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◉ わくわくする発見の宝庫

子ども・ティーン
のための本

13歳までにやっておくべき
50の冒険
P・バッカラリオ、T・ペルチヴァーレ 著 ／有北雅彦 訳

宝探し、木登り、野生動物撮影、
廃墟探検、TVゲーム制覇……。
真の勇者だけが達成できる50の
冒険をイタリアの人気児童文学作
家2人がプロデュース。きみはこ
の挑戦を受ける覚悟があるか?　
日本版「野外学校リスト」も収録。
四六変型判・192ページ・1600円＋税

2016年刊・978-4-8118-0797-3

モテる大人になるための
50の秘密指令
P・バッカラリオ、E・ハウレギ 著 ／有北雅彦 訳

冒険好きのキミに、伝説のスパイ
から指令が届いた。親を観察、炊
事に洗濯、家系図作成、デートの
誘い、忍者……。口うるさい親た
ちにバレないように挑戦して、モ
テる大人の秘密を手に入れよう!　
人気アドベンチャーガイドの第2弾。
四六変型判・192ページ・1600円＋税

2018年刊・978-4-8118-0827-7

あこがれのアスリートに
なるための50の挑戦
P・バッカラリオ、M・プロスペリ 著 ／有北雅彦 訳

この本は、あこがれのアスリート
になるためのトレーニングブック
だ。リフティング、階段マラソン、
綱渡り、就寝前テトリス、敗北体
験、幸せの貯金……。毎日20分、
50の挑戦を楽しみながら、ヒー
ローへの道を駆けあがれ!

四六変型判・予価1600円＋税
2021年3月刊予定・978-4-8118-0846-8

世界を変えるための
50の小さな革命
P・バッカラリオ、F・タッディア 著 ／有北雅彦 訳

このまちがった世の中にガマンが
ならない?　もしそう思ってるな
ら、文句を言ってるひまはない。
行動するのはキミだ。分別収集、
スマホ断ち、笑いの記念日創設、
市長との交渉……。同志とともに、
世界を変える革命を起こせ!
四六変型判・192ページ・1600円＋税

2020年刊・978-4-8118-0841-3

めざせ！ 
災害サバイバルマスター 全4巻
片山誠 監修 ／ 72時間サバイバル教育協会 協力

『もしときサバイバル術Jr.』の大
型ビジュアル版。新コーナー充実。
①助けを呼ぶ／火起こし  0816-1
②安全な水／ナイフと道具  0817-8
③シェルター／食べもの  0818-5
④�応急手当／チームワーク�0819-2

A4判・32ページ・2500円＋税（各巻共通）
全巻セット：10000円＋税／ 3115-2

2019年刊・ISBN978-4-8118-

もしとき
4 4 4 4

サバイバル術 Jr.
災害時に役立つスキルを手に入れろ！
片山誠 著 ／髙橋未来 絵

もしものときに生き残るためのスキル
とマインドとは?　SOS 、火起こし、水、
ナイフ、シェルター、応急手当、フー
ド、チームビルド。8つのプログラム
を体験しながら答えを見つけるサバイ
バルRPGブック。自分もほかの誰かも
守れるサバイバルマスターになろう!
A5変型判・128ページ・1400円＋税

2018年刊・978-4-8118-0828-4

2021年
3月刊
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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
2005年刊・978-4-8118-0752-2

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 ／山中正大 絵 

「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
2011年刊・978-4-8118-0742-3

国籍の ?
ハテナ

がわかる本
日本人ってだれのこと?　外国人ってだれのこと?
木下理仁 著 ／山中正大 絵

ナニ人かは「国」で決まるの?　
ハーフのひとの国籍はどうなる?��
在日朝鮮人って、北朝鮮のひと?��

「◯◯人」と「国籍」をめぐる疑
問に答える本。その基礎知識から
難民や無国籍の問題まで。日々の
もやもやをスッキリ解決します。

四六判・96ページ・1000円＋税
2019年刊・978-4-8118-0833-8

「なるほどパワー」の法律講座

うさぎのヤスヒコ、憲法と出会う
サル山共和国が守るみんなの権利
西原博史 著 ／山中正大 絵 

困ったことが起きたとき、人と意
見がぶつかったとき、「なるほどパ
ワー」が役に立つ。「思想・良心の
自由と信教の自由」「表現の自由」

「教育を受ける権利」を中心に、日
常の出来事と憲法をしっかりつな
ぎます。物語で憲法と出会う!

A5判・128ページ・2000円＋税
2014年刊・978-4-8118-0768-3

「なるほどパワー」の法律講座

おさるのトーマス、刑法を知る
サル山共和国の事件簿
仲道祐樹 著 ／山中正大 絵 

「なるほどパワー」で罪と罰を考
える。「刑罰の決め方」「共同正
犯」「罪刑法定主義」「正当防衛」
…。サル山共和国で起きる数々の
事件をとおして、刑罰の決め方・
考え方がわかります。ニュースが
違った角度から見えてくる!

A5判・136ページ・2000円＋税
2014年刊・978-4-8118-0769-0

「なるほどパワー」の法律講座

リサとなかまたち、民法に挑む
サル山共和国で考えるルールの作り方
大村敦志 著 ／山中正大 絵 

「私」にとって大切なもの。自分
らしさや自分の居場所。それを尊
重しあって暮らしていくには、
ルールが必要になる。どうやって
作るの?　いまあるルールをもっ
とよくするには?　市民の自律に
よって社会を創る「民法」の話。

A5判・144ページ・2000円＋税
2015年刊・978-4-8118-0770-6

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
2009年刊・978-4-8118-0730-0

社会がみえる!WAKUWAKU�book

インターネットの不思議、探検隊!
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
2003年刊・978-4-8118-0751-5

電書あり

電書あり

電書あり

電書あり
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工作絵本

キミにも作れる! 伝承おもちゃ&おしゃれ手工芸
平林浩 著 ／モリナガ・ヨウ 絵 

吹き矢もブローチも、和紙皿も編
みかごも、自分で作るとこんなに
たのしい!　遊ぶもの・かざるも
の・使うものぜんぶ、とことん手
づくりしてみよう。心をこめて
作ったものは、きっと世界でひと
つだけの宝物になる。

B5判・128ページ・1900円＋税
2012年刊・978-4-8118-0757-7

工作絵本

作って遊んで大発見! 不思議おもちゃ工作
平林浩 著 ／モリナガ・ヨウ 絵 

おもちゃが動くしくみを知れば、
工作も遊びももっとたのしくなる!
手品のようなしかけのおもちゃ、
遊ぶのにコツがいるおもちゃ、実
験をしながら遊ぶおもちゃ。おも
ちゃにつまった不思議の正体を、
作って遊んで発見しよう。

B5判・128ページ・1900円＋税
2012年刊・978-4-8118-0756-0

おじいさんの手
菅龍一 著 

なぜ、おじいさんは帰ってこれな
いの?　少女の熱意が、ハンセン
病者と故郷とのあいだに心のかけ
橋をつなぐまでを、山陰のゆたか
な自然を背景に描いた物語。

A5判・232ページ・2000円＋税
1986年刊・978-4-8118-0435-4

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 

リボ払いとボーナス一括払い、
どっちがおトク?　利率はどう
やって決まる?　お金で困ったと
きどこに相談する?　現代を生き
抜くために必須の知識をマンガと
図解でわかりやすく解説。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
2011年刊・978-4-8118-0748-5

ジェームズ・ドーソンの下半身入門
まるごと男子!　読本
ジェームズ・ドーソン 著 ／スパイク・ガーレル 絵 ／
藤堂嘉章 訳 

人生は笑いあり、涙あり、体液あ
り。グループ内でのサバイブ術、
見た目の磨き方、下半身問題、彼
氏になるということ、セックスの
必須事項とNG行為…。性教育と
呼ぶには面白すぎる、UK発男子
のための必携書。イラスト満載。
四六変型判・192ページ・1350円＋税

2015年刊・978-4-8118-0780-5

あなたは何で食べてますか？
偶然を仕事にする方法
有北雅彦 著 

物語屋、珍スポトラベラー、ド
ローン写真家、切り似顔絵師……、
ちょっと変わった仕事で食べてい
る先輩たちに直球勝負で聞いてみ
た。どんな仕事?　収入は?　幸せ
ですか?　驚いて笑ってグッとく
る、エンタメ的進路参考書。

四六判・208ページ・1600円＋税
2019年刊・978-4-8118-0835-2

放射線になんか、まけないぞ!
イラストブック
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
2011年刊・978-4-8118-0750-8

チャンキー松本の
チョキチョキ切り絵教室（仮）
チャンキー松本 著

折り紙とはさみを持ったら、チョ
キチョキアワーのはじまりはじま
り。重ねる、組み合わせる、立た
せる、変身させる!　自由自在に
ジャンルを飛びこえる作品で大人
気の切り似顔絵師が、ひらめきが
生まれる切り絵遊びを大公開。

B5判・予価1500円＋税
2021年3月刊予定・978-4-8118-0847-5

2021年
3月刊

オンデマンド版

電書あり
電書あり
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社会・
ノンフィクション

遠山啓 
行動する数楽者の思想と仕事
友兼清治 編著 

水道方式と量の体系、数学教育の
現代化、障害児の原教科教育、競
争原理批判……。数学者・教育
者・思想家にして教育運動の実践
者。その仕事の全貌を本人の著述
とともに描きだす。「遠山啓著作
集」の編集者がまとめた初の評伝。

四六判・400ページ・3000円+税
2017年刊・978-4-8118-0799-7

私は本屋が好きでした
あふれるヘイト本、つくって売るまでの舞台裏
永江朗 著 

無為無策のまま放置された〝憎悪
の棚〟は書店・出版業界の何を象
徴し、日本社会に何をもたらして
いるのか。書き手、出版社、取次、
書店へ取材。「ヘイト本」現象を
生みだす〝しくみ〟と、書店と出
版の仕事の実像を明らかにする。

四六判・256ページ・1600円＋税
2019年刊・978-4-8118-0839-0

若者の貧困・居場所・
セカンドチャンス
青砥恭＋さいたまユースサポートネット 編  

このままでは若者が「国内難民化」
する?!　学校から離脱していく10代。
使い捨てられて無業となる20代、30
代。学校と社会のミゾに落ちたとき、
いつでもやりなおせる仕組みをつく
れるか。学び直し、就労支援、居場
所づくりの先進的な取り組みを紹介。

四六判・240ページ・2000円＋税
2015年刊・978-4-8118-0782-9

共生の社会学
ナショナリズム、ケア、世代、社会意識
岡本智周・丹治恭子 編著 

なぜ、共生しなければならないの
か。日本社会において共生は、ど
のように捉えられているのか。わ
れわれは問題状況にどうかかわり
うるのか。いまもっともアクチュ
アルな4つの論題から読み解く。
社会的カテゴリの更新へ。

四六判・272ページ・2500円＋税
2016年刊・978-4-8118-0792-8

くわしすぎる教育勅語
高橋陽一 著 

1890年のエリートたちがつくり
だした「名文」には、何が書かれ
ているのか。315字の一字一句の
意味と文章の構造をあきらかにし、
その来歴と遺産までを語り尽くす。
ありそうでなかった、上げも下げ
もしない教育勅語入門。

四六判・272ページ・2000円＋税
2019年刊・978-4-8118-0832-1

下山の哲学
登るために下る
竹内洋岳 著 ／川口穣 構成 

「頂上は通過点にすぎない。そこ
から下ってきて完結するのが登山
なのだ」。日本人で唯一、ヒマラ
ヤ8000m峰14座すべての頂に立っ
た登山家は、どのように山を下っ
てきたのか。敗退をふくめた「全
下山」をたどるドキュメント。

四六判・256ページ・1800円＋税
2020年刊・978-4-8118-0843-7
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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
2007年刊・978-4-8118-0724-9

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
2006年刊・978-4-8118-0722-5

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
1988年刊・978-4-8118-0079-0

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
2003年刊・978-4-8118-0711-9

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・松本美須々ヶ丘高校放送部 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
2004年刊・978-4-8118-0714-0

子どもに「ホームレス」をどう伝えるか
いじめ・襲撃をなくすために
生田武志・北村年子 著 ／ホームレス問題の授業づくり全
国ネット 編・発行 

「おっちゃんたち、働かないの?」
「公共の場所に寝てていいの?」「貧
乏なのは自業自得でしょ」……子
どものもつ疑問や誤解に答える大
人がいない現状は蔑視を生みだし、
やがて襲撃へとつながります。中
高生への講演の記録。

A5判・216ページ・1200円＋税
2013年刊・978-4-8118-4071-0

「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
2009年刊・978-4-8118-0728-7

STREET PEOPLE
路上に生きる85人
高松英昭 写真集／小説・星野智幸

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「先輩伝説」を収録。

A5判・128ページ・2381円＋税
2009年刊・978-4-8118-0731-7

電書あり

電書あり電書あり

電書あり

電書あり

電書あり
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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
2010年刊・978-4-8118-0737-9

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
2002年刊・978-4-8118-0666-2

ピアノ、その左手の響き
歴史をつなぐピアニストの挑戦
智内威雄 著 

左手のピアニストとして活躍する著
者による初の単行本。新しい響きを
生みだすまでの歩みを縦糸に、左手
音楽の歴史を横糸に描く、未知のピ
アノ体験。ブラームス、スクリャー
ビン、ラヴェル、ウィトゲンシュタ
インほか、左手の名曲とともに。

四六判・224ページ・1800円＋税
2016年刊・978-4-8118-0789-8

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・2800円＋税
2006年刊・978-4-8118-0410-1

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
2009年刊・978-4-8118-0732-4

世界が日本のことを考えている
3・11後の文明を問う―17賢人のメッセージ
共同通信取材班 編 ／加藤典洋 解説 

震災後、世界の賢人17人に「文
明を問う」というテーマで連続イ
ンタビュー。彼らの問いかけに、
我々はどう答えるのか。ネグリ、
アンダーソン、レスター・ブラウ
ン、シュレーダー・ドイツ前首相、
シェワルナゼ・ソ連元外相ほか。

四六判・272ページ・2000円＋税
2012年刊・978-4-8118-0754-6

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
2010年刊・978-4-8118-0739-3

あたらしい憲法草案のはなし
自民党の憲法草案を爆発的にひろめる有志連合 著 

「国民が国家をしばる約束」から
「国家と国民が協力してつくる
『公の秩序』」へ。草案の提案する
憲法観の大転換を、起草者たちの
論理と願望にぴったりとよりそっ
て語る。長谷部恭男さん、上野千
鶴子さんほか推薦続々。

四六判・96ページ・741円＋税
2016年刊・978-4-8118-0793-5

電書あり

電書のみオンデマンド版

電書あり

電書あり

電書あり
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新・身分社会
「学校」が連れてきた未来
佐田智子 著 

いま、私たちの社会は、どこへ向
かおうとしているのか。《いま学
校で》《「平和」の風景》《「明日」
の風景》など、時代の先端を時代
に導かれて取材し続ける記者の軌
跡が、私たちの未来の不安と希望
をくっきりと浮かびあがらせる。

四六判・306ページ・2500円＋税
1983年刊・978-4-8118-0424-8

醒めない夢
金属バット事件から女子高生監禁殺人事件へ
青木信人 著 

この10年間でおきた少年・若者
による数かずの事件。何が彼らを
駆りたてたのか。そこに共通する
ものはなんなのか。彼らを特別な

「異常者」として断罪すればこと
たりるのか。この10年間の彼ら
の事件を追跡してみると……。

四六判・216ページ・2000円＋税
1991年刊・978-4-8118-0445-3

Taroブック・Jiroブック

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
1996年刊・978-4-8118-0454-5

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
1981年刊・978-4-8118-0022-6

シリーズしごとの発見

テレビはニュ－スだ
NHK「ニュースセンター9時」の24時間
木村太郎 著 

テレビは時間と空間を超えて、私
たちに世界のようすを映しだして
くれる開かれた窓だ。その〝遠く
を見る箱〟の裏側で、ニュースは
どのようにしてつくられているの
か。ニュース制作の最前線をリア
ルタイムで描く現場ドキュメント。

