れて暮らすパパへ伝えたい
メッセージ。ひとり親家庭の子
どもが、さまざまな葛藤を乗り
越え大人になっていくプロセス
を描いた絵本。
B5変型判・36ページ・1500円＋税

ISBN978-4-8118-0729-4

ステップキンと7つの家族
再婚と子どもをめぐる物語
ペギー・ランプキン著 ／中川　雅子訳 ／永田　智子絵

親の離婚・再婚に直面した子ども
が主人公の、7つの物語。さまざ
まなかたちのステップファミリー

（再婚家族）のなかで悩む子ども
に、妖精ステップキンが具体的な
ヒントと励ましをくれる。各話に
大人むけガイドつき。

A5判・144ページ・1700円＋税
ISBN978-4-8118-0719-5

ココ、きみのせいじゃない
はなれてくらすことになるママとパパと子どものための絵本
ヴィッキー・ランスキー著／中川　雅子訳／ジェーン・プ
リンス絵

離婚を子どもにどう告げる?　
離れて暮らす親と子の関わり方
は?  子どもの感情をどう受け
とめる?─「夫婦の別れを親
子の別れにしないために」、親
と子が離婚という転機を乗り越
えるのをサポートする絵本。

AB判・36ページ・1300円＋税
ISBN978-4-8118-0713-3

子連れ再婚を考えたときに
読む本
新川　てるえ著

結婚する夫婦の4組に1組が再婚
といわれる時代。100人の実体験
をもとに、再婚家庭ならではの問
題や悩みに応え、養子縁組や親権
など法的手続きをわかりやすく解
説する。役立つ情報とノウハウを
まとめた実用の書。

四六判・208ページ・1600円＋税
ISBN978-4-8118-0745-4
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家庭で語りあうエイズの本
家族と、恋人と、友だちと
クリーブ・ウィング著／山中　京子訳／桜井　賢樹監修

心配なこと、セックスのこと、病
状のこと、検査のこと、感染した
人のこと……。「大切な人と語り
あうエイズ」という観点から、知
りたいことが、Q&A方式でくわ
しく、わかりやすく語られる。一
家に一冊、必携の本。

四六判・160ページ・1456円＋税
ISBN978-4-8118-0530-6

愛という名の支配
田嶋　陽子著

愛するとは、結婚とは、性とは、
仕事とは、子育てとは。女と男の
抑圧関係をさわやかに超え、〈女
らしさ〉の鎖をぶっちぎれ。〈あ
なたらしさ〉を発見して、大きく
大きく〈元気〉になるための本。

四六判・232ページ・2000円＋税
ISBN978-4-8118-0551-1

自分さがし
女たちのおしゃべりから暮らしが変わる
曽田　蕭子著

「わからない」は「わかりたい」
ということ。世界や人間や自分自
身へのあくなき好奇心の発露。わ
からなさから無限の可能性を秘め
た自分らしさの種が育っていく。
わからなさから始まる自分さがし
の旅にあなたをいざなう。

四六判・224ページ・1728円＋税
ISBN978-4-8118-0550-4

子どもと病気
山田　真著

この本を読んでも熱がさがったり、
腹痛がやんだりはしません。でも、
登場人物のお母さんやおばあちゃ
ん、そしてワハハ先生の楽天病が
伝染したら、子どもの病気にもあ
せらず、気がつけばふだんの子ど
もとの関係も変わります。

四六判・280ページ・1748円＋税
ISBN978-4-8118-0115-5

メディア・セックス幻想
AVにつくられる女と男の性文化
宮　淑子著

多くの高校生が見ているAV 。歪
んだ視点による性表現がマニュア
ルとして刷り込まれ、性を貧しく
する。AVファンを自称する著者
が、AV業界の現場取材から、ほ
んとうのエロスとは何かを鋭く問
う。

四六判・224ページ・1748円＋税
ISBN978-4-8118-0632-7

女に選ばれる男たち
男社会を変える
安積　遊歩・辛　淑玉著

女である、障害がある、在日コリ
アンである。私たちのパートナー
はエリート男にはつとまらない。
家事や子育てのなかで自分を変え、
パートナーへの差別を共有できる
のか。女の味方になれない男を女
は選ばない。

四六判・208ページ・1800円＋税
ISBN978-4-8118-0661-7

子育ても料理も科学も遊んじゃおう
暮らしのなかの学びあい
曽田　蕭子著

子育てまっ最中の母親たちが“今
様井戸端会議”をつくり、仕事・
結婚・子育てを考えあう。そのな
かで、育児や料理のなかに、科学
に流れるのと同じ知の輝きを発見
して暮らしをふくらませていく。

四六判・192ページ・1500円＋税
ISBN978-4-8118-0074-5

子育て 
みんな好きなようにやればいい
山田　真著

子育てはだれにとっても悩みのタ
ネ。不安はつきず、リキんでし
まったりもします。親は子にどう
関わったらいいのか。医者として
父親として保父としての経験をも
とに、子育ての考え方とハウツウ
を全面公開し、実践的に答えます。

四六判・272ページ・1600円＋税
ISBN978-4-8118-0726-3
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コミュニケーション・
身体

癒しのワークショップ
子育て、自分育ち
松井　洋子著

子育てに疲れ、イライラしていま
せんか。孤独感に襲われ、疎外感
を味わっていませんか。からだと
心を解放する試みから生みだされ
る癒し。どうすれば、自分を開き、
表現し、人と人とのいい関係をつ
くりだしていけるか。

四六判・224ページ・2000円＋税
ISBN978-4-8118-0095-0

気でひきだせ、無限の治癒力
だれでもできる矢山式気功法
矢山　利彦著

身体の歪みからくる痛み、生活習
慣がよびこむ不調、ストレスにひ
き起こされる病気、そして癌。し
かし、人間は誰でも自己治癒力が
ある。西洋医学から東洋医学へ、
治らない病気に挑戦し〈気〉の医
療へ。病人にもできるレッスン法。

四六判・208ページ・2000円＋税
ISBN978-4-8118-0636-5

自然体のつくり方
レスポンスする身体へ
斎藤　孝著

自然体とは技である。自らの軸は
しっかり保ちながら、外へと開か
れた柔軟な心身の構え。それは、
意識しなければ身につかない、し
かし、だれでも獲得できる〈技〉
である。内なる中心感覚と、他者
との距離感覚を習得するために。

四六判・208ページ・2000円＋税
ISBN978-4-8118-0662-4

からだで、おはなし
親と子のふれあい体操
松井　洋子著／　山村　浩二絵

時代の歪みを身体とこころでもろ
に受けとめ反乱をおこしはじめた
子どもたちに、しなやかな身体と
こころをとりもどす体操。体操を
とおして子どもの心身と親子の関
係が拓かれ、癒される。

四六判・208ページ・2000円＋税
ISBN978-4-8118-0626-6

ありのままの自分がいい
少年期・思春期のセクシュアリティ　こころとからだの本

クレア・パターソン著 ／リンジィ・クィルター絵 ／ 　 　
eq Press訳

おとなになりはじめたあなたの
変化について、まわりのおとな
たちはあまり教えてはくれませ
ん。友だち同士でも話しづらい
ことだってあります。そうした
あなたのからだやこころの不安
に答える本。

AB判・80ページ・1800円＋税
ISBN978-4-8118-0110-0

7days アサーティブネス

こじれない人間関係のレッスン
八巻　香織著／ティーンズポスト編

自分と相手の気持ちを受け止め、
肯定的な関係をつくる方法がア
サーティブネスです。「キレる」「タ
メる」「コモる」表現のクセを点
検・理解。しなやかなステップへ
向かっていくために、感じて、考
えて、行動する7日間のレッスン。

A5判・160ページ・1500円＋税
ISBN978-4-8118-0721-8
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「教師と父母と学生・生徒のための月刊誌」として
数多くの授業実践を発信しつづけてきた

雑誌『ひと』（1973～2000）。
そこに蓄えられた実践の知恵とエネルギーを、

「ひと」BOOKSは次世代に手渡します。

「ひと」BOOKS

はじまりをたどる「歴史」の授業
千葉　保著

音楽室・理科室・家庭科室・図書
室。最初にできた特別教室は?　
校舎の移り変わりをたどっていく
と、隠れた歴史がみえてくる!　
特別教室から南太平洋ヤップ島の
石貨まで、歴史の楽しさをダイナ
ミックに感じる授業集。

A5判・144ページ・1800円＋税
ISBN978-4-8118-0743-0

「ひと」BOOKS

授業 俳句を読む、俳句を作る
青木　幹勇著

子ども俳句のコンテスト応募者
20万人。みずみずしく独創的な
表現は、子どもも大人も魅きつけ
ます。子ども俳句から出発し、

「ごんぎつね」など物語による俳
句指導に至るまで、国語教室でだ
れでもできる俳句指導の決定版。

A5判・168ページ・1800円＋税
ISBN978-4-8118-0746-1

「ひと」BOOKS

食からみえる「現代」の授業
千葉　保著

豚は食べられるために生まれて
くるの?　子豚たちのかわいい
写真で幕を開けた授業は急展開。

「いのち」を食べることの意味っ
て?　豚肉、コンビニ弁当、水
道水……。身近なモノから世界
につながる、驚き連続の授業集。

A5判・160ページ・1800円＋税
ISBN978-4-8118-0744-7

「ひと」BOOKS

エネルギーと放射線の授業
「現代」の授業を考える会編

電気も選んで買える?　夏でも4℃
を保つ非電化冷蔵庫って?　さま
ざまな角度からエネルギーについ
て考え、放射線とは何かをきちん
と知って身を守る。原発事故後の
世界を生きるために、子どもとと
もに学び、考える授業を提案。

A5判・168ページ・1800円＋税
ISBN978-4-8118-0749-2

授業をたのしくする

『エネルギーと放射線の授業』本文見本 『はじまりをたどる「歴史」の授業』本文見本

「教師と父母と学生・生徒のための月刊誌」として

授業をたのしくする

「ひと」BOOKS
「教師と父母と学生・生徒のための月刊誌」として

学びをつなぎ、
知の年輪を育てる
オリジナル授業集。
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教育

サヨナラ、学校化社会
上野　千鶴子著

東大生をも覆う評価不安。母親た
ちの苦しい子育て。「将来のため
に今を耐える」学校的生き方は終
わった。自分が「面白い」とうな
ずける生き方を誰もが獲得するた
めに、上野千鶴子が学校と教育を
斬った語った快読の一冊。

四六判・200ページ・1750円＋税
ISBN978-4-8118-0666-2

教師は二度、教師になる
君が代処分で喪ったもの
野田　正彰著

子どもとの関わりのなかで、人は
いかにして「教師になる」のか。
自らの職業倫理に基づいて強制に
抗った13人への詳細な聴きとり
を通じ、彼らの教育観を伝え、そ
の葛藤のありようを精神医学の視
点から読み解く。

四六判・240ページ・2000円＋税
ISBN978-4-8118-0733-1

あきらめない教師たちのリアル
ロンドン都心裏、公立小学校の日々
ウェンディ・ウォラス著／藤本　卓訳

全国学力テスト、成績ランク公開、
学校監査……。プレッシャーのも
と、貧困地域で子どもたちの“ラ
イフ・チャンス”を広げるために
学校は奮闘し、碓かな実績をあげ
る。校長と教職員たちの日常を
追った、イギリス教育現場の実像。

四六判・288ページ・2200円＋税
ISBN978-4-8118-0727-0

学校でこそできることとは、
なんだろうか
里見　実著

子どもたちが集まって、ひとつの
ことがらを、協働的に、持続的に、
かつ知的に追究できる場として、
学校以外に現在、どのような場が
あるだろうか。出口のみえない学
力論争を超え、「人として育つ」
ための学びへ。

四六判・216ページ・2400円＋税
ISBN978-4-8118-0716-4

パウロ・フレイレ
「被抑圧者の教育学」を読む
里見　実著

人間の非人間化に抗い、自由への
翻身の契機を探りつづけたブラジ
ルの教育思想家パウロ・フレイレ。

「現代の古典」ともいわれ、世界
中で読み継がれているその主著を
読み解く。ポルトガル語版オリジ
ナル・テキストからの訳とともに。

四六判・288ページ・2800円＋税
ISBN978-4-8118-0736-2

希望の教育学
パウロ・フレイレ著／里見　実訳

いまある状態が、すべてではない。
ものごとを変える、変えることが
できる、という意志と希望を失っ
たそのときに、教育は、被教育者
にたいする非人間化の、抑圧と馴
化の行為の手段になっていく。教
育思想家フレイレの晩年の主著。

四六判・336ページ・3200円＋税
ISBN978-4-8118-0663-1
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日本の学校のゆくえ
偏差値教育はどうなるか
竹内　常一著

登校拒否、落ちこぼし問題、子ど
もの身体とこころの異変、週5日
制、新しい学力観……。がんじが
らめのいまの教育状況のなか、学
校はどう変わるのか、変えていく
のか、その指針を提出する。日本
の教育はどうなるか?

