
2015年は国連が定めた「国際土壌年（IYS2015）」です。
イラスト なかむら しんいちろう：土の絵本⑤環境をまもる土 より
人類の生活において土壌が担う基本的な役割をもっと知ろうという年です。
わたしたちの食糧の生産や環境保全にも大きくかかわる土について学びましょう。
写真は土について総合的に学べる「土の絵本 全５巻」「肥料と土の絵本 全５巻」
そだててあそぼうシリーズの第８集と第２１集です。（5頁に掲載しています。）

2015
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A4変型判／上製／各24頁／各巻本体1,800円

AB判／上製／ 500頁／本体15,000円

かこさとしの自然のしくみ 地球のちから
●かこさとし先生が子どもたちにおくる地球科学への興味を喚起するビジュアル絵本

●森羅万象を題材に真の子ども遊びを集大成

全1巻 NDC700（あそび） 初級・中級・上級 本体
15,000 円＋税

各全5巻 NDC610（進路・社会） 中級・上級・中学 揃本体
9,500 円＋税

①やまをつくったもの やまをこわしたもの（山）

②かわはながれる かわははこぶ（川）

③うみはおおきい うみはすごい（海）

④あめ、ゆき、あられ くものいろいろ（雨・雪・雲）

⑤ささやくかぜ うずまくかぜ（風・台風）

⑥じめんがふるえる だいちがゆれる（地震・津波）

⑦ひをふくやま マグマのばくはつ（火山・噴火）

⑧よあけ ゆうやけ にじやオーロラ（虹・夕焼け・オーロラ）

⑨せかいあちこち ちきゅうたんけん（不思議な自然風景）

⑩あさよる なつふゆ ちきゅうはまわる （惑星）

山や海はどうしてできたのか、雲ができ雨
や雪が降ったり、台風や地震、火山が爆発
するのは？
自然や地球には不思議や驚きがいっぱい。
現在も動き、変化している自然と地球の原
理をわかりやすく描く。

作物や家畜と会話ができる！
田畑や作物・家畜の力を引き出すことができる！
なんでも手づくり、こんなものまでつくっちゃう！
自分で工夫するのが大好き！
地域や自然とともに生きている！