A5判・208ページ・1300円＋税
1985年刊・978-4-8118-0047-9

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
1995年刊・978-4-8118-0635-8

少女期　夢を抱きしめて
横川和夫 著 

突然、少女たちは浮遊しはじめた。
大人にとっての〝普通〟の少女た
ちが、心のさびしさを抱えてさま
よう。好きな歌を口ずさみながら、
性の、空想の、死の世界へと─。
つぶやかれたホンネから、つらく
せつない少女期が見えてくる。

四六判・264ページ・1400円＋税
1987年刊・978-4-8118-0072-1

これでわかったビットコイン
生きのこる通貨の条件
斉藤賢爾 著 

欠陥通貨?　それともイノベーショ
ン?　利用サービスが広がり、亜種
も多数登場しているビットコイン。
その将来はどこに向かうのか。国
の管理を超える大きな可能性から、
その広がりが招く意外な陥穽まで、
デジタル通貨の専門家が答える。

A5判・96ページ・1000円＋税
2014年刊・978-4-8118-0772-0

オンデマンド版

電書あり

オンデマンド版

電書あり

電書あり

電書あり

電書あり

電書あり 電書あり
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斎藤茂男の本

父よ母よ!（下）
幸福の闇のなかで
斎藤茂男 編著 

一見、幸福そうな中・上流の家庭
のなかで進行する家庭内暴力、登
校拒否、少女非行……。少年少女
の心とからだを蝕む魔物の正体は
なにか。記者は深夜のディスコを
訪ね、暴走車に乗り込み、彼ら・
彼女らの状況に接近する。

四六判・304ページ・2500円＋税
1979年刊・978-4-8118-0419-4

父よ母よ!（上）
愛の飢餓のなかで
斎藤茂男 編著 

1978～79年に共同通信から配信
された子ども・若者の実像に迫る
ルポルタージュ。上巻は、一家離
散、倒産、失職、サラ金地獄……
と苛酷な人生にあがく父母と少年
たちの姿と、彼らにのしかかる現
代社会の重い圧力を追った。

四六判・280ページ・2500円＋税
1979年刊・978-4-8118-0418-7

教育ってなんだ（下）
闇のなかの光
斎藤茂男 編著 

下巻では、この闇の実態を改める
ために渾身の力をこめて子どもた
ちと格闘する教師たちのたしかな
教育のいとなみを、授業のルポで
とらえた。不信と不満が投げかけら
れる教育の現状を改めるための方途
を、ここに発見するにちがいない。

四六判・256ページ・1505円＋税
1976年刊・978-4-8118-0005-9

教育ってなんだ（上）
光のなかの闇
斎藤茂男 編著 

1975年～76年に共同通信から配
信され大反響をよんだルポルター
ジュ。上巻は、子どもの自殺や非
行、教師の挫折、受験産業の内幕
など、人間を蝕む教育の暗部を

「現代」という土塊もろとも最深
部から描く。

四六判・256ページ・2200円＋税
1976年刊・978-4-8118-0415-6

死角からの報告
子どもが「人間」を殺した
斎藤茂男 編著 

金属バットで両親撲殺、校内暴力
を苦に校長自殺、中三少女が同級
生を刺殺─。大人に驚きをかみし
める間も与えず、つぎつぎと異変
をつきつけてくる子どもたち。な
にが子どもの心を見えなくさせて
いるのか。〝死角〟の現場へ飛んだ。

四六判・248ページ・2200円＋税
1983年刊・978-4-8118-0423-1

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8万5千人余の署名。な
ぜ世論は子殺しに同情的なのか?��
92年、浦和市でおきた高校教師
の息子殺害事件。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
1993年刊・978-4-8118-0562-7

事実が「私」を鍛える
いまジャーナリストであること
斎藤茂男 著 

菅生事件、松川事件などの真犯人
追及にはじまり、現在までの自分
史を語り、さらに『父よ母よ!』
などのルポルタージュがどのよう
に生まれたか、現代をとらえる武
器としてのルポルタージュの方法
を明らかにする。

四六判・320ページ・2800円＋税
1981年刊・978-4-8118-0421-7

電書あり オンデマンド版

電書あり

電書あり

オンデマンド版

電書あり

オンデマンド版

電書あり

オンデマンド版

電書あり

オンデマンド版

電書あり
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子育て・家族・
セクシュアリティ

多様なありかたを求めて

子育て
みんな好きなようにやればいい【新装版】
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
2008年刊・978-4-8118-0726-3

こどもキッチン、はじまります。
２歳からのとっておき台所しごと
石井由紀子 著 ／はまさきはるこ 絵 

料理は体験の宝庫。なんでもやっ
てみたい幼児たちには、〈たた
く・つぶす・まぜる・きる〉と
いった動作すべてが、わくわくす
る新鮮な経験です。安心してつく
れるレシピ18品と、親子でたの
しむおいしい時間のつくりかた。

A5判・96ページ・1600円＋税
2017年刊・978-4-8118-0824-6

不思議なアトムの子育て
アトム保育所は大人が育つ
横川和夫 著 

子育ての不安にゆれて、トラブル
にひとり苛立ち、ヘルプを求めら
れない……そんなとき、「アトム
の子育て」がきっとヒントをくれ
る。日々の出来事のなかでの保育
士、子ども、親の変化を追い、育
ちの本質に迫ったルポ。

四六判・232ページ・2000円＋税
2001年刊・978-4-8118-0461-3

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
1991年刊・978-4-8118-0115-5

子どもの扉がひらくとき
「モンテッソーリたんぽぽ子供の家」の子育てから
小川浅子 著

自立した人間になるという大仕事
を、子どもは全生命をかけて、
ゆっくりと、体を動かしながら学
んでいく。創設33年を数える船
橋・モンテッソーリ園の園長が、
たくましく育つ子どもたち、とも
に変わっていく親たちの姿を描く。

四六判・256ページ・1800円＋税
2020年刊・978-4-8118-0840-6

これならできる、こどもキッチン
お悩み解決！　2歳からの台所しごと
石井由紀子 著 ／はまさきはるこ 絵 

「火のついたコンロによじ登る」
「洗い物をやめようとしない」「自
分でつくったのに食べない」……。
子どもの謎の行動は、じつは大き
な成長のきざしです。解決へと導
く9つのポイントと、21の厳選レ
シピ。

A5判・96ページ・1600円＋税
2020年刊・978-4-8118-0845-1

電書あり

オンデマンド版

電書あり

電書あり



11

子
育
て
・
家
族
・
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
◉

PTAがやっぱりコワい人の 
ための本
大塚玲子 著 

いつのまにか増えている仕事、保
護者の対立が泥沼化する理由、ポ
イント制の罠など、負の連鎖がお
こる仕組みを豊富な取材で解明。

「意外と悪くなかったPTA」への
出口はどこに!?　ヒントとなる経
験談、インタビューも多数掲載。�

四六判・216ページ・1500円＋税
2016年刊・978-4-8118-0795-9

PTAをけっこうラクに 
たのしくする本
大塚玲子 著 

PTA活動はもっとラクにできるは
ず!　役員ぎめがスムーズに行く方
法、イマドキの情報共有・連絡テク
ニック、任意加入へのスイッチ……
個々の活動を支える小さなくふうか
ら、しくみをばっさり変える大改革
まで、実現のコツがわかります。

四六判・208ページ・1600円＋税
2014年刊・978-4-8118-0773-7

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する。

A5判・192ページ・1500円＋税
2017年刊・978-4-8118-0825-3

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
2011年刊・978-4-8118-0745-4

日本の子連れ再婚家庭
再婚して幸せですか?
新川てるえ 著 

当事者119人へのアンケートと追
跡インタビューによって、初めて
語られた本音と証言。子連れ再婚
を選んだ理由、継子との関係、経
験してわかった困難と醍醐味……。
子連れ再婚家庭の実態を伝え、再
婚時代の家族のありようを考える。

A5判・160ページ・2000円＋税
2017年刊・978-4-8118-0798-0

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
2005年刊・978-4-8118-0717-1

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
2007年刊・978-4-8118-0723-2

隠れ教育費
公立小中学校でかかるお金を徹底検証
栁澤靖明・福嶋尚子 著 

義務教育って無償じゃなかった
の?　膨大にかかる入学準備費、
教科書よりずっと多い補助教材、
家計直撃の修学旅行。小・中の９
年間にわたり、教育課程に必須の
モノやコトまで保護者負担に頼る、
驚くべき実態を明らかにする。

四六判・256ページ・1800円＋税
2019年刊・978-4-8118-0837-6

電書あり

電書あり

電書あり

電書あり
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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・2400円＋税
1992年刊・978-4-8118-0495-8

オトナ婚です、わたしたち
十人十色のつがい方
大塚玲子 著 

形も中身も多様な「つがい方」を
している10組のカップルを取材。
入籍の有無、別居や通いもありの
住まい方、同性婚、年の差婚、浮
気容認婚……。自分にとって居心
地のいい関係を求めたら、こんな
フウフになりました。

四六判・240ページ・1500円＋税
2013年刊・978-4-8118-0759-1

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
2001年刊・978-4-8118-0661-7

元気のおすそわけ
暮らしのなかのフェミニズム
山口のり子 著 

ひとりの人間としてやりたいこと
をやろうとするときに、おこる夫、
社会との軋轢─。それをのりこえ、
気持ちのいい関係や生活がもてる
ようになるには。生き方の選択肢
が多ければ多いほど、女も男も自
由に「自分らしく」生きられる。

四六判・240ページ・2200円＋税
1993年刊・978-4-8118-0457-6

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
1994年刊・978-4-8118-0632-7

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
2006年刊・978-4-8118-0719-5

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
2004年刊・978-4-8118-0713-3

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
2009年刊・978-4-8118-0729-4

オンデマンド版

電書あり

電書あり

オンデマンド版

電書あり

電書あり
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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
2007年刊・978-4-8118-0725-6

男ふたり暮らし
ぼくのゲイ・プライド宣言
伊藤悟 著 

ゲイである著者がパートナーに出
会うまでの涙ぐましいとも言える
セクシュアル・ヒストリー。パー
トナーと試行錯誤を重ねながら、
男と男、女と女、男と女の関係を
どうつくりだすか。同性愛者から
異性愛者へ送るメッセージ。

四六判・216ページ・2000円＋税
1993年刊・978-4-8118-0458-3

新宿二丁目の文化人類学
ゲイ・コミュニティから都市をまなざす
砂川秀樹 著 

新宿二丁目に生起する人びとの関係を、
丁寧で鋭い観察により、生活世界とし
て描きだす。セクシュアリティ研究、
都市論、歴史学が交差する話題の書。
第I部・新宿二丁目の民族誌／第Ⅱ部・
新宿の歴史とゲイの歴史／第Ⅲ部・セ
クシュアリティとコミュニティ

四六判・400ページ・3000円＋税
2015年刊・978-4-8118-0784-3

ふたりで安心して最後まで 
暮らすための本
永易至文 著 

同性カップルの法的保証に役立つ公
正証書や老後までのライフプランの
知識が満載。切りとって使える緊急
連絡先カードのほか、書き込み式で
たがいの万一時に備えて情報共有で
きる「もしもに備える伝言ノート」
は類書で初。親切編集の一冊です。
A5変型判・112ページ・1500円＋税

2015年刊・978-4-8118-0785-0

同性パートナーとの�
ライフプランと法的書面

にじ色ライフプランニング入門
ゲイのFPが語る〈暮らし・お金・老後〉
永易至文 著 

同性愛者のライフプランは「男女
夫婦・子どもあり」とはちょっと
違う。持ち家と貸家どっち?　老親
どうする?　臨終の立ち会いや相続
は?　そんな疑問に答えます。シン
グルや非法律婚カップルにも。（発行：
にじ色ライフプランニング情報センター）

A5判・208ページ・1600円＋税
2012年刊・978-4-8118-4051-2

男と男の恋愛ノート
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」の二人。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、話しあい、暮らし
あい、愛しあって見えてきた自分。
これは体当たり“人間関係論”だ。

四六判・224ページ・1748円＋税
1994年刊・978-4-8118-0633-4

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 ／山中正大 絵 

「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
2011年刊・978-4-8118-0742-3

国際ロマンス詐欺被害者実態調査
なぜだまされる?!　国際ロマンス詐欺のマインドコントロール
新川てるえ 著 ／ NPO法人M-STEP 発行  

SNSや出会い系サイトを舞台とす
る海外からの恋愛詐欺。被害者
500人へのアンケート調査と追跡
インタビューをもとに、被害者を
追いこんでいく卑劣な手口と巧妙
な罠を具体的に紹介するとともに、
被害を避ける方法を伝える。

A4判・36ページ・1000円＋税
2019年刊・978-4-8118-4151-9

電書あり 電書あり

電書あり オンデマンド版

電書あり

電書あり
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写真集 ヒトが人間になる
さくら・さくらんぼ保育園の365日
川島浩 写真 ・斎藤公子 文 

水・土・動物、はだし、手づかみ、
仲間、遊び、けんか……。どのよ
うな保育がヒトを人間に育てるの
か。260枚の写真と50ページの解
説が、その全体像を描きだす。子
育ての原点・0歳児から、卒園期
の5歳児までを克明に記録。

AB判・272ページ・4500円＋税
1984年刊・978-4-8118-0036-3

［普及版］子どもは描く
「さくらんぼ坊や」の子どもたち
斎藤公子 著 ／ Kフリーダム 発行 

子どもが描く絵は、まるでカルテ
のように子どもの様子を写しだす。
その絵から、心の状態や身体の不
調までも読み解き、子育てに活か
した実践記録。600点の絵をオー
ルカラーで収載。青木書店刊『子
どもはえがく』の普及版。

A4判・180ページ・5000円＋税
2019年刊・978-4-8118-4121-2

DVDブック

リズム遊びが脳を育む
大城清美 編著・穗盛文子 映像監督 ／スタジオほもり 発行

病院を出たお母さんたちが必死で
探してたどり着いたのは、こばと
保育園への母子通園。くじけそう
になりながらも、けっしてあきら
めなかったお母さん6人の体験記。
こばと保育園の「リズム遊び」の
ポイントがわかるDVD60分付。

A5判・204ページ・2700円＋税
2019年刊・978-4-8118-4141-0

［改装版］さくら・さくらんぼの
障害児保育
斎藤公子 編著 ／ Kフリーダム 発行 

日本で初めて統合保育所の認定を
受けたさくらんぼ保育園。発達遅
滞、先天性白内障、自閉スペクト
ラム症、脳性麻痺など多くの障害
を軽減させ、子どもたちの笑顔を
蘇らせた。その実践の保育士自ら
による記録。青木書店版の改装版。