四六判・224ページ・1835円＋税
ISBN978-4-8118-0561-0

身体のダイアローグ
佐藤学対談集

対談者★養老孟司、藤原新也、中
沢新一、谷川俊太郎、三善晃、栗
原彬、趙恵貞ほか。ポスト・バブ
ル、ポスト・オウムの思想と文化
の混乱を読み解き、教育を覆うニ
ヒリズムを内破する8編の対話。
越境する教育学の挑戦。

四六判・216ページ・2000円＋税
ISBN978-4-8118-0665-5

学びの身体技法
佐藤　学著

子ども・若者をめぐる身体論、学
びにおける身体と言葉、〈学力〉
から〈学び〉への転換、学校・授
業改革をどうしたらよいか……。
現代の学校の危機を超え、教育の
パラダイムを決定的に転換する多
様な方途を指し示す本。

四六判・200ページ・2000円＋税
ISBN978-4-8118-0643-3

子どもの自分くずし、その後
“深層の物語”を読みひらく
竹内　常一著

いま、不登校もいじめも、子ど
も・若者問題を解き明かすには、
そこに秘められた深層の物語を読
みひらかなくては見てとれない。
そこにはからだとこころの危機が
ある。『子どもの自分くずしと自
分つくり』の続編。

四六判・232ページ・2000円＋税
ISBN978-4-8118-0645-7

学び　その死と再生
佐藤　学著

死に体になっている日本の学校を
生き返らせるには?　著者の〈学
校の原風景〉から掘りおこし、学
校を小さな共同体へ再編成するた
めの提案、教師・教育の再生をも
たらす癒しやケアの教育原理を明
らかにする。

四六判・192ページ・2000円＋税
ISBN978-4-8118-0638-9

学ぶことを学ぶ
里見　実著

空洞化した教えや学びを根底から
問い直し、新しい学びのイメージ
を創出するには。言語をとおし、
身体を媒介にして、世界に働きか
け、自ら獲得する学びとは。「学
び方を学ぶ」ことからの出発、そ
の大学での実践。

四六判・232ページ・2000円＋税
ISBN978-4-8118-0664-8

働くことと学ぶこと
わたしの大学での授業
里見　実著

学ぶこととは?　働くこととは?　
生きる基礎を問いかけられて学生
たちは議論し、考え、その思索を
書きつけ交換し、ふたたび考える。
若者たちが学ぶことと出会い、大
学を〈自分づくり〉の仕事場にし
ていった授業の記録。

四六判・264ページ・2301円＋税
ISBN978-4-8118-0637-2

学校を非学校化する
新しい学びの構図
里見　実著

1─教師が教え、生徒は教えられ
る。2─教師がすべてを知り、生
徒は何も知らない。3─教師が考
え、生徒は考えられる対象である。
4─教師が語り、生徒は耳を傾け
る。この関係をかえること、それ
は社会文化の変革である。

四六判・224ページ・2000円＋税
ISBN978-4-8118-0630-3
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いのちと性を学びあう
からだを知り、自分を知る
根岸　悦子編著

性についてもっと知りたい。はぐ
らかさないで教えてよ。そんな子
どもたちからの問いかけに正面か
ら答え、いま生きている「私」と
いう存在をまるごととらえなおす
実践集。

四六判・288ページ・2000円＋税
ISBN978-4-8118-0034-9

イメージをさぐる
からだ・ことば・イメージの授業
鳥山　敏子著

教室を、問題を抱えた子たちがほ
んとうの自分を生きる空間にしよ
うとしたとき、この実践は始まっ
た。やがて子どもたちのからだが
語りはじめ、イメージがはばたき
だした。教室は子どもが安心でき
る空間に変わった。

四六判・288ページ・2095円＋税
ISBN978-4-8118-0052-3

12歳の性
スケベでエッチなホンネを育てる
望月　正弘著

子どもたちはからだに対する好奇
心でいっぱい。マンガやテレビか
ら、どんどん断片的な〈性〉知識
をとり入れる。でも、先生には教
えない。「いやらしい」っておこ
られるから。こんな時代の〈性教
育〉とは?

四六判・240ページ・2000円＋税
ISBN978-4-8118-0064-6

公文式“プリント狂”時代の 
終わり
平井　雷太編著

テスト競争を勝ちぬくための反復
プリント訓練によって大流行した
公文。その学習で子どもが学びと
るものとは?　全国の教室で子ど
もがとりくんでいる膨大なプリン
トの計算・文字・英語の内容・カ
リキュラムを徹底検討する。

四六判・216ページ・1800円＋税
ISBN978-4-8118-0628-0

過去と記憶の“リ・メイキング”
学校時代の「事件」に出会いなおす方法
府川　源一郎編著

学校時代の忘れられない出来事。
その場に立ち会った教師・友人・
親の証言を得て、14人の大学生
が出会いなおした学校体験。他者
の目を獲得し、記憶を複眼でみて
再編集する。それを書くことで何
が起こったか。

四六判・184ページ・1800円＋税
ISBN978-4-8118-0646-4

学び方・ライフスタイルをみつける本
アクティブな地球市民になるためのゼミ
下羽　友衛編

無関心派の大学生たちが、地域や
世界の生の現実とつながったとき、
どう変貌するか。ゼミという場で
の学び・体験をとおして、問題を
みつけ、手段を探り、行動を起こ
し、世界とつながる術を身につけ
ていく13人の若者の記録。

四六判・224ページ・2000円＋税
ISBN978-4-8118-0647-1

［イラストブック］

放射線になんか、まけないぞ!
木村　真三監修／坂内　智之文／柚木　ミサト絵

私たちは、何に、どう気をつけて、
生活していけばいいの?─子ど
も自身が学べる日々の注意点と、
放射線の基礎知識。大人も迷う除
染の進め方や「数値」とのつきあ
い方。子どもと大人が一緒に学べ
る、みんなで考えるための本。

B5変型判・48ページ・1200円＋税
ISBN978-4-8118-0750-8

いのちに触れる オンデマンド版
生と性と死の授業
鳥山　敏子著

にわとりを川原で狩り、殺して食
べる。『原発ジプシー』の堀江邦
夫さんを教室に迎え、労働者が被
曝する現実を知る。同じ哺乳類であ
るブタを解体して食べ、いのちと性、
人間とは何かを考える。1981～85年
におこなわれた衝撃的実践の記録。

四六判・292ページ・2000円＋税
ISBN978-4-8118-0409-5
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中学生のことばの授業
詩・短歌・俳句を作る、読む
近藤　真著

俵万智の『サラダ記念日』へ恋の
返歌をつくる、まだあげ初めし前
髪の“きみ”の目線で島崎藤村の

『初恋』を書きかえる、森の中で
木に向かって谷川俊太郎の『き』
を読む…など、選りすぐりの授業
とみずみずしい生徒の作品を収録。

四六判・288ページ・2200円＋税
ISBN978-4-8118-0740-9

コンピューター綴り方教室
子どもたちに起きたリテラシー革命
近藤　真著

中学校の国語教育をコンピュー
ターが180度変える。漢字は書け
なくても、コンピューターでなら、
さらさら綴れるという子どもたち
が登場しはじめた。作文・詩・短
歌・劇づくりなどの先駆的な実践
を編んだ。

四六判・208ページ・2000円＋税
ISBN978-4-8118-0639-6

本よみキッズの事件簿
子どもと本と、ときどき大人
子ども発見ライブラリー編著

子どもが本と出会うとき、「事
件」は起きる。職員室天井破り事
件、カイコに迫る危機、おめでと
うクッキーの謎……。日常の小さ
な「事件」から、子どもの願いや
秘密が見えてくる。教室で、図書
室で、親子で、読んだ語った44冊。

四六判・240ページ・1800円＋税
ISBN978-4-8118-0723-2

特別支援 99までのたし算・ひき算
〈5-2進〉タイルで教える
芳賀　雅尋著

「同じ」ということの意味から数
概念を獲得する学習をはじめ、“5-2
進法”で数概念を一気に99まで
広げ、2桁の数を習得してから筆
算に入る。小さな数の反復練習を
する特別支援教育とは一線を画す
る、量を基礎にした指導メソッド。

A5判・128ページ・2000円＋税
ISBN978-4-8118-0741-6

ゴミは、どこへ行く?
自動車・原発・アルミ缶・汚水の授業
依田　彦三郎編著

ゴミ問題こそ、身近で、だれもが
理解しやすい環境問題であり、公
害問題だ。だれが被害者で、だれ
が加害者なのか。現代のゴミの発
生とその始末の方法、ゆくえを追
い、問題点と解決策を考える。ゴ
ミと汚れをめぐる授業集。

四六判・224ページ・2000円＋税
ISBN978-4-8118-0105-6

授業　日本は、どこへ行く?
使い捨てカメラ、ハンバーガー、日の丸
千葉　保著

子どもたちは、いつもその時代の
課題に鋭敏だ。〈ゴミと環境汚染〉

〈国際化と食糧〉〈戦争と国家〉な
ど現代の突出したテーマを彼らに
ぶつけた12の授業。子どもたち
は問題にとり組み、考え、討論し、
自分の意見を構築してゆく。

四六判・288ページ・2000円＋税
ISBN978-4-8118-0103-2

地球は、どこへ行く?
ゴルフ場・再生紙・缶コーヒー・エビの授業
里見　実編著

ほんのちょっとした便利さや、快
適な生活は、どのような代償のう
えになりたっているのか。地球の
反対側ではどんな事態になってい
るか。われわれの生活の異常さを
浮きぼりにする事実を、子どもた
ちに投げかけた授業集。

四六判・200ページ・2000円＋税
ISBN978-4-8118-0104-9

学校にさわやかな風が吹く
新米校長の愉快な学校づくり
千葉　保著

斬新な切り口で「使い捨てカメ
ラ」や「カード破産」の授業をつ
くってきた千葉さんが校長に。海
の見える丘の小さな小学校で子ど
もとの初対面は皿回しから。出前
授業でクラス訪問。地域と学校が
子ども中心にゆったり回りだす。

四六判・184ページ・1800円＋税
ISBN978-4-8118-0655-6
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宇宙のものみんな描いちゃおう
植物・動物・人工物の描き方
松本　キミ子著

使う絵の具は、3原色と白。植
物の成長や動物の毛並みの方向
へ描いていくと、誰でも不思議
に描けてしまう。代表的な28
のモデルを描くポイント。筆の
使い方、構図のとり方、色づく
りなど、キミ子方式の決定版。

AB判・200ページ・3800円＋税
ISBN978-4-8118-0063-9

10人のスーパー・ティーンたち
高橋　清行著

遅刻魔の前田君、自傷っ子の美央、
緘黙少年・健ちゃん……。高校生
たちに必死で生きそう一人の教師
が、そのさまをさらりと綴った
10編。教えよう、変えようとい
う「教育」を超え、徹底的に対等
に生きる関係性が誕生した。

四六判・216ページ・1553円＋税
ISBN978-4-8118-0453-8

なぜ小学生が〝荒れる〟のか
学級解体の危機を超えて
今泉　博・山崎　隆夫著

学級を襲った子どもたちの〈荒
れ〉。身体に潜んでいた怒り・苛
立ちを噴出させ、仲間も自分をも
傷つけていく。子どもの内面の悲
しみにより添いながら、その立ち
なおりに希望をかけ、6年生を担
任した2人の教師の苦闘の記録。

四六判・200ページ・1800円＋税
ISBN978-4-8118-0642-6

せんせい、聞いて、きいて
一年生の月火水木金土
池ヶ谷　亘枝著

いまもむかしも、1年生に訪れる
春は変わらない。お母さんや先生
に不安がよぎっても。学ぶことっ
てすばらしい。文字を、算数を、
ものがたりを。現代の1年生のか
しこさ、おもしろさ、やさしさを
深いところから描きだします。

四六判・208ページ・1505円＋税
ISBN978-4-8118-0099-8

教育、死と抗う生命
子ども・家族・学校・ユートピア
関　曠野著

なぜ人間の社会には教育というい
となみが不可欠なのか? 　〈進歩
の理念〉なきいま、教育・子育て
の価値観をどこに求めるか?　学
びの共同体を再生させる世代間対
話という教育の原像を差しだす。

四六判・200ページ・2000円＋税
ISBN978-4-8118-0634-1

マルチメディアと教育
知識と情報、学びと教え
佐伯　胖著

子どもの生活に広がるインター
ネット、携帯電話……。マルチメ
ディア洪水で教育・学びはどうな
る? 　「情報＝知識」という勘違
いを超えて、情報やテクノロジー
に振りまわされずに、メディアと
どうつきあい、学びを獲得するか。

四六判・216ページ・2000円＋税
ISBN978-4-8118-0649-5

みんなのための教育改革
教育基本法からの再出発
関　曠野著

教育改革は、教師の仕事とは何か
を出発点としなければならない。
大学教育のために初中等教育があ
るのではなく、高校卒業までに次
代の市民を育成するコモン・エ
デュケーションこそが近代教育の
理念である。その実現への提言。

四六判・200ページ・2000円＋税
ISBN978-4-8118-0656-3

無着成恭の昭和教育論
仏教徒として昭和を検証する
無着　成恭著

『山びこ学校』から『詩の授業』
まで、無着成恭の仕事は一貫して
教育とは何かを問う実践であった。
そしていま、ひとりの仏教徒とし
て、日本の戦後教育、また戦前・
戦中の天皇制教育とは何であった
のかを自分史を通して語る。
B6変型判・312ページ・2000円＋税

ISBN978-4-8118-0703-4
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「地域暮らし」宣言
学校はコミュニティ・アート!
岸　裕司著