AB判／オールカラー 32頁+解説4頁／ルビ付き
農文協 編／各巻本体1,900円

農家になろう

全10巻 NDC450（地球科学） 初級・中級・上級 揃本体
18,000円＋税

★厚生労働省社会保障審議会特別推薦 児童福祉文化財

❶乳牛とともに　　　　酪農家 三友盛行（写真 みやこうせい）

❷ミツバチとともに　養蜂家 角田公次（写真 大西暢夫）

❸イネとともに　　　水田農家 佐藤次幸（写真 倉持正実）

❹トマトとともに　　野菜農家 若梅健司（写真 依田恭司郎）

❺リンゴとともに　　果樹農家 臼田弌彦（写真 石井和彦）

❻バラとともに
花農家 浅見均

（写真 白石ちえこ）

❾ジャガイモとともに
畑作農家 中藪俊秀

（写真 小椋哲也）

❿ニワトリとともに
自然養鶏家 笹村出

（写真 常見藤代）

❽シイタケとともに
きのこ農家 中本清治

（写真 大西暢夫）

❼チャとともに
茶農家 村松二六

（写真 瀬戸山玄）

一年にわたり密着 農家の個性豊かな仕事と暮らしを描く

●農家ってすごい！本当の農家のすがたがわかる写真絵本

第 1集

第 1集

第2集

第 2集

最新刊 

農家はここが楽しい！
農家のおもしろさとは？　仕事や暮らしの魅力を農家の言葉でつづる。

農家の一年間がわかる！
春夏秋冬、季節ごとの作業や暮らしを紹介。

作物や家畜の力を引き出す技術
地道に作物や家畜、自然の力を生かす技術をつくりあげてきた農家の観察眼や技術に迫る。

自給の暮らし、身近な素材を生かす工夫いろいろ
食べるものはもちろん、道具も身のまわりのものを使って手づくり。
廃材も上手に利用する自給の知恵と工夫。

農家になったきっかけ
農家になろうと思ったきっかけと、未来の農家（子どもたち）へのメッセージ。

浅見さんはバラの育種家。
バラの新しい品種をつく
るのが仕事だ。バラの個
性をみきわめて、美しい
バラを育てる一年を追う。

有機無農薬で「べにふうき」
を育て、加工にいちばんい
い時期に新芽を摘み紅茶を
つくる。チャと向かい合う
茶師・村松さんの仕事。

ドングリから始まるシイタ
ケづくり。原木が育つまで
17年、伐採・植菌して収穫
まで1年。山とシイタケを
育てる中本さんの1年。

開拓農家4代目、北の大地で
ジャガイモを育てる中藪さ
ん。土の健康診断でバラン
スのよい土をつくり、北海
道生まれの品種を育てる。

おからや米ぬか、緑餌をあ
たえて放し飼い。ひなは自
分で孵化。健康なニワトリ
を育てて生命力の強い卵を
とる農家の仕事とくらし。

かこさとし先生が40年以上かかって　あつめにあつめた
日本と世界の子どもの遊び。とうとう　すっかり大公開！

子どもの遊びでは、森羅万象すべてが題材対象
となります。しかも「トンボのハネの迷路さがし」
や「三輪車による町内見回り」のように、その
楽しさは当人しか味わえぬ各人個別なのが本筋
です。一部の教育者や親のすすめる「よい遊び」
や集団行動による成果期待の「大人の立場」で
はなく、失敗・錯誤・忘却・偶然といった不安
定非効率の集積をのりこえる真の魅力の源泉を、

「本での遊び」の中に集約した、40 余年の実践
と調査の結晶ですので、お楽しみ下さい。

かこ　さとし

●子どもの遊びの主人公である子どもの立場、総合的な成長と発達と、個性
孤独の心理環境を主軸とし、大人の遊びへの介入、関与、干渉を排しました。

●子どもの遊びは森羅万象にわたり、その題材は従来の類書のように狭い一
方に偏したものではなく、多元、多様、総合の形をめざしました。

●クイズ、なぞなぞ、わらいばなし、絵さがし、さては頁の一部を切ったり、
折ったりし、楽しくなるよう工夫しました。

この絵本
の特徴

パート 1  おにごっこ じんとりの あそび　    【遊あそびのわんぱく体育祭】
パート2  もりいずみ はらっぱの あそび　    【遊あそびのうみやま探検隊】
パート3  しか くま ぶたちゃんの あそび 　   【遊あそびのどうぶつ大行進】
パート4  ろうそくや はなかざりの あそび　【遊あそびのこうさく万華鏡】
パート5  すずめなく とんびとぶの あそび　【遊あそびの鳥類えまきもの】
パート6  てんとむしと バッタくんの あそび　【遊あそびのこん虫曲芸団】
パート7  きものきて べにつけての あそび　【遊あそびの仮装たまてばこ】
パート8  えびすどん おばけどんの あそび　【遊あそびの妖精ゆうれい城】
パート9  ほしひかる ねがいごとの あそび　【遊あそびの銀河ひこうせん】
パート10 んちゃんが まめたべての あそび　【遊あそびの情報こうしん曲】

最新刊 
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AB判／上製／各36頁／各巻本体1,800円

A4変型判／オールカラー／各32頁

A4変型判／オールカラー／各32頁／各巻本体2,200円

ぼくらのイネつくり昔の農具

はたらく農業機械

写真で
わかるシリーズ

シリーズ

ビュジュアル大事典

全5巻 NDC610（農業） 小学校中学年以上
中学生向き

揃本体
9,000 円＋税全3巻 NDC610（総合・農業） 中級・上級・中学 揃本体

6,600 円＋税

全5巻 NDC610（総合・農業） 初級・中級・
上級・中学

揃本体
11,000 円＋税

農文協 編／赤松富仁 写真

監修　高井宗宏（元北海道大学農学部教授）

監修　小川直之（國學院大學教授）

①プランターで苗つくり
②田植えと育ち
③稔（みの）りと穫り入れ

④料理とワラ加工
⑤学校田んぼのおもしろ授業

育て方から食べ方・ワラ細工まで
おもしろ実験とクイズをまじえオールカラーでよくわかる

●都市部の学校でも楽しく取り組めるイネづくり図鑑●人や家畜、　自然の力をいかす知恵と工夫

AB判／上製／各56頁（カラー48頁）／各巻本体2,500円

タガメ・赤とんぼ・ゲンゴロウ・ホタル・タニシ・カエル・ツバメ・メダカ・フナ・ドジョウ・ナ
マズ・クモの一生を写真とていねいな解説で描き、飼い方や増やし方も伝授する環境
学習写真絵本。さまざまな水中生物も紹介。理科の水中生物の学習にも最適！