A5判・244ページ・2500円＋税
2019年刊・978-4-8118-4122-9

斎藤公子監修名作絵本
斎藤公子 再話・監修 ／ Kフリーダム 発行

さくら・さくらんぼの保育実践のなかで、子どもたち
に多くの感動をあたえてきた語り聞かせの物語たち。

黄金のかもしか
インド民話／斎藤博之 絵  

魂のきれいなものどうしが自然に
惹かれあう瞬間を垣間見、動物を
愛する少年の勇気ある行動を描く。
インドに古くから伝わる民話。

A4判・48ページ・2500円＋税
2019年刊・978-4-8118-4124-3

森は生きている 12月つき

のものがたり
マルシャーク 作 ／エリョーミナ 絵 ／林光 曲   

継母の言いつけで吹雪の森に分け
入った少女はさまよううちに焚き
火を囲む12月の精たちに出会い、
願いを叶えてもらう。楽譜掲載。

A4判・68ページ・2500円＋税
2019年刊・978-4-8118-4123-6

サルタン王ものがたり
プーシキン 作 ／ゾートフ 絵 

詩人プーシキンによる戯曲。サル
タン王、その息子で誉れ高くたく
ましい勇士・グビドン公、美しい
白鳥の王女が織りなす奇跡の物語。

A4判・76ページ・2500円＋税
2019年刊・978-4-8118-4126-7

錦のなかの仙女
中国民話／斎藤博之 絵  

願いを叶えるために寝食を忘れて
錦のはた織りをする母親と、病の
母を思う孝行息子の勇気を描く。
中国南部広西の壮族に伝わる物語。

A4判・48ページ・2500円＋税
2019年刊・978-4-8118-4125-0

電書あり



15

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
身
体
◉ことばとからだのための実践書

コミュニケーション・
身体

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
2001年刊・978-4-8118-0662-4

【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
2006年刊・978-4-8118-0721-8

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
1994年刊・978-4-8118-0626-6

気もちのリテラシー
「わたし」と世界をつなぐ12の感情
八巻香織 著 ／イワシタレイナ 絵

行き場のない日々の気もちの落と
しどころって?　「おそれ」を感じ
るから安心や安全がつくりだせる。

「NO」と言うからYESが見つかる。
12の感情の持ち味と、つきあい
方がわかる本!　【付録】感情タ
ロット＆トランプmini 。

A5判・128ページ・1700円＋税
2019年刊・978-4-8118-0834-5

ひとりでできる こころの手あて
〔三訂版〕セルフケアがわかる本
八巻香織 著 ／イワシタレイナ 絵 

長く愛されてきたセルフケアブッ
クの新装三訂版!�●私のカウンセ
ラーになろう／こころを手あてし
よう／自分らしさってなんだろう
／あなたと私の境界線／アディク
ションうらみととらわれ／私の中
のいじめっこ／私の中の小さな私

A5判・176ページ・1500円＋税
2020年刊・978-4-8118-0844-4

ほどよい距離でつきあえる

こじれないNOの伝え方
八巻香織 著 ／イワシタレイナ 絵 

「NO」と言えない、断われない。
それって性格のせいじゃない。さ
まざまな場面でNOを伝えるときの
基本のステップから悩ましいケー
スまで。こじれない、こわれない、
つぎにつながるNOのレッスン!�そ
うは言っても…と諦めるまえに。

四六判・96ページ・1000円＋税
2020年刊・978-4-8118-0842-0

電書あり

電書あり 電書あり
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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
1995年刊・978-4-8118-0636-5

あたしのあ あなたのア 
ことばがうまれる
絵本：幼児の“ことばのたね”を育てる!
谷川俊太郎 作 ／梶山俊夫 絵 

文字にも、手がある、息がある、
声がある、からだがある!　抑揚
や高低・長短をつけて遊んでみま
せんか。幼い子のなかでことばの
芽が自然に育っていきます。ペー
ジを開くと、声が、ことばが生ま
れる、その瞬間に立ちあえます。

AB判・64ページ
1986年刊・978-4-8118-0801-7

あたしのあ あなたのア 
ことばがうまれるまで
実践記録：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 

ことばが育ちにくい子どもたちと
のことばあそびで、子どもの内面
世界は大きく変化し、ことばへの
意欲が生まれる。言語指導におけ
ることばあそびの役割と意味を解
説し、イラスト入りで例示●別売
VHSビデオあり。全6巻66000円

AB判・208ページ・3500円＋税
1986年刊・978-4-8118-0800-0

ビデオはせみつこの
あいうえあそび ①～③
波瀬満子 出演 ／谷川俊太郎 詩 

①─あいうえお体操
伝説の体操をはせさんと一緒に!
②─あたしのあ　あなたのア
谷川俊太郎さんの詩を遊ぼう!
③─ことばとあそぼう
さかさことばに早口ことば、小さ
なお話…、ことば寄席にようこそ

各巻・約30分・3800円＋税
VHS 、1997年刊・978-4-8118-0808-6

動きが脳を変える
活力と変化を生みだすニューロ・ムーブメント
アナット・バニエル 著／瀬戸典子・伊藤夏子 訳

日常的な心身のトラブルや痛みを
改善し、活力へとつなげるレッス
ン。基本的な身体の動きとそこへ
の意識の向け方で、いくつになっ
ても新しい神経回路はつくられる。
指揮者・演奏家・スポーツトレー
ナーも実践するレッスンを紹介。

A5判・208ページ・1800円＋税
2018年刊・978-4-8118-0831-4

限界を超える子どもたち
脳・身体・障害への新たなアプローチ
アナット・バニエル 著／伊藤夏子・瀬戸典子 訳

発達障害、脳性まひ、診断のつか
ない発達の遅れ……。スペシャル
ニーズの子どもへのまったく新し
いアプローチ。フェルデンクライ
スの流れをくむ著者が、脳科学に
裏打ちされたメソッド「9つの大
事なこと」を公開します。

四六判・256ページ・2200円＋税
2018年刊・978-4-8118-0830-7

ワークショップ　 
人と人とのあいだ
松井洋子 著 

人間関係のなかで受けた心身の傷
は、いちど癒されなければ、歪み
となって沈殿し、ありのままの自
分を生きることができない。その
ありようを、からだのワーク
ショップをつうじてとらえなおし、
変えていくこころみ。

四六判・216ページ・2400円＋税
1991年刊・978-4-8118-0446-0

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
1990年刊・978-4-8118-0095-0

電書あり 電書のみ

電書あり

電書あり オンデマンド版

電書あり
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共生・自立・ケア

だれもが当事者として

ヒロのちつじょ
佐藤美紗代 絵と文 

彼には、変わった癖やこだわりが
ある。そこには彼の世界がつまっ
ている。その無数のこだわりのな
かに、ヒロの「秩序」があるのだ。
ダウン症の兄の日常を、大学生の
妹が絶妙な距離感でほんわかと描
きだす。解説＝最首悟。

B5変型判・96ページ・1400円＋税
2017年刊・978-4-8118-0822-2

死に逝くひとへの化粧
エンゼルメイク誕生物語
小林照子 著 

家族が亡くなったとき。まだ温も
りの残る顔に手を触れて、元気
だったころの面影を蘇らせる。

「死化粧」は、一度きりの看取りの
時間を、そして遺された者の心を
豊かにする。エンゼルメイク創設
の著者が語る数々のドラマと実践。

四六判・224ページ・1600円＋税
2013年刊・978-4-8118-0758-4

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。

四六判・232ページ・2000円＋税
2003年刊・978-4-8118-0669-3

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
1999年刊・978-4-8118-0654-9

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・2400円＋税
1993年刊・978-4-8118-0490-3

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
2009年刊・978-4-8118-0734-8

電書あり

電書ありオンデマンド版

電書あり

電書あり
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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」へと広がる住
民相互の支えあいを創った女たち。

四六判・288ページ・1900円＋税
2004年刊・978-4-8118-0715-7

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
1992年刊・978-4-8118-0530-6

ピープル・ウィズ・エイズ
［ルポ］これまでのアメリカ、これからの日本
宮田一雄 著 

“エイズの時代”に生きる私たち
に、何ができ、何が必要か。エイ
ズと闘い、エイズとともに生きは
じめたアメリカの人びとの10年
にわたる体験と、日本の感染者・
患者と彼らをとりまくボランティ
アの人びとの活動の現状をルポ。

四六判・264ページ・2200円＋税
1992年刊・978-4-8118-0469-9

魔法の手の子どもたち
「先天異常」を生きる
野辺明子 著 

絵本「さっちゃんのまほうのて」
の著者が、その後の魔法の手の子
どもたちの姿を描く。親たちや家
族に何が起こり、子どもたちはど
のように成長していったか。その
障害に対する視座は、障害を越え、
子育てに勇気を生みだす。

四六判・256ページ・2200円＋税
1993年刊・978-4-8118-0470-5

ヒューマンドキュメントシリーズ

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
1986年刊・978-4-8118-0055-4

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
1999年刊・978-4-8118-0653-2

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・2000円＋税
1988年刊・978-4-8118-0468-2

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
2011年刊・978-4-8118-0747-8

オンデマンド版

電書あり

電書あり

電書あり

電書あり

電書あり

オンデマンド版

電書あり

オンデマンド版

電書あり
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まち・暮らし・
ライフステージ

生きる足場を築く

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 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
2002年刊・978-4-8118-0668-6

「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
2003年刊・978-4-8118-0712-6

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
1999年刊・978-4-8118-0650-1

【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変型判・152ページ・1600円＋税

2006年刊・978-4-8118-0718-8

シリーズしごとの発見

歩く速度で暮らす
あしたのための生活ガイド
槌田劭 著 

お金と物におおわれたハイ・スピー
ドの生活から、人間並みのゆった
りとした、たのしい知恵のある毎
日へ─。“バランス”というキー
ワードをもとに、衣食住から親子
の断絶、有機農業、人類史の哲学
までを縦横無尽にえがきだす。

A5判・192ページ・2000円＋税
1985年刊・978-4-8118-0466-8

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
芦㟢治 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、
莫大な税金を使う成人式。お金や者の浪
費がなぜやまない?　シンプルに暮らし
たい―女性たちの気づきから足で書
くライターが調べて集めた15のムダ。

四六判・200ページ・1800円＋税
2000年刊・978-4-8118-0657-0

電書あり

電書あり

電書あり

電書あり

オンデマンド版

電書あり
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「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
2000年刊・978-4-8118-0658-7

シリーズしごとの発見

お母さんが会社をつくった!
新鮮で安全な海の幸、届けます
白根節子 著 

働く主婦がふえた。でも、現状は
ひどい。働く女性のそんな現状を
みごとに乗りこえたお母さんたち
がいる。市場まで出かけ、魚を選
び、仕入れ、自分たちで配送する。
食の荒廃を直視し、一歩すすみだ
した女性たちの仕事ぶり。

A5判・208ページ・2400円＋税
1985年刊・978-4-8118-0432-3

ことばを求めて

対話
生きる足場をどこに築くか
鶴見俊輔 著 

経済戦争に勝利した日本。戦争勝
利は膨大なツケをまわした。この
狭い日本に住む私たちは、未来を
設計できるのか。田辺聖子、椎名
誠、谷川俊太郎ら、暮らしを楽し
む法を身につけている人びととの
対話のなかで、可能性を探る。

B6判・248ページ・2200円＋税
1984年刊・978-4-8118-0427-9

ことばを求めて

随想
暮らしの流儀をつくる
鶴見俊輔 著 

明治以降百年の、とくに高度経済
成長以後の教育、学問、考え方の

「流儀」をもう一度とらえかえす。
大学教授をやめ、〝見習い主夫〟
として暮らした十数年の体験から、
ひとつのことばを糸口に、異なる
やり方・考え方・生き方を求める。

B6判・240ページ・2200円＋税
1984年刊・978-4-8118-0426-2

子ども期と老年期
平井信義 著 

老年期にも発達がある。子ども期
にいたずら・反抗・けんか・おど
け・ふざけの多かった子は自発性
が発達し、意欲が育ち、死ぬまで
生き生きとした生活をおくる。

〝老〟のなかに〝幼の心〟があり、
〝幼〟のなかに〝老の心〟がある。

四六判・208ページ・2000円＋税
1988年刊・978-4-8118-0441-5

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
の旅にあなたを誘う。

四六判・224ページ・2000円＋税
1992年刊・978-4-8118-0456-9

病室 教室への伝言
徳永進 著 

生の日常に破綻あり、輝きあり、
死がある。朝日新聞評……著者は
鳥取赤十字病院の内科医。病室の
なかの人々の姿を描き、死が照ら
す生の輝き、その尊さを淡々と語り
かける。この本から大きな励ましと
感動を受けとる人は少なくあるまい。

四六判・216ページ・2000円＋税
1989年刊・978-4-8118-0444-6

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つど
い、仕事・結婚・子育て……を考
えあうと、育児や料理のなかに科
学とおなじ知の輝きが見えてきた。
身近な場所から問いをたて、行動
をおこし、暮らしをふくらませた
今様井戸端会議「かたる会」の軌跡。

四六判・192ページ・1800円＋税
1988年刊・978-4-8118-0440-8

電書あり

オンデマンド版

電書あり

オンデマンド版

電書あり

オンデマンド版

電書あり

オンデマンド版

電書あり

オンデマンド版

電書あり

オンデマンド版

電書あり
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万葉歌とめぐる

野歩き植物ガイド［夏～初秋］
山田隆彦・山津京子 著 

シリーズ第2弾。色鮮やかな花、
水辺の植物など、季節感あふれる
ラインナップを収録。高原や湿原、
湖など、夏ならではの野歩きス
ポットを紹介します。歴史を感じ
る万葉植物園の案内コーナーも新
設。ハイキングのおともに。

新書判・192ページ・1800円＋税
2013年刊・978-4-8118-0762-1

平林さん、自然を観る
平林浩 著 
　

「左手にサイエンス、右手にロマンの
人だ」（柳生博さん評）。子どもたちに
科学を教えつづけている著者が、その
知見を携えて自然のなかを歩き、探し、
出会い、そして観る。信州の野山で、
日々の東京でみつけた、見えているの
に見えない自然を活写する観察記。

四六判・192ページ・1700円＋税
2016年刊・978-4-8118-0791-1

万葉歌とめぐる

野歩き植物ガイド［春～初夏］
山田隆彦・山津京子 著 

万葉歌に詠まれた植物を、秀歌と
ともに紹介するガイドブック。カ
ラー写真満載の図鑑ページに加え、
植物観察入門講座、全国の野歩き
スポット案内、植物コラムも充実。
お花見や爽やかな季節のお出かけ
におススメの一冊です!