学校が「地域のヘソ」になった!  
人的ネットワーク、施設活用、プ
ログラム、そのすべてで先駆的実
践を築いた習志野市・秋津コミュ
ニティ。教師も親も子どもも楽し
く、持続可能な方法で。その秘訣
と実例を惜しげなく公開。

A5判・240ページ・1900円＋税
ISBN978-4-8118-0712-6

学校を基地にお父さんのまちづくり
元気コミュニティ!　秋津
岸　裕司著

「できる人が、できるときに、無
理なく、楽しく!」がモットー。
飼育小屋や図書室をお父さんたち
の手づくりで。余裕教室をコミュ
ニティルームに。学校と地域が連
携したまちづくり。わが街を「寝
に帰る場所」から「生きる場所」へ。

四六判・208ページ・1800円＋税
ISBN978-4-8118-0650-1

教室に“学びのライブ”がやってきた!
仮面・イメージ・表現のレッスン
久保　敏彦著

自己閉鎖し孤立しがちな生徒たち
に働きかけ、教室をからだと言葉
が触れあい人との関係性をとりも
どす場に変える高校保健体育の実
践。即興のジャズ演奏、サンバや
盆踊り、手づくりマスクでの仮面
劇、イメージのレッスンほか。

四六判・200ページ・2000円＋税
ISBN978-4-8118-0640-2

セカイをよこせ!   
子ども・若者とともに
楠原　彰著

いま、日本の子ども・若者たちが、
なぜ自分の闇に閉じこもったり、
他人との関係がつくれなかったり
するのか。日本の子どもたちの問
題とアジア・アフリカの現実をど
う繋ぐか。子ども・若者が希望を
とりもどす課題とはなにか。

四六判・208ページ・2000円＋税
ISBN978-4-8118-0651-8

寒風にスキップはずみ
学びのある教室
春日　辰夫著

洋助の転入した日、教室は無秩序
につきおとされた。それから400
日、洋助は心やさしいほんとうの
顔をみせて卒業していく。その過
程をタテ軸に、授業を媒介に育ち
あう子ども群像をヨコ軸にして描
いた、ねばり強い実践の記録。

四六判・248ページ・1500円＋税
ISBN978-4-8118-0056-1

若者たちは学びたがっている
寺小屋から自由の森学園へ
松井　幹夫著

数学の授業をとおして、中高生の
だれでもが心の底に秘めている学
びへの渇望をふき出させたい。若
者と心を結びあい、ともに学びあ
える場をつくりたい。その願いが、
著者を寺子屋学園から自由の森学
園の設立へと向かわせた。

四六判・248ページ・1650円＋税
ISBN978-4-8118-0062-2

教師たちの犯罪
若いいのちが壊されていく
大島　幸夫著

1979年、埼玉県上福岡で、いじ
めを苦にした中学1年の少年が空
を飛んだ。そこに、現在に至る現
実がすべて露呈している。現在も
なお、なぜ、つぎつぎと事件は起
こり、子どもたちは死へ疾走して
ゆくのか?

四六判・296ページ・1748円＋税
ISBN978-4-8118-0022-6

葬式Kids
現代を生きるティーンの文学
篠崎　五六編

牧野節子、村中李衣、川島誠、加
藤多一、森忠明著。右翼に傾倒す
る少年、ライブを主催する家出少
女、死を追いつづける少年、友情
を憎みながら愛する少女……。子
どもを主題に時代の予兆を描き出
す、書き下ろし5作品。

四六判・208ページ・1699円＋税
ISBN978-4-8118-0648-8
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「改定教育基本法」下の学校を 
どう生きぬくか
4・7緊急集会の記録　4・7集会実行委員会編・発行

強行された教育基本法の「改正」
を受けて、教師・父母・市民・研
究者が一堂につどった。足もとか
らの現場報告と教師へのエール。
出口の見えない学校を拓く授業報
告とその検討。約5時間にわたる
シンポジウムの記録。

A5判・104ページ・1000円＋税
ISBN978-4-8118-4030-7

学校ファシズムを蹴っとばせ
森　毅著

テストの点数で序列づけられ、髪
の毛から服装まで管理される、学
校に束ねられた人たちをその呪縛
から解き放って、自分流のやり方
で学校とうまくつきあう方法を展
開する。

B6変型判・224ページ・1553円＋税
ISBN978-4-8118-0020-2

教育舞芸帳
学校を笑え
森　毅著

舞芸の極意は笑いにある。学校の
原理も笑いにある。この硬直した
時代に、いまこそ笑いの復権を!
アソビ心をすすめ、自分主義を唱
える［芸人としての教師＋演技と
しての授業＋学校サロンのすす
め］の15章。
B6変型判・230ページ・1553円＋税

ISBN978-4-8118-0025-7

グッバイ、管理主義
佐
さ

保
ぼ

利
り

流学校心得
森　毅著

管理が進むということは、それだ
け抜け穴が栄えるということだ。
だれもが圧倒的だと思っているあ
いだだけ、管理主義は生きのびる。
しかし、強固に見える壁にだって、
シロアリのように穴をうがつ道が
あるじゃないか。
B6変型判・232ページ・1553円＋税

ISBN978-4-8118-0041-7

いかに生き、いかに学ぶか
遠山　啓著

高校進学を拒否した作家志望の女
の子との往復書簡。働きながら、
どのように生き、学ぶか。人間と
はなにか、生・死・愛について、
仕事と地位をめぐって、人生観・
世界観をどう身につけるか、若者
にとっての羅針盤となる本。

四六判・216ページ・1456円＋税
ISBN978-4-8118-0452-1

かけがえのない、この自分
遠山　啓著

学校に絶望した若者、心を閉じる
生徒に悩む教師、5段階評価に苦
しむ子どもと母親、有名大学で留
年しつづける学生……。さまざま
な教育への問いをめぐって、人間
を点数で序列づける病理をつき、
再出発の原点をさししめす本。

四六判・216ページ・1456円＋税
ISBN978-4-8118-0451-4

競争原理を超えて
ひとりひとりを生かす教育
遠山　啓著

テストの点数による序列・選別は、
貴賎・貧富につぐ第三の差別であ
る。この賢愚による差別を生む序
列主義を超えて、自立する人間を
育てる教育・学問のあり方を追求
する。

四六判・272ページ・2000円＋税
ISBN978-4-8118-0003-5

公論よ起これ! 「日の丸・君が代」 
法制化論議のなかで日の丸・君が代の封印を解く
藤本　卓責任編集

「日の丸・君が代」法制化の問題
点は何か。歴史・政治・教育の第
一線の著者たちが、その検討の多
角的な視点を提出する。ダグラ
ス・ラミス、徐京植、網野善彦、
関曠野、家本芳郎、無着成恭、新
崎盛暉、和仁廉夫、佐藤秀夫ほか。

菊判・200ページ・2000円＋税
ISBN978-4-8118-0652-5
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分ければ見つかる知ってる漢字
白川静先生に学んで漢字の学習システムをつくる
宮下　久夫著

「漢字がたのしくなる本」シリー
ズはどのように組み立てられたか。
その学び方、遊び方、教え方。子
どものまちがいから漢字のつなが
りに気づき、漢字学の先鋭的な知
見をとりいれ、学習システムをつ
くりあげた著者の遺稿集。

四六判・224ページ・2100円＋税
ISBN978-4-8118-0659-4

無着成恭の詩の授業
無着　成恭著

詩と出会った中学生たち。どれほ
ど深く詩の世界を感得し、それを
自分自身の生き方にとりこんで読
み、味わい、楽しむか。子どもが
心を開いたとき、その個性的でみ
ずみずしい感性がほとばしる。無
着成恭の授業実践記録。
B6変型判・376ページ・2000円＋税

ISBN978-4-8118-0700-3

漢字はみんな、カルタで学べる
親と子の漢字学習地図（マップ）

伊東　信夫・宮下　久夫著

カルタを使ったさまざまな漢字遊
びの実践を、絵や図版を満載して
具体的に紹介する。遊び→発見→
学びのプロセスが、手にとるよう
にわかる漢字の学習地図。漢字が
ほんとにおもしろくなる、自学自
習の遊びの案内。

四六判・232ページ・2000円＋税
ISBN978-4-8118-0629-7

絵で読む漢字のなりたち
白川静文字学への扉
金子　都美絵絵・添え書き／白川　静文字解説

古代の世界観を映す漢字のなりた
ちが、絵でわかる本。魅力あふれ
る切り絵調の絵と、白川静氏によ
る文字解説。125文字のなりたち
が物語のように展開し、漢字の形
に秘められた意外な意味に驚く。
コラムや添え書きも楽しい。

四六判・128ページ・1350円＋税
ISBN978-4-8118-0738-6

ことば・日本語

日本語の豊かな使い手になるために
読む、書く、話す、聞く
大岡　信著

ことばをとおして想像力を解放す
ることが困難な現在、ことばの教
育をどう改めたらよいのか。こと
ばの楽しさと豊かさを味わうため
の哲学と方法を、詩人と実践家の
交流から拓く。ことばは知識では
なく、経験である。
四六変型判・288ページ・1600円＋税

ISBN978-4-8118-0667-9
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ことば  まるかじり  ききかじり
ことばのエアロビクス②
波瀬　満子著

【ゲスト】天野祐吉、吉原幸子、ね
じめ正一、神津カンナ、中村又蔵、
西江雅之、小田島雄志、斎賀秀夫、
山崎哲、和田誠。ことばのてざわ
り、はだざわり、ふごうり、あた
りさわりにいたるまで、おめしあ
がりいただければさいわいです。

四六判・256ページ・1699円＋税
ISBN978-4-8118-0805-5

アラマ、あいうえお!
ことばをあるく9000日②
波瀬　満子・谷川　俊太郎著

ことばあそびの会創立、障害児の
ことばあそび、「スーパー・AIUEO
ショー」と、ことばの原点へと向
かう2人の創作活動。あいうえお
をたずさえて、とうとう国境を越
えた。年齢・性別・国籍・人種を
こえて息づくことばの種。

四六判・240ページ・2136円＋税
ISBN978-4-8118-0807-9

ビデオ あたしのあ  あなたのア  全6巻
障害児の言語指導にことばあそびを
波瀬　満子出演／谷川　俊太郎詩／谷　俊治監修

2年間の共同研究のなかで、軽い
障害の子はもちろん、重度・重複
障害の子のことばの発達にも大き
な効果をあげた言語指導の方法。
谷川俊太郎の楽しいことばあそび
と波瀬満子のパフォーマンスが、
子どもの心とからだを解放する。

各巻・約30分、セット価66000円＋税
VHS 、ISBN978-4-8118-0802-4

［ビデオ］はせみつこのあいうえおあそび

50音を行の性格ご
とに振りつけした

「あいうえお体操」
を、はせさんと一緒
に。だれでも踊れる
ようになる。

ISBN978-4-8118-0808-6

ことばじゃ  ことばじゃ  ことばじゃ
ことばのエアロビクス①
波瀬　満子著

【ゲスト】椎名誠、谷川俊太郎、
糸井重里、竹内敏晴、山下秀雄、
別役実、高橋康也。ことばをいつ
もおなじ概念のなかに閉じこめて
おくのは息苦しい。たまにはエア
ロビクスしてことばをこわしてみ
ては……。

四六判・264ページ・1699円＋税
ISBN978-4-8118-0804-8

かっぱ、かっぱらったか?
ことばをあるく9000日①
波瀬　満子・谷川　俊太郎著

「ことばの始まりは声だった」。劇
団四季出身のパフォーマー・波瀬
満子が、ことばの声を求めて詩と
出会い、詩人・谷川俊太郎ととも
に、ことばを意味の呪縛から解き
放つ実験を果敢にくり広げる。60
年代からのその軌跡をたどる。

四六判・240ページ・2136円＋税
ISBN978-4-8118-0806-2

あたしのあ  あなたのア ことばがうまれるまで
障害児の言語指導にことばあそびを
谷　俊治監修／谷川　俊太郎・波瀬　満子ほか著　

障害によってことばが育ちにく
くなっている子どもたち。こと
ばあそびで、子どもの内面世界
は大きく変化し、発語への意欲
が生まれる。ことばあそびの言
語指導における役割と意味を解
説し、イラスト入りで例示。

AB判・208ページ・3500円＋税
ISBN978-4-8118-0800-0

波瀬　満子出演、VHS 、各巻・約30分、各3800円＋税

①あいうえお体操
さかさことばに早口
ことば、小さなお話。
聞いてしゃべってこ
とばを育てる、オモ
シロおかしい“こと
ば寄席”。

ISBN978-4-8118-0810-9

からだと心をひらく、
声あそびにからだあ
そび。大人と子ども、
子ども同士が詩を唱
え、触れあって一緒
に遊べる。

ISBN978-4-8118-0809-3

②あたしのあ　あなたのア ③ことばとあそぼう
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漢字なりたちブック
小学校で習う漢字1006字のなりたちを、学年別にまとめたシリーズ。
1ページ1文字の構成で、絵＋古代文字と、白川静文字学による字源から、
書き順、用例までが、楽しくわかりやすく身につきます。
面白くて覚えやすい、子どもに教えやすい、画期的シリーズ。