田んぼは昔から、稲だけでなく、たくさんの生きものが育つゆりかごでした。
でも最近、その生きものたちが少なくなっています。
このシリーズでは、懸命に生きている生きものたちの暮らしを描き、
彼らを守っていくにはどうしたらよいかを考えていきます。

田んぼの生きものたち 農業と人間
全10巻 NDC480 中級・上級・

中学・教師
揃本体
25,000円＋税（昆虫・動物）

●田んぼは現代の環境をうつす鏡
そこに住む生きものたちの暮らしを活写した写真絵本

●21世紀は農業の時代

●タガメ
市川憲平・北添伸夫／文・写真

●カエル
福山欣司／文
前田憲男／写真

●赤とんぼ
新井　裕／文・写真

●ツバメ
神山和夫・佐藤信敏・渡辺　仁／文
佐藤信敏／写真

●ゲンゴロウ
市川憲平／文・写真

●メダカ・フナ・ドジョウ
市川憲平・津田英治／写真・文

●ホタル
大場信義／文・写真

●ナマズ
前畑政善／文・写真

●タニシ
増田　修／文・写真

●クモ
新海栄一・緒方清人／文・写真

専門家なみの知識が得られます
養老孟司氏すいせん

●大きさ比べや子ども100人
とのつな引き（第1巻トラク
タ）など、農業機械のすご
さや魅力にユニークな視点
で迫る

●農業機械のパワーやはたら
きをリアルな写真と分かり
やすいイラストで描く

●作物をあつかう農業機械な
らではのしくみの数々を分
かりやすく解説

いまでも田畑でみかける「くわ」や「かま」、
農業体験や自給的農業でつかわれる「千
歯」や「とうみ」、農業機械に原理が生き
ている「足踏脱穀機」、環境保全や自然エ
ネルギー利用への関心から再び注目され
ている「田打車」や「水車」…。「昔の農具」
は現代に生きている！

●つくり、しくみ、使い方がひと目でわかる！
●時代や地域による違い、改良の工夫
●農具の開発や普及の興味深い背景

第1巻 トラクタ
大きなパワーでどんな作業も

第2巻 田植機
器用な爪できれいにスイスイ

第3巻 管理機
田畑の手入れに大かつやく

第4巻 防除機
作物まもって収穫いっぱい

第1巻 くわ・すき・田打車
たがやす、育てる、草を取る

第2巻 かま・千歯・とうみ
刈り取る、脱穀・選別する

第3巻 うす・きね・水車
つく、ひく、加工する

第5巻 コンバイン
刈り取り・脱穀・選別をいっきに

全1巻 NDC610（総合・農業） 上級・中学・
高校・教師

本体
9,000円＋税

●Ａ4判･オールカラー・３40頁・索引つき●田んぼの環境とのかかわり
●ふ化、成長
●食事
●繁殖
●種類やその分布
●天敵
●生息数が減ったわけ
●保全に向けた取組み
●歴史的・文化的なかかわり
●観察、飼育のポイント
　(生きものクイズつき )

このシリーズの主な内容

完結
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そだててあそぼう
既105巻

●育てて学ぶ食べ物の大切さを知る絵本

緑のBOX（野菜）
全30冊 NDC610 農業・生物 揃本体

54,000 円＋税

黄のBOX（穀類・イモ類・豆類・果物ほか）
全30冊 NDC610 農業・生物 揃本体

54,000 円＋税

赤のBOX（花・特産・家畜ほか）
全30冊 NDC610 農業・生物 揃本体

54,000 円＋税

■トマトの絵本（2年）
■ナスの絵本
■キュウリの絵本（4年）
■カボチャの絵本（5年）
■メロンの絵本
■イチゴの絵本
■ヘチマの絵本（4年）
■スイカの絵本
■ピーマンの絵本