新書判・192ページ・1800円＋税
2013年刊・978-4-8118-0761-4

万葉歌とめぐる

野歩き植物ガイド［秋～冬］
山田隆彦・山津京子 著 

紅葉や果実が見頃を迎える植物を
広く収録。紅葉・黄葉、木の実、
冬芽、葉痕、樹皮といった季節の
見どころが楽しめます。『万葉
集』最多登場のハギの名所や由緒
ある万葉歌碑の紹介など、お出か
けに役立つ情報ページも充実。

新書判・192ページ・1800円＋税
2013年刊・978-4-8118-0763-8

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
1987年刊・978-4-8118-0063-9

日本のスミレ探訪72選
山田隆彦 著 ／内城葉子 植物画 

どこで会えるのか。いつ訪ねれば、
咲いているのか。北は知床から南
は西表島まで。半世紀をかけて探
しあてた167種から忘れえぬ花た
ちを厳選し、出会いのエピソード
とともに紹介する。美麗なボタニ
カルアート72点を収録。

四六判・240ページ・2400円＋税
2019年刊・978-4-8118-0838-3

電書あり
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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

2002年刊・978-4-8118-0667-9

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。
四六変型判・128ページ・1350円＋税

2010年刊・978-4-8118-0738-6

［文字場面集］一字一絵
絵で読む漢字の世界
金子都美絵 著 

漢字は、三千年の記憶をその形に
とどめている―。美しい彩りで、
文字になる一歩手前の姿を表現し
た「文字場面」と、文字のはじま
りの物語。白川静文字学をもとに
描く、大人のための漢字絵草紙。
文字が古代を語りだす。

四六判・136ページ・1700円＋税
2017年刊・978-4-8118-0826-0

大人のための恋歌の授業
〝君〟への想いを詩歌にのせて
近藤真 著 

和泉式部、寺山修司、河野裕子、
ハイネ……。恋詠みの名手たちに、
愛の表現を学ぶ。珠玉の俳句・短
歌・詩、作家の恋文を紹介。21
の創作課題をとおして、言葉を探
しあてる喜びを味わう。「あの記
憶」「この想い」も言葉にできる。

四六判・256ページ・1600円＋税
2012年刊・978-4-8118-0755-3

かっぱ、かっぱらったか?
ことばをあるく9000日
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
1996年刊・978-4-8118-0806-2

ことばのエアロビクス　1

ことばじゃ ことばじゃ ことばじゃ
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
1992年刊・978-4-8118-0804-8

アラマ、あいうえお!
ことばをあるく9000日
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
1996年刊・978-4-8118-0807-9

ことばのエアロビクス　2

ことば まるかじり ききかじり
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
1992年刊・978-4-8118-0805-5

電書あり電書あり

電書あり

電書あり

電書あり

電書あり
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DVD&ブック　

愛蔵版　花のレクイエム　
辻邦生 著 ／荒井良雄 朗読 ／常田高志 映像制作 

連作短編の名手でもあった著者が
晩年に紡いだ、花と死にまつわる
12の物語を円熟の朗読とともに
復刊。名曲喫茶ヴィオロン秘蔵の
SP盤が余韻を彩ります。朗読の
力を語ったエッセイ「生命の劇場
としての〈声〉」を単行本初収録。

函入・［本］四六変型判96ページ＋［DVD］109分・3600円＋税
2014年刊・978-4-8118-4061-1

卓上の生涯　チェ・ゲバラ　
チャンキー松本＋いぬんこ 絵 ／伊高浩昭 監修 

デフォルメ炸裂の16の名場面を
〝見て〟、人物伝を〝読み〟つつた
どり、全場面を〝つなぎ〟あわせ
ると、70cm四方の一枚絵が完成！��
伝説のゲリラ戦士の生涯を、人気
の絵本作家ユニットが独自の世界
観でよみがえらせる。

カード（17.4cm×17.4cm）16枚・1500円＋税
2017年刊・978-4-8118-0823-9

古典との再会
文学・学問・科学
遠山啓 著 

ドストエフスキー、チェーホフ、
バルザック、ゲーテ、ブレークか
らニュートンまで、文学と科学に
またがる世界を開示し、文学・学
問の真髄を語る。2017年復刊。

四六判・272ページ・2500円＋税
1980年刊・978-4-8118-0489-7

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
1985年刊・978-4-8118-0050-9

個声をいかす歌のレッスン
音程・リズム・声・ことば
飯村孝夫 著 ／レッスンCDつき

歌うたのしみ、いまからでも間に
あいます!　どんな人でも声が出
る、音がとれる、リズムにのれる
練習法を伝授。鼻歌からスタート
して、一曲歌いきるところまで。
レッスンCDでご一緒に、ポップ
ス、シャンソン、歌曲にも挑戦。

A5判・112ページ・1800円＋税
2018年刊・978-4-8118-0829-1

ことばが届く歌い手になる
「日本語を歌う」ための発声法と歌唱法
飯村孝夫 著 

そこそこ歌えているのに、心に響か
ないのはなぜ?「身体の使い方」「息
と声の支え方」「拍とリズムのつか
み方」「日本語を歌うコツ」を知れば、
ガラリと変わります。一生役立つ
とっておきのレッスンをプロが公開。
ソロでも、グループでも、合唱でも。

A5判・128ページ・1500円＋税
2015年刊・978-4-8118-0783-6

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
1994年刊・978-4-8118-0648-8

電書あり

オンデマンド版

電書あり

電書あり電書あり
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教育実践Ⅰ
2000年～

いまこそ授業名人から学ぶ
「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
2011年刊・978-4-8118-0743-0

「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
2011年刊・978-4-8118-0744-7

「ひと」BOOKS

子どもが解決! クラスのもめごと
平墳雅弘 著 

となりの子に無視される、あの子が
学校に来ない、先生が怖い、授業が
つまらない……。同級生の悩みに中
学生たちが奮闘!　問題の発見から、
調査、話し合いの開催、解決策の実
現まで、問題解決のすべてに子ども
が参加するしくみを提案。

A5判・144ページ・1800円＋税
2014年刊・978-4-8118-0767-6

「ひと」BOOKS

授業 虹の科学
光の原理から人工虹のつくり方まで
西條敏美 著 

各時代の科学者にとって、最先端
のテーマとなってきた虹。そのし
くみを解き明かし、先人たちが感
じた発見の驚き・喜び・興奮を共
有する。作図や実験による基本的
な原理の理解から、現代数学を使っ
た理解へと、段階ごとに丁寧に解説。

A5判・160ページ・1800円＋税
2015年刊・978-4-8118-0779-9

「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
2011年刊・978-4-8118-0746-1

「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・160ページ・1800円＋税
2011年刊・978-4-8118-0749-2

電書あり 電書あり

電書あり

電書あり
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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
2010年刊・978-4-8118-0740-9

本当の学校事務の話をしよう
ひろがる職分とこれからの公教育
栁澤靖明 著 

教材選定のしくみづくりで教員をサ
ポート、就学援助制度を「事務室だ
より」で周知、リクエスト箱設置で
子どもの「ほしい」に応える。積極
的な取り組みで学校事務の可能性を
広げる著者が、これからの公教育に
おける事務職員のカタチを描き出す。�

四六判・256ページ・2000円＋税
2016年刊・978-4-8118-0794-2

僕が家庭科教師になったわけ
つまるところの「生きる力」
小平陽一 著 

高校家庭科が男女共修になった年、
僕は女子大に通い、免許を取得し
て教壇に立った。化学教師からの
転身だった。軽妙な筆致で綴る

「科学と暮らし」「ジェンダー」
「生きるための家庭科」。それぞれ
のライフデザインのために。

四六判・192ページ・1600円＋税
2016年刊・978-4-8118-0788-1

教師のためのパワポ活用術
教材づくりもグループ学習も体験学習も
稲葉通太 著 

もっとビジュアルに、アクティブ
な学びに。Microsoft認定エデュ
ケーターの著者が、パワポだから
できる、クリエイティブな授業の
つくり方を提案。�ワクワクする50
以上の教材&授業づくりのアイデ
ア�が満載。
B5変型判・192ページ・1800円＋税

2016年刊・978-4-8118-0790-4

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
2000年刊・978-4-8118-0655-6

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
2010年刊・978-4-8118-0741-6

できる! つかえる!  
ことば遊びセレクション
向井吉人 著 

しりとり、回文、かぞえうた。だ
じゃれやことわざ、漢字のなぞな
ぞ。古くて新しい表現活動「こと
ば遊び」の教育実践を長年続けて
きた第一人者が、現場でつちかっ
た60の技法と極意を子どもたち
の作品とともに紹介。

B5判・112ページ・1600円＋税
2016年刊・978-4-8118-0796-6

福井発 オモシロ漢字教室
作って遊べる、ずっと学べる�パズルとゲーム
今村公一 著 

古代文字なりたちクイズ、小学校
の学習漢字を楽しく学べるゲーム、
紙コップ漢字ルーレット……。教
育県・福井の漢字講座とワーク
ショップから、子どもにも大人に
も大人気の漢字教材を厳選しまし
た。白川文字学コラムも充実。

A5判・128ページ・1600円＋税
2013年刊・978-4-8118-0764-5

電書あり

電書あり

電書あり

電書あり
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教育実践Ⅱ
70’s～90’s（刊行順）

驚くべき教師と子どもの可能性

しのぶちゃん日記
目が見えなくても、みんなといっしょ
平林浩 著 

障害をのりこえて学んでいくしの
ぶちゃんを囲んで、クラスの子ど
もたちもまた、ゆたかに育つ。彼
ら38名の2年間にわたる、授業を
中心とした記録。

四六判・272ページ・2200円＋税
1981年刊・978-4-8118-0420-0

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
1984年刊・978-4-8118-0034-9

子どもに向かって歩く
優等生教師からの脱皮をめざして
山本正次 著 

おのれに巣くう優等生根性とたた
かい、子どもの側に立つ教師をめ
ざして自己脱皮していく戦前派教
師、40年の軌跡。いかに生きる
べきかを問う半生記。

四六判・256ページ・2600円＋税
1977年刊・978-4-8118-0493-4

われらガリ版先生
続・われら生涯ヒラ教員
伊東嚴 編著 

一日も欠かさず子どもたちの家庭
に届けられる学級通信をとおして
父母との輪を大きく創りあげてい
く。学級づくり、授業づくりのな
かで、学級通信がどのような威力
を発揮するか。

四六判・328ページ・2500円＋税
1981年刊・978-4-8118-0465-1

われら生涯ヒラ教員
西沢紀生 編著 

静岡市に〝教育正常化〟の嵐がふき
あれて、そこに何が起こったか。子
どもに打ちこみ、父母と手を結び、
生涯ヒラ教員を宣言する人たちのに
がい内部告発と、めざましい実践の
記録。むのたけじ氏評……のこの記
録は、現代を生きるわれわれの道標だ。

四六判・304ページ・2500円＋税
1979年刊・978-4-8118-0417-0

無着成恭の詩の授業
無着成恭 著 

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。『山びこ学校』『続・山びこ学
校』に続く、第三の授業実践記録。
B6変型判・376ページ・2200円＋税

1982年刊・978-4-8118-0462-0

オンデマンド版

電書あり

オンデマンド版

電書あり

オンデマンド版

電書あり

オンデマンド版

電書あり

オンデマンド版

電書あり
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自由の森学園　その出発
遠藤豊 著 

点数評価による強制や管理をとり
はらったときにわきあがる学ぶこ
とへの渇望に、学校はどのように
答えることができるのか。自由の
森学園に学ぶ若者と教師と父母たち
が苦しみ悩み、喜びたたかいながら
新しい学校は創りだされていく。

四六判・272ページ・2600円＋税
1986年刊・978-4-8118-0433-0

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
1986年刊・978-4-8118-0062-2

登校拒否　学校に行かないで
生きる
渡辺位 編著 

学校呪縛に悩み、苦しみ、苦悶のす
え、学校へのこだわりを捨てること
で自分の生きる道を発見し、蘇る子
どもたち、親たち。その姿は教育と
は何か、生きるとは何かを新しい視
点から問う。朝日新聞評……治療の
必要なのは学校の現状のほうだ。

四六判・272ページ
1983年刊・978-4-8118-0031-8

いのちに触れる
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
1985年刊・978-4-8118-0409-5

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
1985年刊・978-4-8118-0052-3

ものづくりとヒロシマの授業
八王子養護学校の実践
小島靖子・小福田史男 著 

地域の人や職人に学び、子どもの好
奇心をひきだす〝ものづくり〟の授
業、被爆を学ぶなかで、積極的に生
きることを自己発見するヒロシマの
授業。従来の〝教える〟授業を超え
て、ともに〝学びあう〟授業を創り
だした。その実践の集大成。

四六判・272ページ・2200円＋税
1985年刊・978-4-8118-0430-9

ことば遊び、五十の授業
子どものことばは遊びがいのち
鈴木清隆 著 

こ、どもの心は／と、んでいる／
ば、っちり／あ、そべば　教室／
そ、うぜん／び、っくりぎょうて
ん　うちょうてん／だ、れでも／
い、ちどで／す、きになる／き、
らいな勉強も　遊びに衣がえ!　
とにもかくにも遊んでくだされ!

四六判・280ページ・2200円＋税
1984年刊・978-4-8118-0428-6

ひらがなあそびの授業
歌いながら、おどりながら
伊東信夫 著 

ひらがなのたのしい授業が始まるよ
　魔法の箱や変身カッパ、UFOてん
てん号など、ゆかいなおもちゃが登
場して、たのしい授業がくりひろげ
られます。清音・濁音・拗音・長音
などの文字が、歌い、おどり、遊び
ながらしぜんに身につけられます。

四六判・280ページ・2200円＋税
1985年刊・978-4-8118-0429-3

電書あり オンデマンド版

電書あり

電書のみ

オンデマンド版

電書あり

電書あり

オンデマンド版

電書あり

オンデマンド版

電書あり

オンデマンド版

電書あり
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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
1993年刊・978-4-8118-0105-6

ヒューマンドキュメントシリーズ

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
1986年刊・978-4-8118-0056-1

子ども支援塾のすすめ
八杉晴実 著 

そこは、地域の父母・子どもたちの
〝たまり場〟であり、心やすらげる〝学
びの場〟でもある。そこでは、新しい
生きがいを求める大人たちが、いま悩
んだり傷ついたりしている子どもたち
を支援している。子ども支援塾づくり
のノウハウと日々のドラマが描かれる。

四六判・260ページ・2200円＋税
1986年刊・978-4-8118-0436-1

悩んだとき、どうする?
Q&A　授業・子ども・学力
森毅 編 

教育・授業という仕事について、
悩み、迷っている先生の気軽な相
談相手として、実践の具体例をあ
げながら、解決する糸口を示す。
参考文献や『ひと』誌が1973年～
86年の14年間に積みあげてきた授
業や実践の記録のガイドも収録。

四六判・236ページ・1400円＋税
1987年刊・978-4-8118-0066-0

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
1990年刊・978-4-8118-0099-8

私たちは、なぜ子どもを 
殴っていたのか。
麻生信子 著 

なぜ教師は教育の手段として体罰
を手放せないのか。なお体罰を容
認する風潮が強いのはなぜか。著
者は体罰を捨てきれずにいる自分を
批判しつつ、体罰を生む土壌を教師
の側から率直に報告し、体罰に拠ら
ない教育づくりへとすすみでる。

四六判・200ページ・2000円＋税
1988年刊・978-4-8118-0442-2

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
1991年刊・978-4-8118-0103-2

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
1987年刊・978-4-8118-0064-6

電書あり

電書あり オンデマンド版

電書あり

電書あり

電書ありオンデマンド版

電書あり

電書あり

電書あり



29

教
育
実
践
Ⅱ
◉

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・山﨑隆夫 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
1998年刊・978-4-8118-0642-6

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
1998年刊・978-4-8118-0646-4

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
1998年刊・978-4-8118-0647-1

みんなが孫悟空
子どもたちの“死と再生”の物語
鳥山敏子 著 

ふつうの子どもたちがからだに閉
じこめた深い闇。劇『孫悟空』製
作上演の過程で浮かびあがる、子
どもたちの孤独、苦悩、歪み、哀し
さ……。私たちはその闇をどう受け
とめ、解決できるのか。子どもたち
は劇づくりのなかで再生へ向かう。

四六判・224ページ
1994年刊・978-4-8118-0624-2

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
1996年刊・978-4-8118-0639-6

Taroブック・Jiroブック

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
1995年刊・978-4-8118-0453-8

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
ちのからだに働きかけ、教室とい
う空間をからだと言葉が触れ合い、
人との関係性をとりもどす場に変
える、保健体育のユニークな実践。
即興ジャズ演奏、手づくりお面で
の仮面劇、イメージのレッスンなど。