白川静文字学に学ぶ

漢字なりたちブック1年生
伊東　信夫著／金子　都美絵絵

漢字は絵からできたんだ!─象
形文字が多い1年生版では、「人や
人の体をあらわす漢字」「自然をあ
らわす漢字」「動物」「数」「道具」
など、80字をグループ分けして学
びます。さらに、漢字のパノラマ
や、クイズ、ゲームのページも充実。

配当漢字80字のなりたち。
クイズやゲームも充実

四六判・120ページ・1200円＋税
ISBN978-4-8118-0544-3

白川静文字学に学ぶ

漢字なりたちブック2年生
伊東　信夫著／金子　都美絵絵

学習漢字が一気にふえる2年生。そ
の160字には、象形文字・会意文
字・形声文字のすべてが含まれま
す。でも、難しそうにみえる漢字も、
なりたちを知れば、すんなり身に
つきます。あわせ漢字のしくみや、
つまずきやすいポイントも解説。

配当漢字160字のなりたち。
あわせ漢字のしくみも解説

四六判・200ページ・予価1400円＋税
ISBN978-4-8118-0545-0

漢字なりたちブック白川静文字学に学ぶ

2012年
1月より
刊行開始

「絵→古代文字→
楷書」と、漢字成立
の流れが一目瞭然。

「早わかり唱えこと
ば」＋「なりたち解
説」で、意味を納得。

「音読み・訓読み」
「書き順」「単語の
用例」が身につく。
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シリーズ

宮下　久夫／伊東　信夫／篠崎　五六／浅川　満著

シリーズシリーズシリーズシリーズシリーズシリーズ
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シリーズ

絵と絵文字と漢字をくらべて遊ぶ、幼児の
ための漢字カルタです。ロングセラー

『101漢字カルタ』のなかから入門期の漢
字59字を大判札にしました。読み・書き
のできない幼児でも、ひと目みて、漢字が
直感的にまるごとつかめます。
A5判／よみ札・とり札　各59枚／ 2000円＋税

ISBN978-4-8118-0518-4

幼稚園かんじカルタ

漢字はみんな、カルタで学べる!

部首＋音記号＝形声文字。むずかしいあわ
せ漢字も、このしくみが理解できればしめ
たもの。「こめは製粉、いとで紛争、あめ
がふりだす雰囲気だ」とよむだけで、音記
号「分」と「粉・紛・雰」という部首の使
い分けが身につきます。
A5判／よみ札・とり札　各108枚／ 2845円＋税

ISBN978-4-8118-0516-0

108形声文字カルタ

＜さんずい＞＜しんにょう＞など、もっと
もよく使われる98の部首名、なりたちと
意味を表す唱えことば、500字の用例漢字
を収録。遊びながら部首ごとの意味のつな
がりをつかめます。子どもが漢字好きにな
るカルタです。
A5判／よみ札・とり札　各98枚／ 2400円＋税

ISBN978-4-8118-0523-8

新版　98部首カルタ　

漢字のほとんどは、この101の基本漢字か
らできたあわせ漢字です。《絵→古代文字
→漢字》と、漢字の成り立ちがひと目でわ
かり、象形文字の世界が、子どものなかで
いきいきと動き出します。遊べばカルタの
威力がわかります。
A5判／よみ札・とり札　各101枚／ 2300円＋税

ISBN978-4-8118-0520-7

新版　101漢字カルタ　

金子　都美絵絵

金子　都美絵絵

桂川　潤絵

桂川　潤絵

はじめての漢字は
カルタ遊びから!
大判札で

むずかしい漢字も
あっさり攻略!  
音記号カルタ

つまずきやすい
部首学習も、
カルタでらくらく!

漢字は絵から
できたんだ!　
基本漢字を遊びながら

シリーズ
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宮下　久夫・伊東　信夫・篠崎　五六・浅川　満著／金子　都美絵絵

500字で漢字のぜんぶがわかる
やさしい漢字を身につければ、そこから難しい漢字もどんど
んわかるように組み立てられたテキストです。
山、手、足、水…など、絵からできた漢字の成り立ちが一目
瞭然。「米」を「分」けると「粉」になる。「解」という複雑
な漢字も、よく見れば「角＋刀＋牛」の組み合わせ。このよ
うに、初めて漢字と出会う入門期から、部首、音記号、あわ
せ漢字まで、漢字のすべてがすっきり学べます。
B5判・並製・各巻1000円

B5判・68ページ・1000円＋税
ISBN978-4-8118-0505-4

漢字がたのしくなる本5
142の音記号

B5判・64ページ・1000円＋税
ISBN978-4-8118-0506-1

漢字がたのしくなる本6
漢字の単語づくり

B5判・64ページ・1000円＋税
ISBN978-4-8118-0543-6

漢字がたのしくなる本3
159の部首

B5判・64ページ・1000円＋税
ISBN978-4-8118-0504-7

漢字がたのしくなる本4
146の音記号

B5判・64ページ・1000円＋税
ISBN978-4-8118-0541-2

漢字がたのしくなる本1
101字の基本漢字

B5判・64ページ・1000円＋税
ISBN978-4-8118-0542-9

漢字がたのしくなる本2
128字のあわせ漢字

テキスト全6巻
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B5判・80ページ・1155円＋税
ISBN978-4-8118-0511-5

漢字がたのしくなる本　ワーク5
形声文字あそび─形声文字　2

B5判・80ページ・1155円＋税
ISBN978-4-8118-0512-2

漢字がたのしくなる本　ワーク6
漢字の単語あそび

B5判・80ページ・1155円＋税
ISBN978-4-8118-0509-2

漢字がたのしくなる本　ワーク3
部首あそび

B5判・80ページ・1155円＋税
ISBN978-4-8118-0510-8

漢字がたのしくなる本　ワーク4
漢字の音あそび─形声文字　1

B5判・80ページ・1155円＋税
ISBN978-4-8118-0507-8

漢字がたのしくなる本　ワーク1
基本漢字あそび

B5判・80ページ・1155円＋税
ISBN978-4-8118-0508-5

漢字がたのしくなる本　ワーク2
あわせ漢字あそび

宮下　久夫・伊東　信夫・篠崎　五六・浅川　満著／桂川　潤絵

ゲームや遊びが漢字の練習
絵を見て学べる
漢字を学ぶ急所は意外と少ないのです。ワークシリーズでは、
その急所を遊びながら学ぶことができます。漢字との出会い
を楽しくする絵やゲームが満載。絵→古代文字→漢字を線で
結べば、成り立ちがわかる。筆順がすんなり身につく「画」
あそび。「へん＋つくり」「かんむり＋あし」を組み合わせる
パズル。部首あそびで漢字学習の難関を突破。音読みのルー
ルを知って、複雑なあわせ漢字も難なく身につきます。
B5判・並製・各巻1155円

ワーク全6巻
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分ければ見つかる知ってる漢字
白川静先生に学んで漢字の学習システムをつくる
宮下　久夫著

「漢字がたのしくなる本」シリー
ズはどのように組み立てられたか。
その学び方、遊び方、教え方。子
どものまちがいから漢字のつなが
りに気づき、漢字学の先鋭的な知
見をとりいれ、学習システムをつ
くりあげた著者の遺稿集。

四六判・224ページ・2100円＋税
ISBN978-4-8118-0659-4

部首で遊べばあわせ漢字の仕組みがわかり、
漢字を覚えるのが簡単になります。同じ部
首を持つあわせ漢字をセットにしたトラン
プです。神経衰弱に7ならべ。トランプ遊
びのなかで漢字同士の意味のつながりも、
部首から見えてきます。『98部首カルタ』
に続けて遊べばさらに効果抜群。

A5判・トランプ2セット、26部首・ 
104漢字入り・1800円＋税
ISBN978-4-8118-0519-1

「日」と「寺」をあわせると「時」、「羽」
と「白」をあわせると「習」。上下型・左
右型のカードのなかから、ピッタリあう組
み合わせを探して漢字をつくり、ビンゴを
完成させるゲームです。
①小学２～３年生の漢字、②小学４～６年
生の漢字

B5判・左右にあわさる漢字カード24組48枚 
上下にあわさる漢字カード24組48枚 

各1300円＋税

漢字はみんな、カルタで学べる
親と子の漢字学習地図（マップ）

伊東　信夫・宮下　久夫著

カルタを使ったさまざまな漢字遊
びの実践を、絵や図版を満載して
具体的に紹介する。遊び→発見→
学びのプロセスが、手にとるよう
にわかる漢字の学習地図。漢字が
ほんとにおもしろくなる、自学自
習の遊びの案内。

四六判・232ページ・2000円＋税
ISBN978-4-8118-0629-7

部首トランプ
山村　浩二絵

新版　あわせ漢字ビンゴゲーム①②　
〈へん・つくり・かんむり・あし〉あそび
金子　都美絵絵

すべての漢字は10種類の画で書くことが
できます。よこせんは赤、たてせんは青、
かくかぎは緑、点は茶……と、10色に色
分けした、漢字組みたてパズルセット。
シートの上で漢字をつくって遊べば、筆順
もしぜんに身につきます。このセットで、
101の基本漢字がすべて組みたてられます。

A4判・カラー 8シート組・1835円＋税
ISBN978-4-8118-0514-6

十の画
か く

べえ
漢字組みたてパズルセット
桂川　潤絵

部首を集めれば、
漢字のつながりがわかる

漢字の列を
そろえてビンゴ!

漢字の
組みたてと筆順が、
パズルでらくらく!

ISBN978-4-8118-0521-4 ISBN978-4-8118-0522-1
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9歳・女子

読者の感想から

親

9歳・女子 親

「漢字がたのしくなる本」を推薦する
漢字ほど
理解しやすいものはない

白川　静（『字統』『字通』著者）

　漢字がむつかしいというのは、目に見た印象からい
うので、じっさいは、漢字ほど理解しやすいものはな
いのです。ものの形、形と形との組み合わせ、音の系
列など、すべて整然とした体系をもっています。
　漢字の構造の原理が理解されると、その原理に従っ
て、つぎつぎに未知の世界が解決されてゆく。考える
ことが楽しくなり、考えることが力となる。これが学
習することの、最も理想的な状態です。
　この書は、そういう学習への、よい導きになるであ
ろうと思うのです。文字を通して、その文化を考える、
よい機縁ともなるであろうと信じています。

漢字学習の手引き書として
画期的な良さをもつ

大岡　信（詩人）

　ここには、反復学習とは全く異なる方法によって、
きわめて合理的に、かつまた自分一人でも皆と一緒に
でも、楽しみながら漢字を学んでいける方式が、整然
と展開されている。

漢字の森の
たのしい地図

西郷　竹彦（文芸教育研究協議会会長）

　子どもたちは、漢字にちゃんとした道理があって実
にうまくできていることを知り、驚くにちがいない。
しかも、学んでいく道すじがたくみに敷かれている。
漢字教育に革命をもたらすものと期待する。
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かな文字あそびセット

伊東　信夫著／山村　浩二絵

あいうえおあそび㊤  
ひらがな50音

からだ感覚で、歌いながら遊びながら、らくらく覚える。
かな文字には、日本語の「音」の楽しさがいっぱいつまっています。歌って踊って、

声に出して、遊びながら「かな文字」が大好きになる手づくり絵本とカルタです。

もじかきうたにあわせて歌いなが
ら文字を書いたり、「はひふへ
ほ」で笑い声を楽しんだり、「“や
ゆよ”でやあ、やあ!」とやりと
りしたり。かな文字をおもちゃと
して楽しみながら、子ども自身の
手で作りあげ完成させる絵本です。

文字と遊びながら、
絵本を完成させよう

B5判・104ページ・1845円＋税
ISBN978-4-8118-0526-9

あいうえおあそび㊦  
かな文字へんしん術

変身箱をとおると「さる」が「ざ
る」になったり（濁音）、「ねこ」
が「ねっこ」になったり（促音）
……。音と文字がどう変化したか
が一目瞭然。「は」「へ」「を」な
ど、つまずきやすい助詞の使い方
もすんなりマスター。

変身箱で音の変化を
遊んじゃおう

B5判・96ページ・1845円＋税
ISBN978-4-8118-0527-6
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♥最初は日本語がわからなくても、絵と数
字を見てだれでも遊べる。♦子ども生活に
密着したことばで遊べる。♣外国人にとっ
て理解しづらい「行と段」の感覚、50音
表が自然に身につく。♠濁音・半濁音・促
音・拗音・長音も、ぜんぶわかる。
B6判・トランプ2セット、ひらがなとカタカナ入り・
2000円＋税 ISBN978-4-8118-0528-3

日本語教材　はじめてのあいうえおトランプ
宮本　雄一郎作／鈴木　志穂絵

「かな文字あそびセット」を推薦する
文字に子どものこころと
からだを取り戻す試み

谷川　俊太郎（詩人）

　自分の手で書くカタカナ、ひらがなは自分のこころ
とからだのあらわれです、よく見れば、そこには歌や
踊りがひそんでいるはずです。この本は文字に、ふた
たび私たちのこころとからだを取り戻す試みの第一歩
だと思います。

もじかきうた　

ひらがなカルタ50音

かな文字は声に出して身につける
のが一番。文字の音と書き順のリ
ズムにあわせた「もじかきうた」
で、歌って踊ってソラで書いて。
カルタで遊べば、ラクラク覚えて
かな文字大好きに。

ひらがなの字形を　
からだ感覚で

A5判／よみ札・とり札　各46枚／ 1796円＋税
ISBN978-4-8118-0524-5

もじかきうた　

カタカナカルタ50音

カタカナを書くリズムにあわせた
もじかきうたで、字形と書き方、
さらにたくさんの「カタカナこと
ば」が、遊びながらラクラク身に
つきます。ソとン、ツとシの違い
もバッチリ!