■トウモロコシの絵本（2年）
■イネの絵本（5年）
■ムギの絵本
■ソバの絵本
■アワ・ヒエ・キビの絵本
■サツマイモの絵本（1年）
■ジャガイモの絵本（6年）
■サトイモの絵本
■カキの絵本

■ヒマワリの絵本（3年）
■キクの絵本
■アサガオの絵本（1年）
■チューリップの絵本（1年）
■タケの絵本
■バラの絵本
■カーネーションの絵本
■ユリの絵本
■ワタの絵本

■ニガウリ（ゴーヤー）の絵本（4年）
■オクラの絵本（3年）
■ダイコンの絵本（3年）
■ニンジンの絵本
■カブの絵本
■ネギの絵本
■タマネギの絵本
■ニンニクの絵本
■レンコン（ハス）の絵本

■ブルーベリーの絵本
■ブドウの絵本
■リンゴの絵本
■ミカンの絵本
■ウメの絵本
■イチジクの絵本
■ナシの絵本
■クリの絵本
■サクランボの絵本

■ケナフの絵本（6年）
■アイの絵本
■ベニバナの絵本
■サトウキビの絵本
■ゴマの絵本
■カイコの絵本
■ニワトリの絵本
■ヤギの絵本
■ヒツジの絵本

■レタスの絵本
■キャベツの絵本（2年）
■ホウレンソウの絵本
■アスパラガスの絵本
■ハクサイの絵本
■ブロッコリー・カリフラワーの絵本

■キウイフルーツの絵本
■マンゴーの絵本
■ダイズの絵本（4年）
■ラッカセイの絵本
■シイタケの絵本
■アズキの絵本

■ミツバチの絵本
■ブタの絵本
■乳牛の絵本
■肉牛の絵本
■アイガモの絵本
■ウマの絵本

■ソラマメの絵本
■インゲンマメの絵本（5年）
■ハーブの絵本
■コンニャクの絵本
■ミニトマトの絵本
■菜っぱの絵本

■オリーブの絵本
■ビワの絵本
■モモの絵本
■赤米・黒米の絵本
■山菜の絵本
■きのこの絵本

■チャの絵本
■ヒョウタンの絵本（4年）
■ナタネの絵本
■ホウセンカの絵本
■ウサギの絵本
■コイ・フナの絵本

AB判／各36頁／4色2色
●各巻本体1,800円

推薦（8集）

全90巻 NDC610 農業・生物 揃本体
162,000円＋税

※ 作目で赤字のものは教科書に出てくるもの（学年）です。

◎�失敗しない栽培や家畜の世話のコツ、姿･形や育ち方のおもしろさと観察のポイント、楽しい食べ方や世界
の加工法、おもしろ実験や日本に来るまでの長～い旅の話などを、楽しいイラストとていねいな解説で紹介。

野菜からはじめようかな、
それともフルーツからにしようかな、
そうだ！いっそのことヤギかヒツジを飼ってみよう！

緑黄赤のBOXセット蔵書し
やすい
作物別肥料と土つくりの絵本肥料と土つくりの絵本

全5巻 NDC610 農業・生物 揃本体
9,000円＋税

農作業の絵本農作業の絵本
全5巻 NDC610 農業・生物 揃本体

9,000円＋税

土の絵本土の絵本
全5巻 NDC610 農業・生物 揃本体

9,000円＋税

農文協／編　藤原俊六郎／監修

川城英夫・高橋国昭／編　陣崎草子／絵

いつも身近にあるけど意外と知られていない土の世界。土の中の宝石探
し、泥染め、土壌動物の観察・飼育など、不思議ですごい「土の世界」を日
本土壌肥料学会の編集でまとめられた画期的な絵本。

そだてて
あそぼう
第21集

①土とあそぼう
②土のなかの生きものたち
③作物をそだてる土

④土がつくる風景
⑤環境をまもる土

AB判／各36頁／4色2色
●各巻本体１,８００円

くわはどう持って使う？　畑の土の上
の黒いビニールはなに？　といった
ごく基本的なことからていねいに図
解する「初めてでもできる！わかる！」
実用園芸絵本。
ペットボトルや牛乳パックを使ったや
り方から、良品をとるための発芽ぞろ
え、生育診断のポイントなど上級者
向けレベルアップの内容まで網羅。