四六判・200ページ・2000円＋税
1997年刊・978-4-8118-0640-2

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
1993年刊・978-4-8118-0104-9

電書あり電書あり
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教育

いつでも原点にたち返るために

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
2010年刊・978-4-8118-0736-2

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
2001年刊・978-4-8118-0663-1

グラムシとフレイレ
対抗ヘゲモニー文化の形成と成人教育
ピーター・メイヨー 著 ／里見実 訳 

世界各地の社会運動のなかで、
もっとも熱く語り交わされている
二人の思想家の行為と言説を横断
的に分析し、かつ批判的に相対化し
つつ、グローバル資本主義の下で社
会の変革を追求する成人教育の今日
的な課題と可能性に光をあてる。

四六判・352ページ・4500円＋税
2014年刊・978-4-8118-0766-9

言語の自然な学び方
学校教育の轍の外で
セレスタン・フレネ 著 ／里見実 訳 

人間は立つこと、歩くこと、しゃ
べることを身につけていくのと同
じ道筋をたどって、読み書きを学
ぶことができる。すなわち実験的
模索によってそれを学ぶのだ。学
校文化へのラディカルな問いに満
ちたフレネ最後の主著、待望の邦訳。
A5変型判・288ページ・3500円＋税

2015年刊・978-4-8118-0787-4

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、確かな実績をあげ
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
2009年刊・978-4-8118-0727-0

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
2009年刊・978-4-8118-0733-1

電書あり
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「ゆとり」批判はどうつくられたのか
世代論を解きほぐす
佐藤博志・岡本智周 著 

学力低下論に端を発する「ゆとり
世代」批判は、根拠ある正しい認
識なのか。社会学と教育学の観点
から「ゆとり」言説と教育施策の
コンセプトを読み解き、多くの誤
謬を明らかにする。若者たちによ
る座談、著者による対談も収録。

四六判・192ページ・1700円＋税
2014年刊・978-4-8118-0778-2

まず教育論から変えよう
5つの論争にみる、教育語りの落とし穴
児美川孝一郎 著 

だれもが評論家のように教育を語る
社会で、学校はどのように変容して
きたのか。道徳教育、キャリア教育
など現在進行形の5つの論争を整理し、
これまでの「大人のための教育語り」
から、「子どものための教育論」に転
換するための方法を提示する。

四六判・272ページ・2000円＋税
2015年刊・978-4-8118-0781-2

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
1994年刊・978-4-8118-0630-3

保護者はなぜ「いじめ」から 
遠ざけられるのか
平墳雅弘 著 

学校のいじめ調査・対策とは何か。
なぜ紋切り型の記者会見がくり返
され、保護者が知りたいことは霧
の中に残されるのか―。世間と
乖離する学校事情を明らかにし、
これからのいじめ対策に必要な手
立てを提示する。

四六判・184ページ・1400円＋税
2017年刊・978-4-8118-0821-5

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
1995年刊・978-4-8118-0637-2

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
2001年刊・978-4-8118-0664-8

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
2005年刊・978-4-8118-0716-4

隠れ教育費
公立小中学校でかかるお金を徹底検証
栁澤靖明・福嶋尚子 著 

義務教育って無償じゃなかった
の?　膨大にかかる入学準備費、
教科書よりずっと多い補助教材、
家計直撃の修学旅行。小・中の９
年間にわたり、教育課程に必須の
モノやコトまで保護者負担に頼る、
驚くべき実態を明らかにする。

四六判・256ページ・1800円＋税
2019年刊・978-4-8118-0837-6

電書あり

電書あり 電書あり

電書あり
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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
1999年刊・978-4-8118-0651-8

学ぶ、向きあう、生きる
大学での「学

ア ン ラ ー ン

びほぐし」─精神の地動説のほうへ
楠原彰 著 

「隣人」や「世界」と向きあって
生きるとは?―大学に多くの現場
をつくりだし、学びを解きほぐし
てきた著者の実践と論考。学生た
ちはアジアを歩き、東北の森に出
かけ、マイノリティをはじめとす
る様々な他者と教室で出会う。

四六判・256ページ・2000円＋税
2013年刊・978-4-8118-0760-7

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
1998年刊・978-4-8118-0645-7

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”から始まって、“学校を内側か
ら再生するため”の提案、子ども・
若者たちの“自分探しの旅”をへて、
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
1995年刊・978-4-8118-0411-8

日本の学校のゆくえ
偏差値教育はどうなる
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
1993年刊・978-4-8118-0561-0

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・2200円＋税
1997年刊・978-4-8118-0491-0

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
2002年刊・978-4-8118-0665-5

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
1999年刊・978-4-8118-0649-5

電書あり

電書あり

電書あり

オンデマンド版

電書あり

オンデマンド版

電書あり

電書あり
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子は天からの授かりもの
大田堯 著 

子どもが人間らしく育たない、とい
われる危機的な事態に、人間とはな
にか、なぜひとは学ぶのか、学校と
はなにかをとらえなおし、私たち親
や教師が、なにをしなければならな
いかを語りかける。子育て・教育を
めぐる人垣が新しい時代をひらく。

四六判・204ページ・2000円＋税
1986年刊・978-4-8118-0434-7

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
1981年刊・978-4-8118-0020-2

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

1989年刊・978-4-8118-0703-4

グッバイ、管理主義
佐保利流学校心得
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

1984年刊・978-4-8118-0041-7

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・232ページ・1553円＋税

1982年刊・978-4-8118-0025-7

人それぞれに花あり
無着成恭の対談集

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

1984年刊・978-4-8118-0701-0

倶会一処（くえいっしょ）
無着成恭の掌話集
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

1987年刊・978-4-8118-0702-7

星条旗と日の丸
アメリカの体験から日本の教育を考える
永家光子 著 

アメリカの公立学校に小・中・高
校、3人のわが子を通わせた体験
をもとに、日本の教育の姿を浮か
びあがらせる。いじめ、管理主義
など11のテーマについて、よさ
も悪さも含め、その違いをくらべ、
日本の教育を改める方途をさぐる。

四六判・224ページ・2000円＋税
1987年刊・978-4-8118-0438-5

オンデマンド版

電書あり

電書あり

電書あり

電書あり

電書あり

電書あり

オンデマンド版

電書あり
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授業がすべて
授業を変えれば子どもがよみがえる
遠藤豊 編 

序列・選別・管理の教育状況のな
かで、子どもが躍動してやまない、
ゆたかで創造的な授業をつくり出
すために、それぞれの実践者が、
みずからの授業づくりの基点を提
出した。この地点に立てば、子ど
もと心をかよわす仕事ができる。

四六判・304ページ・2500円＋税
1983年刊・978-4-8118-0425-5

いま授業を変えなければ 
子どもは救われない
林竹二・遠藤豊 著 

点数で序列づけられ、自分を見限
るところに追いつめられている子
どもたちが心を開くような授業は
どうしたら可能か。教師本位から
子ども中心の授業へ、教える側の
発想の転換が授業を変える。

四六判・324ページ・2500円＋税
1981年刊・978-4-8118-0422-4

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
1999年刊・978-4-8118-0652-5

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
1994年刊・978-4-8118-0628-0

危ない公文式早期教育
保坂展人 著 

子どもの人生を「善意」で歪めな
いために─。小学生が方程式を解
けると大宣伝している公文。その

“優秀児”の10年後の追跡調査、
教室の指導者たちの証言。幼児か
らのインプット漬けで、子どもは
ほんとうに賢くなるのか?

四六判・208ページ・2000円＋税
1994年刊・978-4-8118-0459-0

「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
2007年刊・978-4-8118-4030-7

創られながら創ること
身体のドラマトゥルギー
鳥山敏子・真木悠介 著 

「人間はどうしたら変わることがで
きるか」という問いに、〈からだ〉
を通して答えを探しだそうとする
対話集。自分のからだが変わるこ
とで、確実に子どもとの関係が変
わっていく。授業を生みだす教師
の〈からだ〉をどうつくりだすか。

四六判・176ページ
1993年刊・978-4-8118-0621-1

オンデマンド版

電書あり

オンデマンド版

電書あり

電書あり

オンデマンド版

電書あり

電書あり

電書のみ
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◉出会いなおしてみませんか？

自然科学・数学

ワンダー・ラボラトリ 全4巻セット
コンプリートボックス
結城千代子・田中幸 著 ／西岡千晶 絵 

ワンダー・ラボラトリ

空気は踊る
結城千代子・田中幸 著 ／西岡千晶 絵 

古来、人間は風の神秘さに惹かれ、
その力を利用してきた。風はどのよ
うに生まれ、どこから吹いてくるの
か。風が起こるメカニズムとその利
用方法をたずね、空気が動くときに
現れる真空の謎を解き明かす。変幻
自在、世界を旅する空気の話。
四六変型判・96ページ・1500円＋税

2014年刊・978-4-8118-0775-1

ワンダー・ラボラトリ

粒でできた世界
結城千代子・田中幸 著 ／西岡千晶 絵 　

ストローでジュースを飲めるのは、
無数の粒の働きのおかげ!?　肉眼
では見えないけれど、あらゆるも
のをつくる粒、原子。その世界を2
枚のスケッチを手がかりに探究し、
ジュースを押し上げる力の正体に
迫る。原子と大気圧をめぐる物語。
四六変型判・112ページ・1500円＋税

2014年刊・978-4-8118-0774-4

ワンダー・ラボラトリ

摩擦のしわざ
田中幸・結城千代子 著 ／西岡千晶 絵 

マッチで火がつくのも、バイオリ
ンが鳴るのも、人が歩けるのも、
すべて摩擦のしわざ。日常のあら
ゆる場面に顔を出す現象に、多く
の人々が魅せられてきた。その解
明は科学の歴史。あると困る、な
くても困る、謎めく力の探究譚。
四六変型判・112ページ・1500円＋税

2015年刊・978-4-8118-0776-8

ワンダー・ラボラトリ

泡のざわめき
田中幸・結城千代子 著 ／西岡千晶 絵 

フワフワとおいしく、シュワシュ
ワと美しく、ふかふかと心地よく。
五感をくすぐる、泡。なぜできる
のか?　どうやってできるのか?　
そもそも何なのか?　外から中か
ら境目から、その正体とメカニズ
ムをつかまえる。
四六変型判・96ページ・1500円＋税

2015年刊・978-4-8118-0777-5

全4巻セット

理科が苦手な人からも好評の「ワンダー・
ラボラトリ」シリーズの函入り全巻セット。
各巻に登場する科学者と発見を一覧できる、
特製イラスト科学史年表つき。読んでも、
飾っても、プレゼントにも最適です。

四六変型判・6000円＋税
2015年刊・978-4-8118-3110-7

科学は専門家だけの
ものじゃない。
おしゃれに科学を楽しもう!
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数学という文化
佐保利流数学文化論
森毅 著 

いまや数学は現代につきささってい
る。コンピュータをはじめ、社会の
数学化は著しい。数学だって、その
時代の文化と離れては存在しない。
演劇や音楽とおなじレベルで、それ
ぞれの時代の文脈のなかで、数学を
文化の時代性においてとらえる。
B6変型判・224ページ・2000円＋税

1988年刊・978-4-8118-0443-9

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
1985年刊・978-4-8118-0050-9

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
1990年刊・978-4-8118-0473-6

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
1990年刊・978-4-8118-0475-0

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
1990年刊・978-4-8118-0474-3

オンデマンド版

電書あり
電書あり

オンデマンド版

電書あり

オンデマンド版

電書あり

オンデマンド版

電書あり
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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
978-4-8118-0975-5

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
978-4-8118-0973-1

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
978-4-8118-0974-8

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
978-4-8118-0971-7

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
978-4-8118-0972-4

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 電書あり
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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
978-4-8118-0988-5

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
978-4-8118-0989-2

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
978-4-8118-0959-5

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
978-4-8118-0987-8

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
978-4-8118-0984-7

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
978-4-8118-0985-4

6　量とはなにかⅡ オンデマンド版

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
978-4-8118-0970-0

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
978-4-8118-0983-0

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
978-4-8118-0980-9

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

978-4-8118-0964-9

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
978-4-8118-0978-6

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

978-4-8118-0963-2

0　数学教育への招待 オンデマンド版

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
978-4-8118-0958-8

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
978-4-8118-0977-9

遠山啓著作集・数学教育論シリーズ　全14巻 電書あり

オンデマンド版
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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
978-4-8118-0998-4

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

978-4-8118-0999-1

6　数学と文化 オンデマンド版

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
978-4-8118-0960-1

7　数学のたのしさ オンデマンド版

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
978-4-8118-0969-4

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
978-4-8118-0967-0

5　数学つれづれ草 オンデマンド版

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
978-4-8118-0968-7

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
978-4-8118-0962-5

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
978-4-8118-0966-3

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
978-4-8118-0965-6

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
978-4-8118-0961-8

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
と お

山
や ま

 啓
ひらく

（1909 ─ 1979）

数学者。元・東京工業大学名誉教授。
1950年代、数学教育協議会を結成し、「量の体系」「水道方式」を提唱。
60年代には『数学入門（上・下）』（岩波書店）で毎日出版文化賞を受賞し、

『数学セミナー』（日本評論社）創刊号からの編集代表を務める。また、障害
児の教科教育の研究に取り組み、序列主義・競争主義批判を展開。
1973年、月刊誌『ひと』（太郎次郎社）を創刊、編集代表として教育市民運
動の中心となる。文学・芸術にも造詣が深く、多くの著作を残した。

電書あり

電書あり
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遠山啓  
行動する数楽者の思想と仕事
友兼清治 編著 

数学者・教育者・思想家にして教
育運動の実践者。その仕事の全貌
を本人の著述とともに描きだす。
人間と文化を愛し、時代と格闘し
つづけた40年の軌跡。「遠山啓著
作集」の編集者による初の評伝。

四六判・400ページ・3000円+税
2017年刊・978-4-8118-0799-7

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
1976年刊・978-4-8118-0492-7

水源をめざして
自伝的エッセー
遠山啓 著 

戦前は数学のなかに隠遁していた
のに、戦後はなぜ人間に向かって
歩んだのか。学問や芸術はどんな
に人間を豊かにするか。鋭い視点
と巧みなユーモアで学問・芸術・
文学の深奥に誘う高雅な随筆。
2017年復刊。

四六判・256ページ・2500円＋税
1977年刊・978-4-8118-0488-0

Taroブック・Jiroブック

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
1995年刊・978-4-8118-0452-1

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・212ページ・1800円＋税
1995年刊・978-4-8118-0494-1

教育の蘇生をもとめて
遠山啓 対話集 

死にかかった日本の教育をどのよ
うに蘇らせるか。第一線の学者・
詩人・音楽家・画家たちと、科学
と教育、芸術と教育をめぐって、
この状況を超える視点をさぐる。

四六判・272ページ・2200円＋税
1978年刊・978-4-8118-0463-7

古典との再会
文学・学問・科学
遠山啓 著 

ドストエフスキー、チェーホフ、
バルザック、ゲーテ、ブレークか
らニュートンまで、文学と科学に
またがる世界を開示し、文学・学
問の真髄を語る。2017年復刊。

四六判・272ページ・2500円＋税
1980年刊・978-4-8118-0489-7

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
1985年刊・978-4-8118-0050-9

遠山啓の本（単行本）

オンデマンド版

電書あり

電書あり

オンデマンド版

電書あり

オンデマンド版

電書あり

電書あり

オンデマンド版

電書あり

オンデマンド版

電書あり
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漢字なりたちブック

〈
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
。

小
学
校
で
習
う
一
〇
二
六
字
が
ぜ
ん
ぶ
わ
か
る
!