カタカナことばの
書き方・使い方

A5判／よみ札・とり札　各46枚／ 1796円＋税
ISBN978-4-8118-0525-2

はじめて日本語に
ふれる子どもたちに

「あいうえお」が
大好きになれる本

波瀬　満子（ことばパフォーマー）

　思わず遊んでしまった。それにしても絵にしようが、
歌にしようが、カルタになろうが、遊べてしまう《あ
いうえお》ってスゴイ。これなら太郎も次郎も《あい
うえお》が好きになれる。地球村にどんどん“あいう
えお大好き人間”がふえるといいと思う。
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らくらく算数ブック 全7巻

歌をうたいながら、色をぬりながら、遊び
で数と出会います。タイルを使って量をイ
メージすれば、位取り、くり上がり・くり
下がりもバッチリ。最小限の練習で計算が
身につく、「量と水道方式」の考え方でつ
くられた教材です。

B5判・120ページ・2000円＋税
ISBN978-4-8118-0911-3

らくらく算数ブック1
田中　かほる著／桂川　潤絵

大きな数のたし算・ひき算もタイルで考え
れば、すぐわかる。桁が変わるとタイルが
変身。ステップによる型分けで、計算のし
かたが効率よくリズミカルに身につきます。
かけ算九九のしくみもタイルを縦×横にな
らべて視覚的に納得。

B5判・120ページ・2000円＋税
ISBN978-4-8118-0912-0

らくらく算数ブック2
岡田　進著／平沢　一平絵

何万・何億の大きな数も、0.01なんて小さ
な数も、ぜんぶ計算できる自信がつく。わ
り算はタイル配りでしくみさえわかれば、

「たてる→かける→ひく→おろす」の4拍子
でヘッチャラ。水道方式で学ぶ計算の基礎
の総まとめ。

B5判・136ページ・2095円＋税
ISBN978-4-8118-0913-7

らくらく算数ブック3
石川　充夫・岡田　進著／平沢　一平絵

監修  1～7 榊　忠男
1～3 岡田　進

入門期の数と
計算の意味がわかる

3・4ケタの数・量と
かけ算九九の意味がわかる

わり算までの
計算の意味がわかる
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考えて解く力がつく、計算の意味がわかる!
くり上がり・くり下がりの仕組みは?　分数のわり算はなぜひっくり返してかけるの?
サッカーボールは何面体?　暗記優先の「計算漬け」にオサラバ!　
数と量の世界をぞんぶんにたのしめる、水道方式教材の決定版!

1～3は学年別　計算の基礎を学ぶ小1～3年生向き
4～7はテーマ別　苦手を克服!　中～高学年向き

どこから手をつけるか途方に暮れてしまう
ような「速さ」「水溶液の濃さ」などの文
章題。「かけ・わり図」に「わかっている
量」をあてはめていけば、簡単に「求める
量」がわかります。楽しみながら「考える
コツ」が身につきます。

B5判・120ページ・2095円＋税
ISBN978-4-8118-0916-8

6量の世界
市川　良著／平沢　一平絵

比例は文字式の入り口。子どもがいちばん
最初に出会う関数です。バネはどれだけ伸
びる?　地震源をどう探す?　観察して、表
にして、グラフに書いて、式に表して。関
数のブラックボックスの中身を、推理ゲー
ム感覚で考えます。

B5判・128ページ・2095円＋税
ISBN978-4-8118-0917-5

7比例の発見
岩村　繁夫著／山口　剛彦絵

分数のわり算は算数最大の難関。計算の方
法だけ暗記しても、すぐ忘れてしまいます。
分母をそろえればたし算できる。分母のか
け算で分数同士の共通尺度ができる。順序
だてて考えていけば、わり算の解き方を意
味から思いだせます。

B5判・128ページ・2095円＋税
ISBN978-4-8118-0915-1

5分数の旅
鈴木　一已著／山村　浩二絵

タングラムで形遊び、しきつめ模様で角の
性質、折り紙で多角形と、手を動かしなが
ら図形に親しみ、面積や体積の求め方も実
験で解決。小学校図形の急所「円の面積」
は3種類の方法で公式「半径×半径×円周
率」にたどりつける。

B5判・136ページ・2095円＋税
ISBN978-4-8118-0914-4

4図形の探検
篠田　幹男著／津々井　良絵

形遊びからサッカーボール作りまで

分数のわり算はなぜひっくり返してかけるのか

速さ・密度・濃さ・流れの量

中学数学への橋渡し

文章題・応用問題に
つよくなる

文字式の意味と
グラフの見方がわかる

納得。分数の
ほんとうの意味がわかる

手で作って、頭で考えて、
図形の面白さ大発見
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数学ひとり旅 全3巻

旅する気分で数楽しよう!
中学数学の基礎をわかりやすく。
小学高学年から大人まで、ひとりでたのしく読める物語ふう数学。

数学ひとり旅　中学2年
榊　忠男著

論理パズルの魅力あふれる証明
問題。座標変換で像を回転・拡
縮。関数とのつながりも見える。
◆連立方程式の街◆1次関数の
街◆空間と図形の街◆統計の街
◆不等式の街◆文字式の広場

A5判・280ページ・2500円＋税
ISBN978-4-8118-0904-5

数学ひとり旅　中学3年
榊　忠男著

美しい放物線を描く2次関数。
賭博のカラクリがわかる確率。
旅の終盤も見どころいっぱい!
◆平方根の街◆2次式の街◆2次
方程式の街◆2次関数の街◆ピ
タゴラスの定理の街◆円の街◆
図形の計量の広場◆確率・統計
の街

A5判・280ページ・2500円＋税
ISBN978-4-8118-0905-2

数学ひとり旅　中学1年
榊　忠男著

トランプゲームで「マイナス」
を、方程式は天秤ばかりで。各
単元の急所を具体的に解説。
◆正負の数の国◆文字と方程式
の国◆関数の国◆図形の国◆整
数の国

A5判・256ページ・2500円＋税
ISBN978-4-8118-0903-8
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科学・情報

動物かんきょう会議

「動物たちの地球会議はじまる!」
タヌキ日本代表　世界各国から非難の
矢　あわやピンチ

ISBN978-4-8118-5001-6

動物かんきょう会議　韓国語版

インターネットの不思議、探検隊!
［社会がみえる!　WAKUWAKU book］
村井　純著／山村　浩二絵

だれもが知ってるようで知らない
インターネットの仕組みと本質、
その未来。不思議の国を探検しな
がら、その謎がつぎつぎに解明さ
れていく。これからのネット社会
を生きる子どもから大人まで、ワ
クワクの絵本よみもの。

A5判・152ページ・1900円＋税
ISBN978-4-8118-0751-5

遠山啓の
コペルニクスからニュートンまで
遠山　啓著

力学的世界観が形成されていく
過程を、哲学・芸術・社会との
かかわりを背景に語った「話し
ことばの科学史」。地動説の成
立に不可欠であった微分積分の
思考と方法を鮮やかに描く。当
時の貴重図版も100点以上収録。

AB判・208ページ・3500円＋税
ISBN978-4-8118-0050-9

不思議の国のNEO
未来を変えたお金の話
斉藤　賢爾著／山村　浩二挿絵

自律・分散で動く社会「不思議の
国」に、中央銀行の設立で乗っと
りをはかる「真ん中団」。研究所
を脱出した仲間たちが始めたレジ
スタンスとは?　気鋭のシステム
研究者が描く、社会構造を一変さ
せる新しいお金の姿。

四六判・256ページ・1700円＋税
ISBN978-4-8118-0730-0

「発明で解決!　ゴミ問題」
動物たちのまわりは食いちらかしたゴ
ミの山

ISBN978-4-8118-5002-3

「超マイカー宣言!」
排ガスムンムン地球の大敵、わかっ
ちゃいるけどやめられない

ISBN978-4-8118-5003-0

「つくろうよ!　未来のエネルギー」
エネルギーのムダづかい。節約すれば
それで解決?

ISBN978-4-8118-5004-7

イ・ジュンシク訳／ A5判・128ページ・1800円＋税
ISBN978-4-8118-5031-3

発行・ヌールエ　イアン&マリルゥ作／アンデュ絵
四六判・オールカラー・各巻56ページ・各1200円＋税

環境か?　快適な生活か?　環境をめぐる矛盾する問題
を、各国を代表して集まった動物たちが考えます。会
議はホンネがとびかい大混乱!「web版」で読者も参
加して会議は広がります。

話題の環境絵本
ヒトでだめなら動物になって考えよう!

Vol.1　テーマ【森】

Vol.2　テーマ【ゴミ】

Vol.3　テーマ【クルマ】

Vol.4　テーマ【エネルギー】
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写真・映画

野生動物が見つめるゴミ列島
宮崎学のカメラ・アイ
宮崎　学著

繁栄と自然破壊、飽食とゴミ、生
態系がくずれるなかで野生動物は
変貌していく。中卒後、独学でカ
メラ術を究め、自然界の報道カメ
ラマンとなった著者が、ゴミ列島
日本の取材と自分史とを語り、衝
撃の写真50葉を添える。

四六判・192ページ・1699円＋税
ISBN978-4-8118-0454-5

高松英昭写真集　STREET PEOPLE
路上に生きる85人

カメラの前に立つかれらの姿は
「ホームレス」というレッテルを
引きはがす。演出し、ポーズをと
り、ファッション写真のように撮
られた世界一カッコイイ「ホーム
レス」写真集!
星野智幸書き下ろし小説を収録。

A5判・128ページ・2381円＋税
ISBN978-4-8118-0731-7

子ども　やがて悲しき50年
フォト・ルポルタージュ
村上　義雄編

焼け跡の浮浪児から阪神・淡路大
震災の廃墟に立つ子まで。笑い、
怒り、悲しみ、喜び、我慢する、
多様な表情の子どもが発信する
メッセージ。時代の予兆である子
どもの顔に凝縮する戦後50年。衝
撃のフォト・ルポ!

A5判・168ページ・2330円＋税
ISBN978-4-8118-0635-8

びじゅある講談　おもろい町
まちんちゅ

人
住まう 遊ぶ つながる 変わる、まち育て
延藤　安弘著・写真

住民参加の公団建てかえ、若者た
ちの「まちの縁側」づくり、震災
神戸の町屋復興……。全国各地で
建築家として、「ふつうの人び
と」を主役としたまち育てをアレ
ンジしてきた「語り部」による、
写真200点のビジュアル講談!
A5ヨコ判・152ページ・1600円＋税

ISBN978-4-8118-0718-8

ライアン・ラーキン　
やせっぽちのバラード
クリス・ロビンソン著／土居　伸彰訳

25歳、『ウォーキング』でアカデ
ミー賞ノミネート。20代の若さ
でアニメーション史上に輝く4本
の傑作をつくりだしたラーキンは、
その後、忽然と姿を消した。伝説
のアニメーション作家の実像に迫
る、魂のノンフィクション。

四六判・224ページ・2000円＋税
ISBN978-4-8118-0732-4
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フリーピストン　
スターリングエンジン 

【キットモデル】

「静かな動作」「高効率」「熱源の
自由度が高い」という特長から、
廃熱や太陽熱を利用した低公害の
外燃機関として注目されるスター
リングエンジン。このキットはお
湯をエネルギー源にして運転でき
る実動モデルです。

函入・6000円＋税
ISBN978-4-8118-4020-8

DVD　テレビは何を伝えたか
松本サリン事件をテーマとしたメディア・リテラシー教材
長野県メディア・リテラシー研究会教材企画／松本美須々
ヶ丘高校放送部映像製作

1994年、「松本サリン事件」発生。
翌日からメディアは河野義行さん
への疑惑を報じ、「地下鉄サリン
事件」後まで訂正することはな
かった……。大誤報の背景を取材
した放送部の映像作品を収録した
DVD 。教材化向けの冊子が付属。
トールケース入り・48分・1500円＋税

ISBN978-4-8118-4006-2

LED発電キット
（フリーピストン  スターリングエンジン）

お湯で動くスターリングエンジン
に取り付けることで発電し、LED
が点灯します。※この製品はオプ
ション製品です。稼働には「フ
リーピストンスターリングエンジ
ン【キットモデル】」が別途必要
です。

函入・6000円＋税
ISBN978-4-8118-4022-2

DVD　あしがらさん
路上発　希望のドキュメンタリー映画
飯田基晴監督作品

だれもが一度は見かけたことのある、
路上で生活している人たち。でも、
立ち止まって気にかける人は少ない。
20年以上、新宿の路上で生きてきた

“あしがらさん”を、ひとりの若者
が見つめ続けて生まれた物語。
トールケース入り・本編73分＋特典17分・
3048円＋税 ISBN978-4-8118-4008-6