そだてて
あそぼう
第20集

AB判／各36頁／4色2色　
●各巻本体１,８００円

①栽培計画と畑の準備
②タネまき・育苗・植えつけ
③野菜の栽培と診断
④果樹の栽培とせん定
⑤収穫・保存・タネとり

有機物ってなあに？落ち葉から雑草、わら、も
みがら、米ぬか、せん定枝、草木灰、生ゴミなど
身近な有機物探しと生かし方。

油かす、鶏ふん、米ぬかなどの使い方と、落ち
葉や生ゴミ、雑草、家畜ふん、コンポスト、段ボ
ールを使った堆肥のつくり方使い方。

こんなにある化学肥料。単肥、普通化成、高度
化成、緩効性、微量要素、葉面散布剤など各種
化学肥料の選び方と使いこなし術。

有機質に土を混ぜて発酵させ、根の近くに施す
発酵肥料（ボカシ肥）で、病気に強くなり味もよく
なる。そのつくり方と使い方。

炭、木酢、カニ殻、ゼオライトから、えひめＡＩ、天恵
緑汁…昔から農家が工夫・利用してきたいろいろ
な資材の選び方と使い方。

①身近な有機物を生かそう

②有機質肥料を生かそう

③化学肥料を生かそう

④発酵肥料を生かそう

⑤いろんな資材を生かそう

日本土壌肥料学会／編

そだてて
あそぼう
第8集

AB判／各36頁／4色2色
●各巻本体１,８００円
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全5巻 NDC748（写真集） 中級・上級・
中学・高校

揃本体
25,000円＋税

全10巻 NDC748（写真集） 中級・上級・
中学・高校

揃本体
50,000円＋税

地域の先人の暮らしと願いを読み解き　地域の絆を強める

先人のさまざまな願い、祈り、感謝の気持ち
を絵に託して描き奉納した、大絵馬。美術品
としても優れたものが多く、地域の歴史民俗
資料としても重要である。全国の村 の々社寺
を訪ねて大絵馬を撮影し、その描かれた背
景にある人 の々暮らしの技や思いを読み解き、
わかりやすくつづる。

民俗学写真家須藤 功 著

民俗学写真家須藤 功 著

大絵馬ものがたり

ＡＢ判／上製 ／各176頁（オールカラー）
各巻本体5,000円

ＡＢ判／上製 ／ 240頁（カラー 8〜16頁）
各巻本体5,000円

①稲作の四季
②諸職の技
③祈りの心
④祭日の情景
⑤昔話と伝説の人びと

昭和の暮らし写真
ものがたり

★ 全国の地方写真家が写した貴重な写真をテーマごと  
に巻構成。

　 21世紀を生きる子ども達にも内容がわかるように物
語風に解説を加えました。おじいさん、おばあさんが、
お父さんお母さんが一緒に読んであげてください。

★ 写真を見て昔を思い出すと心や脳が活性化し、生き
る意欲が出てきます。

　この回想療法にも本書はうってつけです。

①農村 ②山村 ③漁村と島 ④都市と町 
⑤川と湖沼 ⑥子どもたち ⑦人生儀礼
⑧年中行事 ⑨技と知恵 ⑩くつろぎ

貧しくも力をあわせ、誇りにあふれて暮らした
昭和30〜40年代。その知恵とこころを
地方写真家120余名の撮った
貴重な記録映像写真3,500余点で集大成！！

原風景に学ぶ21世紀を生きる知恵
第1集
第2集 NDC367（社会・家族） 各集揃本体

7,200円+税

AＢ判・オールカラー 32頁　総ルビ
●各集揃本体7,200円
●各巻本体1,800円

中級・上級・中学

いのちつぐ
「みとりびと」

けんぶち
絵本の里
大賞受賞

國森康弘（くにもり やすひろ）　

写真家・ジャーナリスト。1974年生まれ。2011年度上野彦馬賞、コ
ニカミノルタ・フォトプレミオ2010を受賞。著書に『家族を看取る』

（平凡社）、『子ども・平和・未来 21世紀の紛争』（岩崎書店、共著全５
巻）、『3・11メルトダウン』（凱風社、共著）などがある。

●写真・文 國森康弘（写真家・ジャーナリスト）

看取りや死を冷たい終末としてではなく、日常
のなかにある次代に「いのちつぐ」ものとして
とらえ、臨場感あふれる写真と文で、〈いのちの
バトンリレー〉 〈いのちの有限性と継承性〉をゆ
たかに描く。