【改訂版】 白川静文字学に学ぶ

1～6年生＋別巻●伊東信夫 著 ／金子都美絵 絵 

新
学
習
指
導
要
領

小
学
校
・
学
年
ご
と
の
配
当
漢
字

一
年
生
＝
八
〇
字

　
　二
年
生
＝
一
六
〇
字

三
年
生
＝
二
〇
〇
字

　四
年
生
＝
二
〇
二
字

五
年
生
＝
一
九
三
字

　六
年
生
＝
一
九
一
字

全7巻

『
3
年
生
』か
ら
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なりたちを知った漢字は忘れない!
漢字に秘められたもともとの意味を、絵・古代文字とともに
わかりやすく解説。子どもの興味がぐんぐんふくらみます。
●1ページ1字で、学年配当漢字のすべてを掲載。
●豊かな漢字の世界観を伝えるコラムも充実。

＊古代文字フォント公開中!
　くわしくはウェブで

コラムページの見本（4年生）

●全7巻セット（美函入り）978-4-8118-3114-5

セット価格:8,800円＋税

特典：「小学校学習漢字・古代文字一覧」ポスター

四六判・248ページ・1400円＋税／ 978-4-8118-0575-7

白川静文字学に学ぶ

漢字なりたちブック5年生 ［改訂版］
四六判・256ページ・1400円＋税／ 978-4-8118-0576-4

白川静文字学に学ぶ

漢字なりたちブック6年生 ［改訂版］

四六判・128ページ・1200円＋税／ 978-4-8118-0571-9

白川静文字学に学ぶ

漢字なりたちブック1年生 ［改訂版］
四六判・200ページ・1400円＋税／ 978-4-8118-0572-6

白川静文字学に学ぶ

漢字なりたちブック2年生 ［改訂版］

四六判・256ページ・1400円＋税／ 978-4-8118-0573-3

白川静文字学に学ぶ

漢字なりたちブック3年生 ［改訂版］
四六判・256ページ・1400円＋税／ 978-4-8118-0574-0

白川静文字学に学ぶ

漢字なりたちブック4年生 ［改訂版］

四六判・144ページ・600円＋税／ 978-4-8118-0577-1

別巻

全漢字まとめ帳
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学年の
めやす

小学校
低学年…

小学校
中学年…

小学校
高学年…

むずかしい漢字も、「分ければ見つかる知ってる漢字」。
入門期の基本漢字から、あわせ漢字、部首、音記号まで、

遊びながら学べて、しっかり身につく。

宮下久夫／伊東信夫／篠崎五六／浅川満 著

漢字がたのしくなる本シリーズ
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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・68ページ・1000円＋税
978-4-8118-0505-4

漢字がたのしくなる本5
142の音記号

B5判・68ページ・1000円＋税
978-4-8118-0506-1

漢字がたのしくなる本6
漢字の単語づくり

B5判・68ページ・1000円＋税
978-4-8118-0543-6

漢字がたのしくなる本3
159の部首

B5判・64ページ・1000円＋税
978-4-8118-0504-7

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
978-4-8118-0541-2

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
978-4-8118-0542-9

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

B5判・並製・各巻1000円
宮下久夫・伊東信夫・篠崎五六・浅川満 著 ／金子都美絵 絵  
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B5判・80ページ・1155円＋税
978-4-8118-0511-5

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
978-4-8118-0512-2

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
978-4-8118-0509-2

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
978-4-8118-0510-8

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
978-4-8118-0507-8

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
978-4-8118-0508-5

漢字がたのしくなる本　ワーク2
あわせ漢字あそび

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。

ワーク全6巻

B5判・並製・各巻1155円
宮下　久夫・伊東　信夫・篠崎　五六・浅川　満 著 ／桂川　潤 絵 
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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50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50枚／ 1600円＋税

978-4-8118-0529-0

ようちえんかんじカルタ

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

978-4-8118-0516-0

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

978-4-8118-0523-8

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

978-4-8118-0520-7

新版　101漢字カルタ　 金子　都美絵 絵 

金子　都美絵 絵 

桂川　潤 絵 

金子　都美絵 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

札サイズ9.4×6.2㎝

札サイズ9.4×6.2㎝

札サイズ9.4×6.2㎝

札サイズ12.6×8.4㎝

「カルタでわかる！ 古代文字クイズ」公開中
小社HPまたはYouTubeからどうぞ
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「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

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
978-4-8118-0514-6

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

新版　部首トランプ
山村浩二 絵 

初見の熟語がスラリと読める

漢字の音よみ名人
カネコツミエ 絵 

待望の『108形声文字カルタ』の書籍化。
音記号をつかめば、初めて見る漢字や熟語
もスッと読めるようになります。楽しい唱
えことばで、部首の使い分けもラクラク。
100の音記号から400字以上の漢字と、さ
らに熟語がわかる仕掛けの学習ブック。

四六判・160ページ・1400円＋税
978-4-8118-0534-4

音記号がわかれば、
知らない漢字も、熟語も
ぐんぐん読める!

同じ部首をも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どうしの意味のつな
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。
多数のご要望に応え、新装復刊します。

A4判・切り離し式・トランプ２セット、
26部首・104漢字入り・1600円+税

978-4-8118-0533-7
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「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。

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
978-4-8118-0629-7

基本漢字、部首、形声文字の
漢字の3大ポイントを
カルタ遊びでつかみとる

漢字はみんな、カルタで学べる
親と子の漢字学習地

マ ッ プ

図
伊東信夫・宮下久夫 著 

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
978-4-8118-0659-4

このシリーズの教材の
使い方・遊び方・学び方、
そして教え方がわかる本

電書あり

電書あり
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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
978-4-8118-0526-9

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
978-4-8118-0527-6

かな文字あそびシリーズ
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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� 978-4-8118-0528-3

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」シリーズを推薦する
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
978-4-8118-0524-5

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
978-4-8118-0525-2

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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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
978-4-8118-0911-3

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
978-4-8118-0912-0

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
978-4-8118-0913-7

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

らくらく算数ブック 全7巻
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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
978-4-8118-0916-8

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
978-4-8118-0917-5

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
978-4-8118-0915-1

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
978-4-8118-0914-4

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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DVD
すべてトールケース入り

飯舘村の母ちゃんたち 土とともに
古居みずえ 監督 

菅野榮子さんの信条は、食べるもの
は自分で作ること。しかし、原発事
故で生活は一変する。仮設住宅に
移った榮子さんと、ともに耕し、笑
いあう友人の菅野芳子さんは……。

95分・3000円＋税
978-4-8118-4033-8

2017年刊　〔ライブラリ版20000円＋税〕

ぼくたちは見た ガザ・サムニ家の
子どもたち

古居みずえ 監督 

2008～9年のパレスチナ・ガザ地区
への攻撃で、一族が一度に29人も
殺されるという過酷な事件を経験し
た子どもたち。懸命に生きる日々の
なかから、心の傷と変化を映し出す。

本編86分＋特典9分・3000円＋税
978-4-8118-4035-2

2016年刊　〔ライブラリ版20000円＋税〕

黒澤泰＆
飯田基晴の 地域猫活動のすすめ
飯田基晴 監督 

地域猫活動は、ノラ猫によるトラブ
ルを改善するために、地域住民が主
体となっておこなう環境衛生活動。
豊富な事例とともに、人と猫の共存
を実現していく道筋をガイドする。

77分・2800円＋税
978-4-8118-4053-6

2019年刊　〔ライブラリ版15000円＋税〕

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 

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、
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、一人の若者が見つめ続けた。

本編73分＋特典17分・
3048円＋税／ 978-4-8118-4008-6

2009年刊　〔ライブラリ版11429円＋税〕

逃げ遅れる人  々東日本大震災と障害者

飯田基晴 監督 ／東北関東大震災障害者救援本部 製作・発行 

未曾有の大災害の中、障害を持つ
人々に何が起きたのか?　福島県を
中心に、被災した障害者とそこに関
わる人々の証言をまとめた。

74分・2857円＋税
� 978-4-8118-4017-8

2013年刊　〔ライブラリ版9524円＋税〕

タケオ ダウン症ドラマーの物語

常田高志 監督 

小学6年でアフリカン・ドラムと出会い、
ドラマーとしてコンサート活動を重ね
てきたタケオは、ついに本場セネガル
へ。美しい自然のなかで人々とともに、
自分のリズムを響かせます。

本編76分＋特典53分・
3800円＋税／ 978-4-8118-4014-7

2012年刊　〔ライブラリ版20000円＋税〕

「ホームレス」と出会う子どもたち
ホームレス問題の授業づくり全国ネット 製作・発行

大阪・釜ヶ崎で路上生活を送る鈴木
さんの仕事・生活・思いに子どもた
ちと一緒に迫る。さらに、子どもた
ちの弱者いじめの問題を問い直す。
54頁のガイドブック付。

本編30分＋応用編
45分・2800円＋税／ 978-4-8118-4072-7
2013年刊 　〔ライブラリ版12000円＋税〕

製作：映像グループ　ローポジション

製作：映像グループ　ローポジション

“私”を生きる
土井敏邦 監督 

職員会議での採決禁止、卒業式での
君が代斉唱・起立の強制……。統制
がすすむ東京都の教育現場で、教育
の自由と民主主義を守るため、“私”
を貫く3人の教師たちの記録。

138分・3704円＋税
978-4-8118-4086-4

2010年刊　〔ライブラリ版9259円＋税〕
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“記憶”と生きる
土井敏邦 監督 

元「慰安婦」たちが肩を寄せ合って
暮らす韓国の「ナヌム（分かち合
い）の家」。深く刻まれた傷を抱え、
壮絶な戦後の半生を送ったハルモニ
たちの残した声とその日常。

215分・3704円＋税
978-4-8118-4094-9

2017年刊　〔ライブラリ版9259円＋税〕

異国に生きる 日本の中のビルマ人

土井敏邦 監督 

1991年、軍事政権の弾圧を逃れ、妻
を残し日本に渡ったビルマ人青年
チョウ。「帰りたい」という願いと

“祖国の民主化運動”の狭間で揺れる
チョウは、どう生きようとするのか。

100分・3704円＋税
978-4-8118-4092-5

2016年刊　〔ライブラリ版9259円＋税〕

ガザに生きる 5部作
土井敏邦 監督 

何がガザ地区の現状を生み出したのか―
パレスチナを代表する人権活動家ラジ・
スラーニの解説を通して、1986年の第1次
インティファーダ（民衆蜂起）から2008-�
09年のガザ攻撃までの歴史を映像でたどる。

5枚組・計371分・日本語／英語字幕
13889円＋税／ 978-4-8118-4088-8

2015年刊　〔ライブラリ版46296円＋税〕

ガザ攻撃 2014年夏
土井敏邦 監督 

あの空爆と侵攻は、2000人以上を犠
牲にし、農工業、発電所までも破壊
した。イスラエルは何を狙ったのか。
民衆はハマスにどういう感情を抱い
たのか。30日にわたる現地取材報告。

124分・日本語／英語字幕
3704円＋税／ 978-4-8118-4080-2

2015年刊　〔ライブラリ版9259円＋税〕

飯舘村 第一章 故郷を追われる村人たち

土井敏邦 監督 

住居や農地を汚染された酪農家たち。
村のかたちを死守する為政者と、子
どもを守るため村を離れる若い親と
の深い乖離。放射能が破壊したのは、
故郷の“土地”と村の“絆”だった。

59分・3241円＋税
978-4-8118-4082-6

2012年刊　〔ライブラリ版9259円＋税〕

飯舘村 放射能と帰村
土井敏邦 監督 

政府は村民の帰村と復興をめざし、2011
年末から「除染」効果の実験事業を開始
した。しかしその効果は「子どもたちが
安心して暮らせる」レベルにはほど遠い。
疑問や不安、不信の声が噴出する。

119分・3704円＋税
978-4-8118-4090-1

2016年刊　〔ライブラリ版9259円＋税〕

被災地に来た若者たち
土井敏邦 監督 

3・11の被災地に集まってきた若者た
ち。だが、大被害を前に、「助けに来
た」という気負いは瓦解する。それ
でも、被災者たちの「ありがとう」
の一言が彼らを現場から離さない。

60分・2778円＋税
978-4-8118-4084-0

2014年刊　〔ライブラリ版9259円＋税〕

ヨルダン川西岸 3部作 ヘブロン／ヨルダン渓谷／南ヘブロン

土井敏邦 監督 

「パレスチナ国家」実現の希望は閉
ざされようとしている。脅迫と暴行、
土地や水資源の奪略。ヨルダン川西
岸で起きている“構造的な暴力”の
実態と背景を報告する。

3枚組・計347分・日本語字幕
8000円+税／ 978-4-8118-4100-7

2019年刊　〔ライブラリ版30000円＋税〕

パレスチナからフクシマへ
土井敏邦 監督 

ガザ地区の人権活動家ラジ・スラー
ニ氏が、2014年に飯舘村を訪問し
た。彼がパレスチナと重ねあわせた
のは、“責任の所在”が曖昧にされ、
正義が失われている現実だった。

56分・日本語／英語字幕
3241円＋税／ 978-4-8118-4096-3

2018年刊　〔ライブラリ版13889円＋税〕

アミラ・ハス イスラエル人記者が語る“占領”

土井敏邦 監督 

イスラエル人でありながら占領地に
身を置き、双方から立体的に“占
領”を伝えてきたアミラ・ハス。来
日した彼女は“パレスチナ“と“オ
キナワ”の接点を鋭く指摘する。

237分・日本語字幕・6000円＋税
978-4-8118-4098-7

2019年刊　〔ライブラリ版20000円＋税〕
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ひと文庫・現代教育実践文庫
『ひと』誌に掲載された70～80年代の教育実践記録や論考をテーマ別に編んだ３シリーズ。
★は品切です。在庫僅少の本についてはご注文前にお問い合わせください。

ひと文庫  AB判上製・カバー装／1989年～1991年刊／ 2010円～2835円＋税／ ISBN978-4-8118-

漢字の組み立てを教える★ 0600-6 ことばあそびの授業★ 0601-3

いじめと体罰 僅少  0602-0 登校拒否　学校の呪縛を解く 0603-7

学校や家庭で、「日の丸・君が代」をどう教えるか★ 0604-4 「教育技術の法則化運動」症
シ ン ド ロ ー ム

候群★ 0605-1

ゲームの算数★ 0606-8 算数の急所★ 0607-5

「死」と「生」を教える★ 0608-2 自分のからだと対話する★ 0609-9

入門期の算数教育★ 0610-5 子どもの世界が見える本★ 0611-2

検定教科書で英語ができるようになるか 0612-9 学校が変わる、先生が変わる 0613-6

文学作品の読み方・詩の読み方 0614-3 授業・科学をたのしむ 0615-0

現代教育実践文庫・第2期  AB判上製・函入／1988年刊／各3000円＋税／ 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★ 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

電書あり

電書あり
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◉ 現代教育実践文庫・第1期  AB判上製・函入／1982年刊／各3000円＋税／ ISBN978-4-8118-

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

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 僅少  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 僅少  0358-6

遠山啓、その人と仕事★ 0359-3 競争心から好奇心へ★ 0360-9

電書あり 電書あり

電書あり
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絵で読む漢字のなりたち…22
エネルギーと放射線の授業…24
黄金のかもしか…14
お母さんが会社をつくった !…20
お母さんの教育運動…★

お母さんの教育実践…56
お金で泣かないための本…4
おさるのトーマス、刑法を知る…3
おじいさんの手…4
男と男の恋愛ノート…13
男ふたり暮らし…13
オトナ婚です、わたしたち…12
大人のための恋歌の授業…22
おもろい町人…19
親と教師が手を結ぶ教育実践…56
親の生き方、子の育て方…56 ★