〔ライブラリ版11429円＋税〕

DVDなど
　DVD・スターリングエンジンは原則として書店での取り扱いがありません。
小社までお問い合わせください。

製作：映像グループ　ローポジション

企画・製造：コンセントプラス企画・製造：コンセントプラス

授業実践講座　
DVD　ミニ「ひと」塾2011  ① 
ひと塾準備会編／飯田基晴撮影

「ひと」塾の授業実演と講演をま
るごとライブ収録。ベテラン教師
の呼吸がつかめる。エネルギー・
ショッピングの授業　千葉保／燈芯
のはたらきと炎の不思議　平林浩／
福島の子どもたちは今　坂内智之／
詩歌の授業　近藤真

トールケース入り・2枚組・本編221分・
4000円＋税 ISBN978-4-8118-4031-4

授業実践講座　
DVD　ミニ「ひと」塾2011  ② 
ひと塾準備会編／飯田基晴撮影

漢字がたのしくなる授業　伊東信夫
／タイルを使った互除法　江藤邦彦
／いぬとねことにんげんと　飯田基
晴／アサーティブネス・ワーク　感
情とコミュニケーション　八巻香織
／学びを中心とする授業づくり・学
校づくり　佐藤学

トールケース入り・2枚組・本編274分・
4000円＋税 ISBN978-4-8118-4032-1

2012年
1月発売

2012年
1月発売
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4　教師とは、学校とは
教師論・学校論……「技術者としての教師」「義務教
育再考」「たのしい学校をつくろう」など、子どもの
側にたつ教師像・学校の未来像。

A5判・304ページ・3107円＋税
ISBN978-4-8118-0975-5

2　教育の自由と統制
教科論・授業論……教科書裁判の意義、教科教育の役
割のほか、教育内容を新しくするプランを各教科にわ
たって展開する。

A5判・292ページ・3107円＋税
ISBN978-4-8118-0973-1

3　序列主義と競争原理
障害児教育論・競争原理批判……原数学・原教科構想
のほか、テスト体制による序列と管理の教育を超える
新しい教育像を探る。

A5判・300ページ・3107円＋税
ISBN978-4-8118-0974-8

0　教育への招待
教育入門……科学と教育、芸術と教育、理解と習熟、
子ども論、家庭論など、教育原理的な論文と講演を編
む。遠山教育論への招待。

A5判・276ページ・3107円＋税
ISBN978-4-8118-0971-7

1　教育の理想と現実
戦後教育史……戦後の生活単元学習から現在の序列主
義教育まで、その指導原理と教育思想を批判・検討し、
新しい視界を拓く。

A5判・300ページ・3107円＋税
ISBN978-4-8118-0972-4

遠
山
啓
著
作
集

3
シ
リ
ー
ズ 

計
27
巻
＋
別
巻
2
巻

遠
山
啓
著
作
集

巻 

計
29
巻

戦後の遠山啓は、子どもに向かってたゆみなく歩みつづけた。
この道こそが教育の混迷を超える新しい視界を拓く。

数学者・教育者・思想家、知性の巨塔、遠山啓の全体像を集大成する。
各巻A5判・上製・函入（オンデマンド版は並製・カバー装） 本体価格　各3107円＋税

遠山啓著作集・教育論シリーズ　全5巻
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12　数楽への招待Ⅱ
図形のパズルと微分積分対話……カタランの問題・
ピックの定理・等周問題・デカルトの定理・デルタ多
面体と、対話形式による微積分の解説。

A5判・284ページ・3107円＋税
ISBN978-4-8118-0988-5

13　数学教育の改革運動
戦後の改革運動史……数学教育の改革を中心に、教育
運動の役割・組織・変遷に関する論文と未発表原稿、
自伝を語る対談も収録。

A5判・316ページ・3107円＋税
ISBN978-4-8118-0989-2

10　たのしい数学・たのしい授業
教材論・授業論……授業研究のすすめ方、教授学ノー
ト、数学教育とゲーム、シェーマと教具、互除法の授
業と遠山塾のルポ。

A5判・284ページ・3107円＋税
ISBN978-4-8118-0986-1

11　数楽への招待Ⅰ
数のパズルと関数対話……パスカルの三角形・フィボ
ナッチ数列・ベルヌーイの多項式・虫食い算・魔方陣
と、対話形式による関数の解説。

A5判・284ページ・3107円＋税
ISBN978-4-8118-0987-8

8　数学教育の現代化
現代化の総論……数学教育、科学技術教育を真に現代
化するための理念と方向を主張する論文を収録。諸国
の事情も紹介する。

A5判・284ページ・3107円＋税
ISBN978-4-8118-0984-7

9　現代化をどうすすめるか
現代化の各論……集合・関数・論理、文字と代数を中
心とした現代化教材の具体的な内容と、そのカリキュ
ラム試案を展開。

A5判・284ページ・3107円＋税
ISBN978-4-8118-0985-4

6　量とはなにかⅡ
量の発展……関数・行列・微積なども、中学数学と連
続した量の発展である。多次元量から線型代数へ、微
分積分から微分方程式への展開と、教材化への解説。

A5判・284ページ・3107円＋税
ISBN978-4-8118-0982-3

7　幾何教育をどうすすめるか
幾何教育論……折れ線と方眼から球面幾何・解析幾何
まで、ユークリッド幾何を超えて幾何教育を新しくす
るための視点と方法。

A5判・292ページ・3107円＋税
ISBN978-4-8118-0983-0

4　水道方式をめぐって
水道方式の各論……水道方式批判への反批判、水道方
式の意義と歴史、課題、水道方式の細案、ピアジェの
研究の紹介など。

A5判・300ページ・3107円＋税
ISBN978-4-8118-0980-9

5　量とはなにかⅠ オンデマンド版
量の総論……集合・量・数、外延量と内包量、比例と
分数、量と構造など、数学教育を根本から改革した

“量の体系”の画期的な論文。
A5判・300ページ・3107円＋税

ISBN978-4-8118-0964-9

2　数学教育の潮流
戦後の数学教育史……“生活単元”から“ゆとり”ま
で5回改訂された指導要領の批判と対案、教科書検討
を通じて改革の道を探る。

A5判・292ページ・3107円＋税
ISBN978-4-8118-0978-6

3　水道方式とはなにか オンデマンド版  
水道方式の総論……「暗算と筆算」「一般と特殊」な
ど代表的な水道方式論とその内容を実践的に紹介する

「水道方式の算数」を収録。
A5判・300ページ・3107円＋税

ISBN978-4-8118-0963-2

0　数学教育への招待
数学教育入門……「算数の急所」を中心に、水道方式、
量の体系、折れ線の幾何など、数学教育を改革する内
容と方法を実践的に紹介。

A5判・288ページ・3107円＋税
ISBN978-4-8118-0976-2

1　数学教育の展望
数学教育の総論……「数学教育と人間形成」「分析と
総合」ほか、数学教育の目標、内容と方法、変遷と展
望など総括的な論文集。

A5判・284ページ・3107円＋税
ISBN978-4-8118-0977-9

遠山啓著作集・数学教育論シリーズ　全14巻
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日記抄＋総索引
日記と索引……遠山啓の晩年、1975年から79年まで
の日記を収録。領域別論文索引と用語別・人名別索引、
年代別主要論文・著作一覧。

A5判・288ページ・3107円＋税
ISBN978-4-8118-0998-4

算数の急所
数学教育講演カセット……急所さえ押さえれば、数学
はだれにでもたのしくわかる。算数の急所中の急所を
やさしく語りかける遠山啓の生前の講演。
遠山啓講演カセット・A5判・付録冊子24ページ・3107円＋税

ISBN978-4-8118-0999-1

6　数学と文化
数学論……「数学と人間」「数学と文化」「数学と社
会」「数学の方法」「数学の未来像」「工学と数学」ほ
か、多数の数学エッセー。

A5判・300ページ・3107円＋税
ISBN978-4-8118-0996-0

7　数学のたのしさ
数学評論・数学史……「文科のための数学」「有限と
無限」「整数論のすすめ」など数学の楽しさと書評、
数学者の人と業績を紹介。

A5判・300ページ・3107円＋税
ISBN978-4-8118-0997-7

4　現代数学への道 オンデマンド版
現代数学入門……集合・構造・群・環・行列式・グラ
スマン代数・位相など、現代数学の体系的な解説。予
備知識なしに読める。

A5判・276ページ・3107円＋税
ISBN978-4-8118-0967-0

5　数学つれづれ草
数学トピック集……群と紋様、集合と束、実数と極限、
関数と解析、空間と位相ほか、さまざまなアイデアを
集めた数学ミニ事典。

A5判・284ページ・3107円＋税
ISBN978-4-8118-0995-3

2　数学の展望台Ⅱ オンデマンド版
数学再入門……計算術というより考え方に重点をおい
た、微分積分の入門とその発展。および三角関数と複
素数の体系的な解説。

A5判・276ページ・3107円＋税
ISBN978-4-8118-0962-5

3　数学の展望台Ⅲ オンデマンド版
数学、再入門……数列・無限級数・同次式・差分法・
母関数など、高校数学をより高い観点からながめて、
大学数学との断絶を埋める。

A5判・292ページ・3107円＋税
ISBN978-4-8118-0966-3

0　数学への招待 オンデマンド版
数学入門……「数学は変貌する」「現代数学講話」「な
ぜ数学を学ぶか」など、数学史・現代数学・数学勉強
法を親しみやすく解説。

A5判・292ページ・3107円＋税
ISBN978-4-8118-0965-6

1　数学の展望台Ⅰ オンデマンド版
中学・高校数学入門……自然数・複素数・初等整数
論・行列と行列式・オイレルの公式・関数・集合など、
学校数学をより高い観点から論述。

A5判・284ページ・3107円＋税
ISBN978-4-8118-0961-8

遠山啓著作集・別巻　全2巻

遠山啓著作集・数学論シリーズ　全8巻

遠山 啓（とおやま・ひらく）……1909年、熊本県生まれ。元・東京工業大学名
誉教授。51年に数学教育協議会を結成、数学教育の改革運動を起こし、「量
の体系」「水道方式」などの画期的な理論を生みだす。73年、教育の全般的
な改革をめざして月刊誌『ひと』（太郎次郎社）を創刊、その編集代表となり、
教育市民運動の中心となる。79年没。競争原理による学校教育のあり方を一
貫して批判しつづける。自然科学のみならず文学・芸術にも造詣が深く、分
野や世代を超えて多くの人びとに影響を与えた。著書多数。
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漢字の組み立てを教える★

宮下　久夫著
ことばあそびの授業★

『ひと』編集委員会編

いじめと体罰 僅少
『ひと』編集委員会編

登校拒否　学校の呪縛を解く
『ひと』編集委員会編

『ひと』誌は1973年2月から2000年8月まで刊行していた教育総合誌です。
そこで掲載された教育実践記録や論考をテーマごとに編みなおしたシリーズが『現代教育実践
文庫』『ひと文庫』です。
各巻の詳しい内容や『ひと』バックナンバーの案内はwebサイトに掲載しています。
http://www.taojiro.co.jp/hito/

AB判・192ページ・2175円＋税
ISBN978-4-8118-0600-6

AB判・262ページ・2670円＋税
ISBN978-4-8118-0601-3

AB判・280ページ・2670円＋税
ISBN978-4-8118-0602-0

AB判・240ページ・2505円＋税
ISBN978-4-8118-0603-7

学校や家庭で「日の丸・君が代」を
どう教えるか★

『ひと』編集委員会編
AB判・232ページ・2340円＋税

ISBN978-4-8118-0604-4

「教育技術の法則化運動」症
シンドローム

候群 僅少
『ひと』編集委員会編

AB判・208ページ・2340円＋税
ISBN978-4-8118-0605-1

ゲームの算数★

『ひと』編集委員会編
AB判・262ページ・2835円＋税

ISBN978-4-8118-0606-8

算数の急所★

教え方・学び方
『ひと』編集委員会編 AB判・312ページ・2835円＋税

ISBN978-4-8118-0607-5

「死」と「生」を教える★

『ひと』編集委員会編
AB判・224ページ・2505円＋税

ISBN978-4-8118-0608-2

自分のからだと対話する★

マット運動と踊りの授業
依田　節夫著 AB判・176ページ・2340円＋税

ISBN978-4-8118-0609-9

入門期の算数教育★

その問題点の徹底検討
銀林　浩著 AB判・144ページ・2010円＋税

ISBN978-4-8118-0610-5

子どもの世界が見える本★

『ひと』編集委員会編
AB判・196ページ・2340円＋税

ISBN978-4-8118-0611-2

検定教科書で英語ができるよう
になるか
『ひと』編集委員会編

AB判・232ページ・2505円＋税
ISBN978-4-8118-0612-9

学校が変わる、先生が変わる
『ひと』編集委員会編

AB判・256ページ・2670円＋税
ISBN978-4-8118-0613-6

文学作品の読み方・詩の読み方
『ひと』編集委員会編

AB判・304ページ・2835円＋税
ISBN978-4-8118-0614-3

授業・科学をたのしむ
平林　浩著

AB判・304ページ・2835円＋税
ISBN978-4-8118-0615-0

ひと文庫
「ひと文庫」AB判上製・カバー装　1989年～1991年刊
★は品切です。在庫僅少の本は目録刊行後に品切になっていたり、
美品がなかったりする場合があります。ご注文前にお問い合わせください。
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現代教育実践文庫
第1期 AB判上製・函入　1982年刊　本体価格　各3000円＋税