【第2集】
2万もの人がいのちを失った東日本大震災、その
地には、悲しみを刻みながら今を生き、いのちをつ
なぐ人たちがいる。被災地に生きる人の暮らしに
目を向け、〈いのちのバトンリレー〉 〈看取りのすが
た〉、〈寄り添う人々〉をつぶさに描く。

第①巻 恋ちゃんはじめての看取り
̶おおばあちゃんの死と向きあう
ある朝おおばあちゃんの死に直面した小5の恋ちゃんの想いをたどり
ながら、あたたかな看取りの世界を臨場感あふれる写真と文で描く。

第②巻 月になったナミばあちゃん
̶｢旅立ち｣はふるさとで わが家で
一人暮らしのナミばあちゃんを支える家族や地域の人々、医療関係者、
その交流をたどり、自宅での最期を可能にしたケアと看取りを描く。

第③巻 白衣をぬいだドクター花戸
̶暮らしの場でみんなと輪になって
高齢化した農村で在宅医療を支え続ける花戸医師と関係者、いのち
の授業などの多彩な活動を通して、いのちと医療の在り方を考える。

第④巻 いのちのバトンを受けとって
̶看取りは残される人のためにも
人の死を「冷たいもの」から解き放ち「あったかい死」へ、「いのちの
バトンリレー」へ。それを実現した家族9組の看取りの世界を描く。

あゆみ

組見本（「第5巻　

歩未とばあやんのシャボン玉」より）

かれん

第⑤巻 歩未とばあやんのシャボン玉
̶仮設にひびく｢じいやん、ねんね｣
仮設で暮らす老夫婦の楽しみは、孫の歩未ちゃん。歩未ちゃんとばあ
やんは、がんで旅立つじいやんに、しゃぼん玉を贈りました。

第⑥巻 華蓮ちゃん さいごの家族旅行
「̶いのちのバトン」をみなの手に

「長く生きられない」華蓮ちゃんは、最後に大きな目標を立てました。毎
年一番の楽しみだったディズニーランドへの家族旅行。

第⑦巻 ぼくはクマムシになりたかった
̶かあさんに残したさいごの笑顔
仮設で闘病中の勝彦さん。最強のクマムシになりたいと思ったことも
…、最後に望んだのは、おかあさんとの笑顔の写真を残すことでした。

第⑧巻 まちに飛び出したドクターたち
̶南相馬の「いのち」をつなぐ
在宅診療科をつくりまちに飛び出した医師たち、いろんなアイデアを
持ちより、「いのちのバトン」をつなぐ「まちづくり」を始めています。

写真絵本

死を見つめ、「いのち」「絆」を考える写真絵本シリーズ

れん
【第1集】

（第①巻 恋ちゃんはじめての看取り）
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つくって
あそぼう