降りていく生き方…17
音楽の授業、美術の授業…56 ★

女に選ばれる男たち…12
か

海外帰国生…★

「改定教育基本法」下の学校をどう生きぬくか…34
科学史の流れに学ぶ…56 ★

科学の学び方・教え方…★

科学・文学・教育の古典から学ぶ…56
学歴社会と教育のゆくえ…56
隠れ教育費…11, 31
かけがえのない、この自分…40
画集　イスと麦わら帽子…56
過去と記憶の“リ・メイキング”…29
数はそよ風にのって　1 ～ 3…★

カタカナカルタ 50 音…50
学級通信と学級づくり…56 ★

学校が生きかえるとき　上・下…★

学校が変わる、先生が変わる…55
学校づくり、行事づくり…56 ★

学校でこそできることとは、なんだろうか…31
学校にさわやかな風が吹く…25
学校ファシズムを蹴っとばせ…33
学校や家庭で、「日の丸・君が代」をどう教えるか…

55 ★

学校を基地にお父さんのまちづくり…19
学校を非学校化する…31
かっぱ、かっぱらったか ?…22
家庭教育・幼児教育の実践…56 ★

家庭で語りあうエイズの本…18
かな文字、作文、読みきかせ…56 ★

かな文字へんしん術…49

あ
あいうえおあそび　上・下…49
あいうえおあそび［VHS］…16
愛という名の支配…12
会えないパパに聞きたいこと…12
あきらめない教師たちのリアル…30
あこがれのアスリートになるための 50 の挑戦…2
遊び心派教師がいい…★

遊びながらの算数…56 ★

あたしのあ あなたのア…16
新しい教育のイメージ…55
あたらしい憲法草案のはなし…7
新しい社会科・理科の授業…55
新しい読みの授業…55
あなたは何で食べてますか ?…4
危ない公文式早期教育…34
アラマ、あいうえお !…22
ありのままの自分がいい…★

歩く速度で暮らす…19
荒れる子どもたちと自立への道…55
あわせ漢字あそび…45
あわせ漢字ビンゴゲーム…47
泡のざわめき…35
いかに生き、いかに学ぶか…40
いきいきした学校行事と学級づくり…55
生きなおす、ことば…6

「いじめ」その原因と対応…55
いじめと体罰…55 ☆

いすと麦わら帽子…★

一字一絵…22
犬と猫と人間と…7
いのち、食べもの、公害の授業…55 ☆

いのちと性を学びあう…26
いのちに贈る超自立論…17
いのちに触れる…27
いま授業を変えなければ子どもは救われない…34
イメージをさぐる…27
癒しのセクシー・トリップ…17
癒しのワークショップ…16
インターネットの不思議、探検隊 !…3
動きが脳を変える…16
うさぎのヤスヒコ、憲法と出会う…3
宇宙のものみんな描いちゃおう…21

書名索引
★は品切、☆は僅少本です。
DVDについては53～54ページをご覧ください。
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競争心から好奇心へ…56 ★

空気は踊る…35
倶会一処…33
グッバイ、管理主義…33
公文式“プリント狂”時代の終わり…34
グラムシとフレイレ…30
車イスからの宣戦布告…17
くわしすぎる教育勅語…5
形声文字あそび…45
ゲイのボクから伝えたい　「好き」の ?（ハテナ）がわ

かる本…3, 13
下山の哲学…5
ゲームの算数…55 ★

限界を超える子どもたち…16
元気のおすそわけ…12
言語の自然な学び方…30
現代化をどうすすめるか…38
現代教育実践文庫…55
現代数学への道…39
検定教科書で英語ができるようになるか…55
原点としての障害児教育…56 ★

工作絵本…4
公論よ起これ !「日の丸・君が代」…34
国際ロマンス詐欺被害者実態調査…13
国籍の ?（ハテナ）がわかる本…3
ココ、きみのせいじゃない…12
こじれない人間関係のレッスン…15
こじれない NO の伝え方…15
個声をいかす歌のレッスン…23
子育ち・子育て・親育ち…55
子育て　みんな好きなようにやればいい…10
子育ても料理も科学も遊んじゃおう…20
子連れ再婚を考えたときに読む本…11
古典との再会…23, 40
ことば遊び、五十の授業…27
ことば遊びセレクション…25
ことば遊びの授業…55
ことばあそびの授業（ひと文庫）…55 ★

ことばが届く歌い手になる…23
ことばじゃ ことばじゃ ことばじゃ…22
ことばのエアロビクス…22
ことば まるかじり ききかじり…22
ことばを求めて…20
子どもが解決 !　クラスのもめごと…24
こどもキッチン、はじまります。…10
子ども期と老年期…20
子ども支援塾のすすめ…28
子どもと病気…10

カミングアウト・レターズ…13
からだで、おはなし…15
漢字あそび、ひらがな遊びの授業…55 ★

漢字がたのしくなる本…44
「漢字がたのしくなる本」シリーズ…43
漢字がたのしくなる本　ワーク…45
漢字組み立てパズルセット…47
漢字なりたちブック　1 ～ 6 年生 + 別巻…41
漢字の音あそび―形声文字…45
漢字の音よみ名人…47
漢字の組み立てを教える…55 ★

漢字の単語あそび…45
漢字の単語づくり…44
漢字の学び方・教え方…56 ★

漢字はみんな、カルタで学べる…48
寒風にスキップはずみ…28
管理主義とはなにか…55
管理主義を超えるために…55
幾何教育をどうすすめるか…38
気そだて教育…★

気でひきだせ、無限の治癒力…16
希望の教育学…30
基本漢字あそび…45
キミにも作れる !　伝承おもちゃ & おしゃれ手工芸…

4
気もちのリテラシー…15
Q&A　授業・子ども・学力…28
98 部首カルタ…46

「教育技術の法則化運動」症候群（シンドローム）…55
★

教育、死と抗う生命…☆

教育ってなんだ　上・下…9
教育とはなにか、学力とはなにか…56 ★

教育にとって教科書とは…56 ★

教育の自由と統制…37
教育の蘇生をもとめて…40
教育の理想と現実…37
教育舞芸帳…33
教育への招待…37
教師たちの犯罪…8
教室に“学びのライブ”がやってきた !…29
教師とは、学校とは…37
教師の生き方、教員養成…56 ★

教師の仕事とは、授業とは…55
教師のためのパワポ活用術…25
教師は二度、教師になる…30
共生の社会学…5
競争原理を超えて…40
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自由の森学園　その出発…27
授業・科学をたのしむ…55
授業がすべて…34
授業づくりの急所…55
授業　虹の科学…24
授業　日本は、どこへ行く ?…28
授業　俳句を読む、俳句を作る…24
授業を創るとはなにか…56 ★

障害児とともに学ぶ…55
障害者と泣き笑い三十年…18
障害者の自立と教育…56 ★

障害を超えて生きる…55
少女期・夢を抱きしめて…8
昭和教育論…33
昭和のファッション　おしゃれぬり絵…★

食からみえる「現代」の授業…24
序列主義と競争原理…37
自立する若者たち…56
シングルマザー生活便利帳…11
新宿二丁目の文化人類学…13
身体のダイアローグ…32
新・身分社会…8
水源をめざして…40
随想…20
水道方式とはなにか…38
水道方式をめぐって…38
数学教育の改革運動…38
数学教育の現代化…38
数学教育の潮流…38
数学教育の展望…38
数学教育への招待…38
数学つれづれ草…39
数学という文化…36
数学と文化…39
数学のたのしさ…39
数学の展望台　I ～ III…39
数学ひとり旅…36
数学への招待…39
数楽への招待　I・II…38
数はそよ風にのって　1 ～ 3…★

「好き」の ?（ハテナ）がわかる本…3, 13
図形の探検…52
ステップキンと 7 つの家族…12
STREET PEOPLE…6
星条旗と日の丸…33

「性」と「生」の授業…55
世界が日本のことを考えている…7
世界を変えるための 50 の小さな革命…2

子どもに「ホームレス」をどう伝えるか…6
子どもに向かって歩く…26
子どものからだと公害の授業…56 ★

子どもの心をひらく表現の授業…55
子どもの自殺・非行…56 ☆

子どもの自分くずし、その後…32
子どもの人権と管理…56 ★

子どもの世界が見える本…55 ★

子ども　やがて悲しき 50 年…8
子どもの扉がひらくとき…10
子どもは描く…14
子は天からの授かりもの…33
コペルニクスからニュートンまで…23, 36, 40
ゴミは、どこへ行く ?…28
これでわかったビットコイン…8
これなら楽しくできる　漢字の教え方…★

これならできる、こどもキッチン…10
こんなモノなしで、暮らしたい…19
コンビニ弁当 16 万キロの旅…3
コンピューター綴り方教室…29

さ
斎藤公子監修名作絵本…14
さくら・さくらんぼの障害児保育…14
醒めない夢…8
サヨナラ、学校化社会…7
サルタン王ものがたり…14
算数・数学の授業づくりのコツ…55 ★

算数の急所、その教え方…56 ★

算数の急所（遠山啓著作集）…39
算数の急所（ひと文庫）…55 ★

算数のつまずき、その診断と治療の授業…55 ☆

ジェームズ・ドーソンの下半身入門…4
死角からの報告…9
事実が「私」を鍛える…9
自然体のつくり方…15

「死」と「生」を教える…55 ★

死に逝くひとへの化粧…17
詩の授業…26
しのぶちゃん日記…26
自分さがし…20
自分のからだと対話する…55 ★

社会科の授業・現代社会と人間…56 ★

社会科の授業・自然と人間…56 ★

写真集　ヒトが人間になる…14
13 歳までにやっておくべき 50 の冒険…2
12 歳の性…28
10 人のスーパー・ティーンたち…29
十の画べえ…47
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ドキュメント・人間と教育…56 ☆

特別支援　99 までのたし算・ひき算…25
な

なぜ小学生が“荒れる”のか…29
悩んだとき、どうする ?…28

「なるほどパワー」の法律講座…3
にじ色ライフプランニング入門…13
錦のなかの仙女…14
虹の科学…24
日記抄 + 総索引…39
日本語の豊かな使い手になるために…22
日本人にとっての英語教育…56 ★

日本の学校のゆくえ…32
日本の子連れ再婚家庭…11
日本のスミレ探訪 72 選…21
入学試験と内申書…56
ニュースがまちがった日…6
入門期の算数教育…55 ★

沼のばあさん…★

野歩き植物ガイド…21
は

俳句を読む、俳句を作る…24
パウロ・フレイレ「被抑圧者の教育学」を読む…30
はじまりをたどる「歴史」の授業…24
はじめてのあいうえおトランプ…50
はせみつこのあいうえおあそび［VHS］…16
働くことと学ぶこと…31
花のレクイエム…23
ピアノ、その左手の響き…7
PTA がやっぱりコワい人のための本…11
PTA をけっこうラクにたのしくする本…11
ピープル・ウィズ・エイズ…18
びじゅある講談　おもろい町人（まちんちゅ）…19
美術の授業を創る…☆

美術の授業をつくる…55
ヒトが人間になる…14
人それぞれに花あり…33

「ひと」BOOKS…24
「ひと」文庫…55
ひとりでできる こころの手あて…15
101 漢字カルタ…46
101 字の基本漢字…44
159 の部首…44
128 字のあわせ漢字…44
108 形声文字カルタ…46
142 の音記号…44
146 の音記号…44
病室　教室への伝言…20

セカイをよこせ !　子ども・若者とともに…32
7days アサーティブネス　こじれない人間関係の

レッスン…15
善財童子ものがたり…56
せんせい、聞いて、きいて…28
戦争を教える…56 ★

葬式 Kids…23
その手は命づな…18

た
対話…20
高松英昭写真集　STREET PEOPLE…6
卓上の生涯　チェ・ゲバラ…23
たのしい科学の授業　I・II…56 ★

たのしい算数・数学の授業…56 ★

たのしい数学・たのしい授業…38
旅する名前…6
だれでもできる体育の授業…56 ★

「地域暮らし」宣言…19
地域生活支援　ひとりから始まるみんなのこと…18
地域で障害者と共生五十年…18
地域をつくり変える教育実践…55
チェ・ゲバラ…23
チェルノブイリの少年たち…★

地球は、どこへ行く ?…29
父よ母よ !　上・下…9
チャンキー松本のチョキチョキ切り絵教室（仮）…4
中学生のことばの授業…25
チョゴリと鎧…6
作って遊んで大発見 !　不思議おもちゃ工作…4
創られながら創ること…34
粒でできた世界…35
ディープ・ブルー…6
DVD& ブック愛蔵版　花のレクイエム…23
できる !　つかえる !　ことば遊びセレクション…25
テストと評価…56 ★

手づくり絵本、手づくり遊び…56 ★

鉄を削る…★

テレビはニュ - スだ…8
伝承おもちゃ & おしゃれ手工芸…4
登校拒否　学校に行かないで生きる…27
登校拒否　学校の呪縛を解く…55
登校拒否・校内暴力…56 ★

登校拒否を超えるには／生活点検とはなにか…55
遠山啓　行動する数楽者の思想と仕事…5, 40
遠山啓、その人と仕事…56 ★

遠山啓著作集…37
遠山啓のコペルニクスからニュートンまで…23, 36, 

40
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メディア・セックス幻想…12
もじかきうた…50
もしときサバイバル術 Jr.…2
文字場面集　一字一絵…22
モテる大人になるための 50 の秘密指令…2
ものづくりとヒロシマの授業…27
ものづくりの授業、家庭科の授業…56
森は生きている…14

や
野生動物が見つめるゴミ列島…8
ゆたかな日本語の授業…55

「ゆとり」批判はどうつくられたのか…31
幼児教育、遊び・マンガ…56 ★

ようちえんかんじカルタ…46
読み方の授業、詩の授業…56 ★

ら
ライアン・ラーキン　やせっぽちのバラード…7
らくらく算数ブック…51
らくらく数学テキスト　中学 1 ～ 3 年…★

離婚後の親子たち…11
リサとなかまたち、民法に挑む…3
リズム遊びが脳を育む…14
量とはなにか　I・II…38
量の世界…52

「林住期」を生きる…20
わ

ワークショップ　人と人とのあいだ…16
若者たちの生活と意見…56
若者たちは学びたがっている…27
若者の貧困・居場所・セカンドチャンス…5
分ければ見つかる知ってる漢字…48
私たちは、なぜ子どもを殴っていたのか。…28
私は本屋が好きでした…5
われらガリ版先生…26
われら生涯ヒラ教員…26
ワンダー・ラボラトリ…35

漂流少女…7
ひらがなあそびの授業…27
ひらがなカルタ 50 音…50
ひらがな 50 音…49
平林さん、自然を観る…21
比例の発見…52
ヒロのちつじょ…17
福井発 オモシロ漢字教室…25
不思議おもちゃ工作…7
不思議なアトムの子育て…10
不思議の国の NEO…3
部首あそび…45
部首トランプ…47
ふたりで安心して最後まで暮らすための本…13
父母は学校に何を期待するか…56
文学作品の読み方・詩の読み方…55
分数の旅…52
変革は、弱いところ、小さいところ、遠いところから

…19
放射線になんか、まけないぞ !…4

「ホームレス」襲撃事件と子どもたち…6
僕が家庭科教師になったわけ…25
保護者はなぜ「いじめ」から遠ざけられるのか…31
本当の学校事務の話をしよう…25
本よみキッズの事件簿…11

ま
摩擦のしわざ…35
まず教育論から変えよう…31
街かどのパフォーマンス…18
マット死事件…★

学び方・ライフスタイルをみつける本…29
学び　その死と再生…32
学びの身体技法…32
学ぶこと、生きること…56
学ぶことを学ぶ…31
学ぶ、向きあう、生きる…32
魔法の手の子どもたち…18
マルチメディアと教育…32
万葉歌とめぐる野歩き植物ガイド…21
みんなが孫悟空…29
みんなのための教育改革…☆