★は品切です。在庫僅少の本は目録刊行後に品切になっていたり、美品がなかっ
たりする場合があります。ご注文前にお問い合わせください。

ISBN978-4-8118-

教育とはなにか、学力とはなにか★ 0321-0 学歴社会と教育のゆくえ 0322-7

入学試験と内申書 0323-4 テストと評価★ 0324-1

原点としての障害児教育★ 0325-8 障害者の自立と教育★ 0326-5

授業を創るとはなにか★ 0327-2 読み方の授業、詩の授業★ 0328-9

かな文字、作文、読みきかせ★ 0329-6 漢字の学び方・教え方★ 0330-2

算数の急所、その教え方★ 0331-9 遊びながらの算数★ 0332-6

たのしい算数・数学の授業★ 0333-3 たのしい科学の授業 I★ 0334-0

たのしい科学の授業 II★ 0335-7 社会科の授業・現代社会と人間★ 0336-4

社会科の授業・自然と人間★ 0337-1 ものづくりの授業、家庭科の授業 0338-8

音楽の授業、美術の授業★ 0339-5 だれでもできる体育の授業★ 0340-1

日本人にとっての英語教育★ 0341-8 戦争を教える★ 0342-5

子どものからだと公害の授業★ 0343-2 教育にとって教科書とは★ 0344-9

教師の生き方、教員養成★ 0345-6 父母は学校に何を期待するか 0346-3

お母さんの教育実践 0347-0 親の生き方、子の育て方★ 0348-7

幼児教育、遊び・マンガ★ 0349-4 手づくり絵本、手づくり遊び★ 0350-0

学級通信と学級づくり★ 0351-7 学校づくり、行事づくり★ 0352-4

自立する若者たち 0353-1 若者たちの生活と意見 0354-8

子どもの自殺・非行★ 0355-5 登校拒否・校内暴力★ 0356-2

子どもの人権と管理★ 0357-9 ドキュメント・人間と教育 0358-6

遠山啓、その人と仕事★ 0359-3 競争心から好奇心へ★ 0360-9
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現代教育実践文庫
第2期 AB判上製・函入　1985年刊　本体価格 各3000円＋税

★は品切です。在庫僅少の本は目録刊行後に品切になっていたり、美品がなかっ
たりする場合があります。ご注文前にお問い合わせください。

ISBN978-4-8118-

新しい教育のイメージ  0361-6 教師の仕事とは、授業とは 0362-3

授業づくりの急所 0363-0 ゆたかな日本語の授業 0364-7

ことば遊びの授業 0365-4 漢字あそび、ひらがな遊びの授業★ 0366-1

新しい読みの授業 0367-8 算数・数学の授業づくりのコツ 僅少  0368-5

算数のつまずき、その診断と治療の授業 僅少  0369-2 新しい社会科・理科の授業 0370-8

子どもの心をひらく表現の授業 0371-5 美術の授業をつくる 0372-2

「性」と「生」の授業 0373-9 いのち、食べもの、公害の授業 僅少  0374-6

いきいきした学校行事と学級づくり 0375-3 障害児とともに学ぶ 0376-0

障害を超えて生きる 0377-7 管理主義とはなにか 0378-4

管理主義を超えるために 0379-1 登校拒否を超えるには／生活点検とはなにか 0380-7

荒れる子どもたちと自立への道 0381-4 「いじめ」その原因と対応 0382-1

子育ち・子育て・親育ち 0383-8 地域をつくり変える教育実践 0384-5

家庭教育・幼児教育の実践★ 0385-2 親と教師が手を結ぶ教育実践 0386-9

［写真集］ヒトが人間になる★ 0387-6 学ぶこと、生きること 0388-3

科学史の流れに学ぶ★ 0389-0 科学・文学・教育の古典から学ぶ 0390-6

善財童子ものがたり／上 0391-3 善財童子ものがたり／下 0392-0

［画集］イスと麦わら帽子 0393-7
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遊び心派教師がいい
多久　龍太郎著  1500円 ISBN978-4-8118-0080-6

あたしのあ　あなたのア 絵本
谷川　俊太郎著／梶山　俊夫絵  1600円 ISBN978-4-8118-0801-7

危ない公文式早期教育
保坂　展人著  1800円 ISBN978-4-8118-0627-3

歩く速度で暮らす
槌田　劭著  1699円 ISBN978-4-8118-0048-6

いすと麦わら帽子 僅少
堀沢　敏雄著  2900円 ISBN978-4-8118-0030-1

いま授業を変えなければ子どもは救われない 僅少
林　竹二・遠藤　豊著  2000円 ISBN978-4-8118-0024-0

お母さんが会社をつくった!
白根　節子著  1300円 ISBN978-4-8118-0053-0

お母さんの教育運動 僅少
遠藤　豊吉著  1400円 ISBN978-4-8118-0023-3

おじいさんの手
菅　龍一著  1400円 ISBN978-4-8118-0060-8

男ふたり暮らし
伊藤　悟著  1748円 ISBN978-4-8118-0622-8

海外帰国生
渡部　淳著  1650円 ISBN978-4-8118-0093-6

科学の学び方・教え方
板倉　聖宣著  1699円 ISBN978-4-8118-0001-1

数はそよ風にのって　1
江藤　邦彦著  1500円 ISBN978-4-8118-0906-9

数はそよ風にのって　2
江藤　邦彦著  1500円 ISBN978-4-8118-0907-6

数はそよ風にのって　3
江藤　邦彦著  1500円 ISBN978-4-8118-0908-3

学校が生きかえるとき　上
遠藤　豊編著  1600円 ISBN978-4-8118-0013-4

学校が生きかえるとき　下 僅少
遠藤　豊編著  1600円 ISBN978-4-8118-0014-1

気そだて教育
矢山　利彦著  2000円 ISBN978-4-8118-0644-0

教育ってなんだ　上
斎藤　茂男著  1505円 ISBN978-4-8118-0004-2

教育ってなんだ　下
斎藤　茂男著  1505円 ISBN978-4-8118-0005-9

教育の蘇生を求めて 僅少
遠山　啓著  1300円 ISBN978-4-8118-0008-0

元気のおすそわけ 僅少
山口　のり子著  1748円 ISBN978-4-8118-0553-5

古典との再会
遠山　啓著  1400円 ISBN978-4-8118-0017-2

ことば遊び、五十の授業
鈴木　清隆著  2095円 ISBN978-4-8118-0044-8

子ども期と老年期
平井　信義著  1500円 ISBN978-4-8118-0075-2

子ども支援塾のすすめ 僅少
八杉　晴実著  1600円 ISBN978-4-8118-0061-5

子どもに向かって歩く
山本　正次著  1300円 ISBN978-4-8118-0007-3

子は天からの授かりもの
大田　堯著  1650円 ISBN978-4-8118-0059-2

これなら楽しくできる漢字の教え方
岡田　進著  2300円 ISBN978-4-8118-0012-7

醒めない夢
青木　信人著  1505円 ISBN978-4-8118-0107-0

ルポルタージュ死角からの報告
斎藤　茂男著  1300円 ISBN978-4-8118-0028-8

事実が「私」を鍛える
斎藤　茂男著  1825円 ISBN978-4-8118-0021-9

しのぶちゃん日記 僅少
平林　浩著  1400円 ISBN978-4-8118-0018-9

自由の森学園　その出発
遠藤　豊著  1400円 ISBN978-4-8118-0054-7

品切・
僅少本一覧 無印の本は品切です。在庫僅少の本は目録刊行後に品切になっ

ていたり、美品がなかったりする場合があります。
ご注文前にお問い合わせください。 50音順



41

品
切
・
僅
少
本
一
覧
◉

われらガリ版先生 僅少
伊東　巌編著  1400円 ISBN978-4-8118-0019-6

われら生涯ヒラ教員 僅少
西沢　紀生編著  1300円 ISBN978-4-8118-0011-0

ワークショップ　人と人とのあいだ
松井　洋子著  1748円 ISBN978-4-8118-0116-2

私たちは、なぜ子どもを殴っていたのか。
麻生　信子著  1500円 ISBN978-4-8118-0076-9

らくらく数学テキスト　中学2年
榊　忠男監修  2095円 ISBN978-4-8118-0901-4

らくらく数学テキスト　中学3年 僅少
榊　忠男監修  2095円 ISBN978-4-8118-0902-1

ものづくりとヒロシマの授業 僅少
小島　靖子・小福田　史男編著 1500円 ISBN978-4-8118-0046-2

らくらく数学テキスト　中学1年 僅少
榊　忠男監修  2095円 ISBN978-4-8118-0900-7

魔法の手の子どもたち
野辺　明子著  2000円 ISBN978-4-8118-0552-8

みんなが孫悟空
鳥山　敏子著  1796円 ISBN978-4-8118-0624-2

不思議なアトムの子育て
横川　和夫著  2000円 ISBN978-4-8118-0660-0

マット死事件 僅少
朝日新聞山形支局著  1796円 ISBN978-4-8118-0631-0

病室　教室への伝言
徳永　進著  1600円 ISBN978-4-8118-0088-2

ひらがなあそびの授業
伊東　信夫著  2000円 ISBN978-4-8118-0045-5

美術の授業を創る 僅少
久保島　信保著  2300円 ISBN978-4-8118-0002-8

写真集　ヒトが人間になる
川島　浩著／斎藤　公子文  4000円 ISBN978-4-8118-0036-3

農業と牧畜の時代／国家の誕生
白井　春男著  1300円 ISBN978-4-8118-0407-1

ピープル・ウィズ・エイズ 僅少
宮田　一雄著  2000円 ISBN978-4-8118-0531-3

悩んだとき、どうする? 
森　毅編  1400円 ISBN978-4-8118-0066-0

沼のばあさん 僅少
お母さん人形劇団「星の子」作  1300円 ISBN978-4-8118-0067-7

テレビはニュースだ 僅少
木村　太郎著  1300円 ISBN978-4-8118-0047-9

登校拒否　学校に行かないで生きる 僅少
渡辺　位編著  2000円 ISBN978-4-8118-0031-8

創られながら創ること
真木　悠介著／鳥山　敏子著  2000円 ISBN978-4-8118-0621-1

鉄を削る 僅少
小関　智弘著  2136円 ISBN978-4-8118-0049-3

父よ母よ!　上
斎藤　茂男著  1602円 ISBN978-4-8118-0015-8

父よ母よ!　下
斎藤　茂男著  1602円 ISBN978-4-8118-0016-5

チェルノブイリの少年たち
広瀬　隆著  1500円 ISBN978-4-8118-0073-8

地球の歴史／狩りと採集の時代
白井　春男著  1100円 ISBN978-4-8118-0406-4

星条旗と日の丸
永家　光子著  1500円 ISBN978-4-8118-0071-4

対話 僅少
鶴見　俊輔著  1300円 ISBN978-4-8118-0043-1

随想
鶴見　俊輔著  1300円 ISBN978-4-8118-0042-4

数学という文化
森　毅著  1553円 ISBN978-4-8118-0078-3

新・身分社会
佐田　智子著  1400円 ISBN978-4-8118-0029-5

水源をめざして
遠山　啓著  1680円 ISBN978-4-8118-0006-6

授業がすべて
遠藤　豊著  1650円 ISBN978-4-8118-0032-5

少女期　夢を抱きしめて 僅少
横川　和夫著  1400円 ISBN978-4-8118-0072-1
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…33
お母さんが会社をつくった !…40
お母さんの教育運動…40
お母さんの教育実践…38
お金で死なないための本…2
お金で泣かないための本…2
おじいさんの手…40
男と男の恋愛ノート…3
男ふたり暮らし…40
びじゅある講談　おもろい町人…32
親と教師が手を結ぶ教育実践…39
親の生き方、子の育て方…38
降りていく生き方…3
音楽の授業、美術の授業…38
女に選ばれる男たち…7

か
海外帰国生…40

「改定教育基本法」下の学校をどう生きぬくか…16
科学・文学・教育の古典から学ぶ…39
科学史の流れに学ぶ…39
科学の学び方・教え方…40
授業・科学をたのしむ…37
学歴社会と教育のゆくえ…38
かけがえのない、この自分…16
過去と記憶の“リ・メイキング”…12

［画集］イスと麦わら帽子…39
数はそよ風にのって　1 ～ 3…40
もじかきうた　カタカナカルタ 50 音…27
学級通信と学級づくり…38
学校が生きかえるとき　上下…40
学校が変わる、先生が変わる…37
学校づくり、行事づくり…38
学校でこそできることとは、なんだろうか…10
学校にさわやかな風が吹く…13
学校ファシズムを蹴っとばせ…16
学校や家庭で「日の丸・君が代」をどう教えるか…

37
学校を基地にお父さんのまちづくり…15
学校を非学校化する…11
かっぱ、かっぱらったか ?…18
家庭教育・幼児教育の実践…39
家庭で語りあうエイズの本…7
かな文字、作文、読みきかせ…38
カミングアウト・レターズ…3
からだで、おはなし…8
漢字あそび、ひらがな遊びの授業…39
漢字がたのしくなる本（テキスト）1～6…22
漢字がたのしくなる本（ワーク）1～6…23

あ
あいうえおあそび　上下…26

［ビデオ］はせみつこのあいうえおあそび…18
愛という名の支配…7
会えないパパに聞きたいこと…6
あきらめない教師たちのリアル…10
DVD　あしがらさん…33
遊び心派教師がいい…40
遊びながらの算数…38
あたしのあ　あなたのア　ことばがうまれるまで…

18
［ビデオ］②　あたしのあ　あなたのア…18
あたしのあ　あなたのア 絵本…40
新しい教育のイメージ…39
新しい社会科・理科の授業…39
新しい読みの授業…39
危ない公文式早期教育…40
アラマ、あいうえお !…18
ありのままの自分がいい…8
歩く速度で暮らす…40
荒れる子どもたちと自立への道…39
あわせ漢字あそび…23
あわせ漢字ビンゴゲーム①②…24
いかに生き、いかに学ぶか…16
いきいきした学校行事と学級づくり…39
生きなおす、ことば…5

「いじめ」その原因と対応…39
いじめと体罰…37

［画集］イスと麦わら帽子…39
いすと麦わら帽子…40
犬と猫と人間と…2
いのち、食べもの、公害の授業…39
いのちと性を学びあう…12
いのちに贈る超自立論…4
いのちに触れる…12
いま授業を変えなければ子どもは救われない…40
イメージをさぐる…12
癒しのセクシー・トリップ…4
癒しのワークショップ…8
インターネットの不思議、探検隊 !…31
宇宙のものみんな描いちゃおう…14
絵で読む漢字のなりたち…17
エネルギーと放射線の授業…9
LED 発電キット（フリーピストン　スターリングエンジン）

書名索引
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現代数学への道…36
検定教科書で英語ができるようになるか…37
原点としての障害児教育…38
公論よ起これ ! 「日の丸・君が代」…16
ココ、きみのせいじゃない…6
こじれない人間関係のレッスン…8
子育ち・子育て・親育ち…39
子育て　みんな好きなようにやればいい…7
子育ても料理も科学も遊んじゃおう…7
子連れ再婚を考えたときに読む本…6
古典との再会…40
ことば遊び、五十の授業…40
ことばあそびの授業…37
ことば遊びの授業…39
ことばじゃ　ことばじゃ　ことばじゃ…18

［ビデオ］③　ことばとあそぼう…18
随想　ことばを求めて…41
対話　ことばを求めて…41
ことば　まるかじり　ききかじり…18
子ども期と老年期…40
子ども支援塾のすすめ…40
子どもと病気…7
子どもに向かって歩く…40
子どものからだと公害の授業…38
子どもの心をひらく表現の授業…39
子どもの自殺・非行…38
子どもの自分くずし、その後…11
子どもの人権と管理…38
子どもの世界が見える本…37
子ども　やがて悲しき 50 年…32
子は天からの授かりもの…40
遠山啓のコペルニクスからニュートンまで…31
ゴミは、どこへ行く ?…13
これなら楽しくできる漢字の教え方…40
こんなモノなしで、暮らしたい…5
コンビニ弁当 16 万キロの旅…2
コンピューター綴り方教室…13

さ
醒めない夢…40
サヨナラ、学校化社会…10
算数・数学の授業づくりのコツ…39
算数の急所（遠山啓著作集）…36
算数の急所（ひと文庫）…37
算数の急所、その教え方…38
算数のつまずき、その診断と治療の授業…39
ルポルタージュ死角からの報告…40
事実が「私」を鍛える…40
自然体のつくり方…8

漢字なりたちブック 1 年生…19
漢字なりたちブック 2 年生…19
これなら楽しくできる漢字の教え方…40
漢字の音あそび─形音文字　1…23
漢字の音あそび─形音文字　2…23
漢字の組み立てを教える…37
漢字の単語あそび…23
漢字の単語づくり…22
漢字の学び方・教え方…38
漢字はみんな、カルタで学べる…17, 24
寒風にスキップはずみ…15
管理主義とはなにか…39
管理主義を超えるために…39
幾何教育をどうすすめるか…35
気そだて教育…40
気でひきだせ、無限の治癒力…8
希望の教育学…10
基本漢字あそび…23
Q&A 悩んだとき、どうする ?…41
98 部首カルタ…21

「教育技術の法則化運動」症候群…37
教育、死と抗う生命…14
教育ってなんだ　上下…40
教育とはなにか、学力とはなにか…38
教育にとって教科書とは…38
教育の自由と統制…34
教育の蘇生を求めて…40
教育の理想と現実…34
教育舞芸帳…16
教育への招待…34
教師たちの犯罪…15
教室に“学びのライブ”がやってきた !…15
教師とは、学校とは…34
教師の生き方、教員養成…38
教師の仕事とは、授業とは…39
教師は二度、教師になる…10
競争原理を超えて…16
競争心から好奇心へ…38
倶会一処…5
グッバイ、管理主義…16
公文式“プリント狂”時代の終わり…12
車イスからの宣戦布告…4
ゲイのボクから伝えたい　「好き」の ? がわかる本…3
ゲームの算数…37
男と男の恋愛ノート…3
元気のおすそわけ…40
現代化をどうすすめるか…35
社会科の授業・現代社会と人間…38
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数学ひとり旅　中学 1 ～ 3 年…30
数学への招待…36
数楽への招待　Ⅰ～Ⅱ…35
数はそよ風にのって　1 ～ 3…40

「好き」の？がわかる本…3
図形の探検…29
フリーピストン　スターリングエンジン【キットモデ

ル】…31
ステップキンと 7 つの家族…6
高松英昭写真集　STREET PEOPLE…32
星条旗と日の丸…41

「性」と「生」の授業…39
セカイをよこせ !  子ども・若者とともに…15
善財童子ものがたり／上下…39
せんせい、聞いて、きいて…14
戦争を教える…38
葬式 Kids…15
その手は命づな…4

た
対話　ことばを求めて…41
高松英昭写真集　STREET PEOPLE…32
たのしい科学の授業Ⅰ～Ⅱ…38
たのしい算数・数学の授業…38
たのしい数学・たのしい授業…35
旅する名前…3
だれでもできる体育の授業…38

「地域暮らし」宣言…15
地域生活支援　ひとりから始まるみんなのこと…4
地域で障害者と共生五十年…4
地域をつくり変える教育実践…39
チェルノブイリの少年たち…41
地球の歴史／狩りと採集の時代…41
地球は、どこへ行く ?…13
父よ母よ !　上下…41
中学生のことばの授業…13
チョゴリと鎧…3
創られながら創ること…41
ディープ・ブルー　虐待を受けた子どもたちの成長と

困難の記録…5
テストと評価…38
手づくり絵本、手づくり遊び…38
鉄を削る…41
DVD　テレビは何を伝えたか…33
テレビはニュースだ…41
登校拒否・校内暴力…38
登校拒否　学校に行かないで生きる…41
登校拒否　学校の呪縛を解く…37
登校拒否を超えるには／生活点検とはなにか…39

社会科の授業・自然と人間…38
「死」と「生」を教える…37
無着成恭の詩の授業…17
しのぶちゃん日記…40
自分さがし…7
自分のからだと対話する…37
社会科の授業・現代社会と人間…38
社会科の授業・自然と人間…38
写真集　ヒトが人間になる…41
12 歳の性…12
10 人のスーパー・ティーンたち…14
十の画べえ…24
自由の森学園　その出発…40
授業・科学をたのしむ…37
授業がすべて…41
授業づくりの急所…39
授業　日本は、どこへ行く ?…13
授業　俳句を読む、俳句を作る…9
授業を創るとはなにか…38
障害児とともに学ぶ…39
障害者と泣き笑い三十年…4
障害者の自立と教育…38
障害を超えて生きる…39
少女期　夢を抱きしめて…41
無着成恭の昭和教育論…14
食からみえる「現代」の授業…9
序列主義と競争原理…34
自立する若者たち…38
シングルマザー生活便利帳…6
身体のダイアローグ…11

【新版】あわせ漢字ビンゴゲーム①②…24
【新版】98 部首カルタ…21
【新版】101 漢字カルタ…21
新・身分社会…41
水源をめざして…41
随想　ことばを求めて…41
水道方式とはなにか…35
水道方式をめぐって…35
数学教育の改革運動…35
数学教育の現代化…35
数学教育の潮流…35
数学教育の展望…35
数学教育への招待…35
数学つれづれ草…36
数学という文化…41
数学と文化…36
数学のたのしさ…36
数学の展望台　Ⅰ～Ⅲ…36
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比例の発見…29
不思議なアトムの子育て…41
不思議の国の NEO…31
部首あそび…23
部首トランプ…24
父母は学校に何を期待するか…38
フリーピストン　スターリングエンジン【キットモデ

ル】…33
文学作品の読み方・詩の読み方…37
分数の旅…29
変革は、弱いところ、小さいところ、遠いところから

…3
「ホームレス」襲撃事件と子どもたち…2
放射線になんか、まけないぞ !…12
本よみキッズの事件簿…13

ま
街かどのパフォーマンス…4
マット死事件…41
学び方・ライフスタイルをみつける本…12
学び　その死と再生…11
学びの身体技法…11
学ぶこと、生きること…39
学ぶことを学ぶ…11
魔法の手の子どもたち…41
マルチメディアと教育…14
DVD ミニ「ひと」塾 2011　①…33
DVD ミニ「ひと」塾 2011　②…33
みんなが孫悟空…41
みんなのための教育改革…14
息子殺し…5
無着成恭の詩の授業…17
無着成恭の昭和教育論…14
倶会一処…5
人それぞれに花あり…5
迷走する両立支援…5
メディア・セックス幻想…7
もじかきうた　カタカナカルタ 50 音…27
もじかきうた　ひらがなカルタ 50 音…27
ものづくりとヒロシマの授業…41
ものづくりの授業、家庭科の授業…38

や
野生動物が見つめるゴミ列島…32
ゆたかな日本語の授業…39
幼児教育、遊び・マンガ…38
幼稚園かんじカルタ…21
読み方の授業、詩の授業…38

ら
ライアン・ラーキン　やせっぽちのバラード…32

動物かんきょう会議　Vol.1 ～ 4…31
動物かんきょう会議　韓国語版…31
遠山啓、その人と仕事…38
遠山啓著作集…34
遠山啓のコペルニクスからニュートンまで…31
ドキュメント・人間と教育…38
特別支援　99 までのたし算・ひき算…13

な
なぜ小学生が“荒れる”のか…14
Q&A 悩んだとき、どうする ?…41
日記抄＋総索引…36
日本語の豊かな使い手になるために…17
日本人にとっての英語教育…38
日本の学校のゆくえ…11
授業　日本は、どこへ行く ?…13
入学試験と内申書…38
ニュースがまちがった日…3
入門期の算数教育…37
沼のばあさん…41
農業と牧畜の時代／国家の誕生…41

は
授業　俳句を読む、俳句を作る…9
はじまりをたどる「歴史」の授業…9
はじめてのあいうえおトランプ…27
パウロ・フレイレ「被抑圧者の教育学」を読む…10

［ビデオ］はせみつこのあいうえおあそび…18
働くことと学ぶこと…11
ピープル・ウィズ・エイズ…41
びじゅある講談　おもろい町人…32
美術の授業をつくる…39
美術の授業を創る…41

［ビデオ］①　あいうえお体操…18
［ビデオ］②　あたしのあ　あなたのア…18
［ビデオ］③　ことばとあそぼう…18
［ビデオ］あたしのあ　あなたのア　全 6 巻…18
［写真集］ヒトが人間になる…39
人それぞれに花あり…5

【新版】101 漢字カルタ…21
101 字の基本漢字…22
159 の部首…22
128 字のあわせ漢字…22
146 の音記号…22
142 の音記号…22
108 形声文字カルタ…21
病室　教室への伝言…41
漂流少女…2
ひらがなあそびの授業…41
もじかきうた　ひらがなカルタ 50 音…27
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あ
青木　信人（アオキ　ノブト）…40
青木　幹勇（アオキ　ミキユウ）…9
安積　遊歩（アサカ　ユウホ）…4, 7
浅川　満（アサカワ　ミツル）…20 ～ 24
朝日新聞山形支局（アサヒシンブンヤマガタシキョク）…

41
芦崎　治（アシザキ　オサム）…5
麻生　信子（アソウ　ノブコ）…41
粟津　美穂（アワヅ　ミホ）…5
アンデュ（アンデュ）…31
イ・ジュンシク（イ　ジュンシク）…31
イアン（イアン）…31
飯田　基晴（イイダ　モトハル）…2, 33
eq Press（イク　プレス）…8
池ヶ谷　亘枝（イケガヤ　ノブエ）…14
石川　大我（イシカワ　タイガ）…3
石川　充夫（イシカワ　ミツオ）…28
板倉　聖宣（イタクラ　キヨノブ）…40
市川　良（イチカワ　リョウ）…29
伊東　巌（イトウ　イワオ）…41
伊藤　悟（イトウ　サトル）…3, 40
伊東　信夫（イトウ　シノブ）…17, 19 ～ 27, 41
今泉　博（イマイズミ　ヒロシ）…14
イラ姫（イラヒメ）…2
岩村　繁夫（イワムラ　シゲオ）…29
クリーブ・ウィング（ウィング，クリーブ）…7
上野　千鶴子（ウエノ　チヅコ）…10
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