息子殺し…9
無着成恭の詩の授業…26
無着成恭の昭和教育論…33
無着成恭の掌話集…33
無着成恭の対談集…33
迷走する両立支援…7
めざせ !　災害サバイバルマスター…2
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大田堯（オオタ タカシ）…33
大塚玲子（オオツカ レイコ）…11, 12
大村敦志（オオムラ アツシ）…3
岡田進（オカダ ススム）…51
岡本智周（オカモト トモチカ）…5, 31
小川浅子（オガワ アサコ）…10

か
梶山俊夫（カジヤマ トシオ）…16
春日辰夫（カスガ タツオ）…28
片山誠（カタヤマ マコト）…2
桂川潤（カツラガワ ジュン）…45 ～ 47, 51
加藤典洋（カトウ ノリヒロ）…7
金子都美絵（カネコ ツミエ）…22, 41 ～ 44, 46, 47
川口穣（カワグチ ミノリ）…5
川島浩（カワシマ ヒロシ）…14
ガーレル , スパイク…4
岸裕司（キシ ユウジ）…19
北村年子（キタムラ トシコ）…6
木下理仁（キノシタ ヨシヒト）…3
木村真三（キムラ シンゾウ）…4
木村太郎（キムラ タロウ）…8
共同通信社取材班（キョウドウツウシンシャシュザイハン）

…7
楠原彰（クスハラ アキラ）…32
久保敏彦（クボ トシヒコ）…29

「現代」の授業を考える会（ゲンダイノジュギョウヲカン

ガエルカイ）…24
小島靖子（コジマ セイコ）…27
小平陽一（コダイラヨウイチ）…25
子ども発見ライブラリー（コドモハッケンライブラリー）

…11
小林照子（コバヤシ テルコ）…17
小福田史男（コフクダ フミオ）…27
児美川孝一郎（コミカワ コウイチロウ）…31
小山直（コヤマ スナオ）…19
近藤原理（コンドウ ゲンリ）…18
近藤真（コンドウ マコト）…22, 25, 29
コンビニ弁当探偵団（コンビニベントウタンテイダン）…

3
さ

西條敏美（サイジョウ トシミ）…24
さいたまユースサポートネット…5
斎藤公子（サイトウ キミコ）…14
斉藤賢爾（サイトウ ケンジ）…3, 8
斎藤茂男（サイトウ シゲオ）…9
斎藤孝（サイトウ タカシ）…15
斎藤博之（サイトウ ヒロユキ）…14
佐伯胖（サエキ ユタカ）…32

あ
青木信人（アオキ ノブト）…8
青木幹勇（アオキ ミキユウ）…24
青砥恭（アオト ヤスシ）…5
安積遊歩（アサカ ユウホ）…12, 17
浅川満（アサカワ ミツル）…43 ～ 47
芦㟢治（アシザキ オサム）…19
麻生信子（アソウ ノブコ）…28
荒井良雄（アライ ヨシオ）…23
有北雅彦（アリキタ マサヒコ）…2, 4
粟津美穂（アワヅ ミホ）…6
飯田基晴（イイダ モトハル）…7
飯村孝夫（イイムラ タカオ）…23
生田武志（イクタ タケシ）…6
池ヶ谷亘枝（イケガヤ ノブエ）…28
石井由紀子（イシイ ユキコ）…10
石川大我（イシカワ タイガ）…3, 13
石川充夫（イシカワ ミツオ）…51
伊高浩昭（イダカ ヒロアキ）…23
市川良（イチカワ リョウ）…52
伊東嚴（イトウ イワオ）…26
伊藤悟（イトウ サトル）…13
伊東信夫（イトウ シノブ）…27, 41 ～ 50
伊藤夏子（イトウ ナツコ）…16
稲葉剛（イナバ ツヨシ）…9
稲葉通太（イナバミチオ）…25
いぬんこ（イヌンコ）…23
今泉博（イマイズミ ヒロシ）…29
今村公一（イマムラ コウイチ）…25
イラ姫（イラヒメ）…4
イワシタレイナ…15
岩村繁夫（イワムラ シゲオ）…52
ウィング , クリーブ…18
上野千鶴子（ウエノ チヅコ）…7
ウォラス , ウェンディ…30
内城葉子（ウチジョウ・ヨウコ）…21
宇都宮健児（ウツノミヤ ケンジ）…4
エリョーミナ…14
延藤安弘（エンドウ ヤスヒロ）…19
遠藤豊（エンドウ ユタカ）…27, 34
大岡信（オオオカ マコト）…22
大沢敏郎（オオサワ トシロウ）…6
大島幸夫（オオシマ ユキオ）…8
大城清美（オオシロ キヨミ）…14

著者名索引
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チャンキー松本（チャンキー マツモト）…4, 23
辻邦生（ツジ クニオ）…23
槌田劭（ツチダ タカシ）…19
津々井良（ツツイ リョウ）…52
鶴見俊輔（ツルミ シュンスケ）…20
ティーンズポスト…15
土居伸彰（ドイ ノブアキ）…7
藤堂嘉章（トウドウ ヨシユキ）…4
遠山啓（トオヤマ ヒラク）…23, 36 ～ 40
常田高志（トキダ タカシ）…23
徳永進（トクナガ ススム）…20
友兼清治（トモカネ セイジ）…5, 40
鳥山敏子（トリヤマ トシコ）…27, 29, 34
ドーソン , ジェームズ…4

な
永家光子（ナガイエ ミツコ）…33
永江朗（ナガエ アキラ）…5
中川雅子（ナカガワ マサコ）…12
永田智子（ナガタ トモコ）…12
仲道祐樹（ナカミチ ユウキ）…3
永易至文（ナガヤス シブン）…13
72 時間サバイバル教育協会（ナナジュウニジカンサバイ

バルキョウイクキョウカイ）…2
西岡千晶（ニシオカ チアキ）…35
西沢紀生（ニシザワ ミチオ）…26
西田良枝（ニシダ ヨシエ）…18
西原博史（ニシハラ ヒロシ）…3
根岸悦子（ネギシ エツコ）…26
野田正彰（ノダ マサアキ）…30
野辺明子（ノベ アキコ）…18

は
ハウレギ , エドゥアルド…2
芳賀雅尋（ハガ マサヒロ）…25
萩原久美子（ハギワラ クミコ）…7
波瀬満子（ハセ ミツコ）…16, 22
バッカラリオ , ピエルドメニコ…2
バニエル , アナット…16
はまさきはるこ…10
林竹二（ハヤシ タケジ）…34
林直哉（ハヤシ ナオヤ）…6
坂内智之（バンナイ トモユキ）…4
氷室かんな（ヒムロ カンナ）…11
平井信義（ヒライ ノブヨシ）…20
平井雷太（ヒライ ライタ）…34
平沢一平（ヒラサワ イッペイ）…51, 52
平墳雅弘（ヒラツカ マサヒロ）…24, 31
平林浩（ヒラバヤシ ヒロシ）…4, 21, 26
府川源一郎（フカワ ゲンイチロウ）…29

榊忠男（サカキ タダオ）…36, 51, 52
桜井賢樹（サクライ ヨシキ）…18
佐田智子（サタ トモコ）…8
佐藤博志（サトウ ヒロシ）…31
佐藤学（サトウ マナブ）…32
佐藤美紗代（サトウ ミサヨ）…17
里見実（サトミ ミノル）…29, 30, 31
下羽友衛（シタバ トモエ）…29
篠崎五六（シノザキ ゴロク）…23, 43 ～ 47
篠田幹男（シノダ ミキオ）…52
清水義晴（シミズ ヨシハル）…19
自民党の憲法草案を爆発的にひろめる有志連合（ジミ

ントウノケンポウソウアンヲバクハツテキニヒロメルユ

ウシレンゴウ）…7
白川静（シラカワ シズカ）…22
白根節子（シラネ セツコ）…20
辛淑玉（シン スゴ）…12
新川てるえ（シンカワ テルエ）…11, 12, 13
菅龍一（スガ リュウイチ）…4
鈴木一已（スズキ カズミ）…52
鈴木清隆（スズキ キヨタカ）…27
鈴木志穂（スズキ シホ）…50
砂川秀樹（スナガワ ヒデキ）…13
瀬戸典子（セト ノリコ）…16
曽田蕭子（ソダ ショウコ）…20
ゾートフ…14

た
高崎明（タカサキ アキラ）…18
高橋清行（タカハシ キヨユキ）…29
髙橋未来（タカハシ ミキ）…2
高橋由為子（タカハシ ユイコ）…3
高橋陽一（タカハシ ヨウイチ）…5
高松英昭（タカマツ ヒデアキ）…6
竹内常一（タケウチ ツネカズ）…32
竹内洋岳（タケウチ ヒロタカ）…5
田嶋陽子（タジマ ヨウコ）…12
橘ジュン（タチバナ ジュン）…7
タッディア , フェデリコ…2
田中かほる（タナカ カホル）…51
田中幸（タナカ ミユキ）…35
田中涼子（タナカ リョウコ）…11
谷俊治（タニ シュンジ）…16
谷川俊太郎（タニカワ シュンタロウ）…16, 22
丹治恭子（タンジ キョウコ）…5
智内威雄（チナイ タケオ）…7
千葉保（チバ タモツ）…3, 4, 24, 25, 28
池明観（チ ミョンクワン）…6
車育子（チャ ユッチャ）…6
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山村浩二（ヤマムラ コウジ）…3, 15, 47, 49, 50, 52
山本久美子（ヤマモト クミコ）…12
山本正次（ヤマモト マサツグ）…26
矢山利彦（ヤヤマ トシヒコ）…16
結城千代子（ユウキ チヨコ）…35
柚木ミサト（ユギ ミサト）…4
横川和夫（ヨコカワ カズオ）…8, 10, 17, 18
依田彦三郎（ヨダ ヒコサブロウ）…28
4・7 集会実行委員会（ヨンナナシュウカイジッコウイイン

カイ）…34
ら

ランスキー , ヴィッキー…12
ランプキン , ペギー…12
利息解読プロジェクト（リソクカイドクプロジェクト）…

4
RYOJI（リョウジ）…13
ロビンソン , クリス…7

わ
渡辺位（ワタナベ タカシ）…27

福嶋尚子（フクシマ ショウコ）…11, 31
プーシキン…14
藤本卓（フジモト タカシ）…30, 34
プリンス , ジェーン…12
フレイレ , パウロ…30
フレネ , セレスタン…30
プロスペリ , マッシモ…2
ペルチヴァーレ , トンマーゾ…2
保坂展人（ホサカ ノブト）…34
星野智幸（ホシノ トモユキ）…6
ホームレス問題の授業づくり全国ネット（ホームレスモ

ンダイノジュギョウヅクリゼンコクネット）…6
穗盛文子（ホモリ フミコ）…14

ま
真木悠介（マキ ユウスケ）…34
松井幹夫（マツイ ミキオ）…27
松井洋子（マツイ ヨウコ）…16
松本キミ子（マツモト キミコ）…21
松本美須々ケ丘高校放送部（マツモトミスズガオカコウコ

ウホウソウブ）…6
マルシャーク…14
宮淑子（ミヤ ヨシコ）…12
宮崎学（ミヤザキ マナブ）…8
宮下久夫（ミヤシタ ヒサオ）…43 ～ 48
宮田一雄（ミヤタ カズオ）…18
宮本雄一郎（ミヤモト ユウイチロウ）…50
向井吉人（ムカイ ヨシヒト）…25
無着成恭（ムチャク セイキョウ）…26, 33
村井純（ムライ ジュン）…3
村上義雄（ムラカミ ヨシオ）…8
メイヨー , ピーター…30
望月正弘（モチヅキ マサヒロ）…28
森毅（モリ ツヨシ）…28, 33, 36
モリナガ・ヨウ…4

や
八杉晴実（ヤスギ ハルミ）…28
栁澤靖明（ヤナギサワ ヤスアキ）…11, 25, 31
簗瀬竜太（ヤナセ リュウタ）…13
山折哲雄（ヤマオリ テツオ）…20
八巻香織（ヤマキ カオリ）…15
山口剛彦（ヤマグチ タケヒコ）…52
山口のり子（ヤマグチ ノリコ）…12
山㟢隆夫（ヤマザキ タカオ）…29
山田隆彦（ヤマダ タカヒコ）…21
山田真（ヤマダ マコト）…10
山津京子（ヤマツ キョウコ）…21
山中京子（ヤマナカ キョウコ）…18
山中正大（ヤマナカ マサヒロ）…3, 13



2―先払い
郵便振替用紙の通信欄にご注文の書名・冊数、お送り
先の住所・電話番号・お名前を記入のうえ、消費税を
加えた額をご送金ください。振込後 2 ～ 3 日で小社
に連絡が到着し、発送されます。送料は当方にて負担
いたします。
　郵便振替口座　00180-4-648556
　　　　　　　　株式会社太郎次郎社エディタス
見積書・領収書などの作成が必要な場合は、お電話・
FAX・e メールなどでご一報ください。

電子書籍

小社発行の書籍のうち、約 200 点を電子書籍化しま
した。これまで品切れで販売できなくなっていた本も
多数ふくまれています。どうぞご購読ください。電子
書籍化した品目は以下のマークで表示しています。

紙の書籍と併行して、電子書籍も販売され
ている品目です。

紙の本が品切となり、電子書籍でのみ販売
されている品目です。

紀伊國屋書店 kinoppy、honto、Booklive!、
eBookJapan、楽天 kobo、 iBooksSTORE、
AmazonKindle などの各書店で販売しております。
販売品目と価格は、書店・時期によって異なります。

電子書籍のフォーマットによって、対応する閲覧機器
が異なります。紙の本のレイアウトをそのまま生かし
た電子書籍の場合、スマートフォンでの閲覧には適し
ません。各書店で無料立ち読みファイルが用意されて
いますので、そちらをおためしのうえ、ご購入くださ
い。

太郎次郎社エディタスの出版物の購入方法についてご
案内します。

紙の書籍・教材

①書店で買う

全国の書店でご購入いただけます。
書店にないときは、店頭で注文して取り寄せることが
できます。書名と出版社名を明記してご注文くださ
い。 かかる期間は書店によって違いますが、2 日から
14 日間です。

②オンライン書店で購入する

当社 web サイトの各書籍の詳細ページから、各オン
ライン書店のボタンをクリックすると各オンライン書
店の各書籍のページに移ります。各書店の購入方法に
ついては、各オンライン書店にお問い合わせください。
また、版元ドットコム（http://hanmoto.com）では以
下のことができます。
・書店での店頭在庫状況の検索
・オンライン書店での購入
・ honto、Amazon、楽天ブックスなどの在庫状況

の比較

③直接注文する

小社への直接注文も承ります。原則として受注の翌営
業日に発送いたします。

1―ネットショップへの注文（後払い）

https://tarojiro005.stores.jp
クレジットカード、コンビニ払いなど、さまざまな支
払い方法が選べます。
税込み 2500 円以下のお申し込みには、別途送料 150
円を申し受けます。

購入案内

電書のみ

電書あり

■メールマガジン［Edit-us］ たろじろ通信では、新刊・近刊ニュースや著者によるイベント
情報などをメルマガ限定コラムとともにお届けします。配信申込はWebマガのページへ。
■Webマガジン［Edit-us］では、読みごたえある多彩な読み物（連載）をご覧いただけま
す。新連載もぞくぞく登場！

月刊メルマガ＆Webマガジン、はじめました Webマガの
ページへ
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