つくって、食べて、調べよう
自然と文化の総合学習

第1集（全5巻）
とうふの絵本／なっとうの絵本／みその絵本／もちの絵本／そばの絵本

第2集（全5巻）
アイスクリームの絵本／チーズの絵本／ソーセージの絵本／ジャムの絵本／パ
ンの絵本

第3集（全5巻）
砂糖の絵本／塩の絵本

＊
／しょうゆの絵本／酢の絵本／油の絵本

＊光村図書 国語3年下 掲載

第4集（全5巻）
わら加工の絵本／竹細工の絵本／草木染の絵本／火と炭の絵本 火おこし編／
火と炭の絵本 炭焼き編

第6集（全5巻）
藍染の絵本／和紙の絵本／麦わらの絵本／やきものの絵本／箸の絵本

＊

＊東京書籍 国語4年下 掲載

第7集（全5巻）
漬けものの絵本① 塩・みそ・しょうゆ漬け／漬けものの絵本② ぬかみそ・たく
あん・こうじ漬け／梅干しの絵本／キムチの絵本／ピクルスの絵本

第8集（全5巻）
保存食の絵本① 野菜／保存食の絵本② くだもの／保存食の絵本③ 米・麦・豆・
いも／保存食の絵本④ 乳・肉／保存食の絵本⑤ 魚介

AB判／上製／各36頁／各巻本体1,800円　オールカラー（1〜7集）　カラー 32頁・モノクロ4頁（8集）

第5集（全5巻）
すしの絵本／かまぼこの絵本／うどんの絵本／こんにゃくの絵本／茶の絵本

食品編　第1集〜第3集・5集・7集・8集

クラフト編　第4集・6集

手づくり食品に込められた
食の智恵を、
つくって食べて感じる

食育絵本

自分の手をつかい、自然の力を利用して素材を変身させる
おもしろさや不思議さ。

その道のプロが、家庭や学校で失敗せずにつくる
ワザと極意をていねいに手ほどき。

日本への伝播や、地域でちがう加工方法や食べ方。
日本全国から世界まで、いろいろな智恵を発見。

どうしてふくらむ？なぜ固まる？加工の原理やしくみをたのしく体験。

おいしさを引き出す工夫いろいろ。
こんなつくり方、食べ方もあったんだ。おもしろ実験も。

1

3

5

2

4

つくるっておもしろい！

これならできる！つくり方

歴史と文化を実感

なるほど！加工の原理

伝承の味、新しい味

既刊40巻 NDC590（家政学・生活科学）
NDC750（工芸）4集・6集

小学校中学年以上
中学・高校

揃本体
72,000円＋税

世界の食事
食から始める国際理解

●AB判／32頁+解説2頁／オールカラー●各巻本体1,800 円

絵
本

全20巻 NDC590（生活科学） 中級・上級・中学 揃本体
36,000円＋税

❶フランスのごはん 
マルタン・フェノ 絵
❷インドのごはん 
高松良己 絵
❸韓国のごはん 
いずみなほ・星桂介 絵
❹イタリアのごはん 
マルタン・フェノ 絵
❺メキシコのごはん 
高松良己 絵
❻ドイツのごはん 
マルタン・フェノ 絵
❼ブラジルのごはん 
萩原亜紀子 絵

❽中国のごはん 
神谷京 絵
❾タイのごはん 
いずみなほ・星桂介 絵
�トルコのごはん 
高松良己 絵
�モンゴルのごはん 
高松良己 絵
�フィンランドのごはん 
萩原亜紀子 絵
�ベトナムのごはん 
パンジャマン・レイス 絵
�スペインのごはん 
マルタン・フェノ 絵

�ペルーのごはん 
加藤タカ 絵
�ポルトガルのごはん 
マルタン・フェノ 絵
�インドネシアのごはん 
加藤タカ 絵
�ロシアのごはん 
神谷京 絵
�モロッコのごはん 
山本正子 絵
�イギリスのごはん 
萩原亜紀子 絵

銀城康子●文
（ぎんじょう やすこ）

世界各国の一般家庭で食べられているふつうの食事
を、朝昼晩、１週間、四季と描き、家族の暮しぶりや
その国の風土、産業、文化、習慣などがわかる絵本。

全15巻 NDC913（よみもの） 幼児・初級・中級 揃本体
19,995円＋税

食、いのち、しぜんを感じる
たのしいおはなしがいっぱい！

個性あふれる絵本作家たちの食べものおはなしえほん

●B5横変型判／28頁／オールカラー●各巻本体1,333円

天野碧海 さく 山口マオ え

トコロウとテンジロウ
飯野和好 さく 山本 孝 え

ぬ～く ぬく
竹内通雅 さく・え

おたねさん
高部晴市 さく・え

ぼくのひよこ
石井聖岳 さく・え

いもほりきょうだい
ホーリーとホーレ

伊藤秀男 さく・え

うしおくんと
はすひめちゃん

スズキコージ さく 大畑いくの え

そらのおっぱい
かとうまふみ さく・え

ひょろのっぽくん

こしだミカ さく・え

ほな また
中谷靖彦 さく・え

ビッグ パーン！
　　　　 さく・え

よりみちせんべい
早川純子 さく・え

あずきまる
山福朱実 さく・え

ぐるうん ぐるん
井上洋介 えとぶん

どっから たべよう
片山 健 さく・え

おいしいみず

わくわくたべもの

食事にまつわる習慣や、日本では
見られないような料理道具などか
ら、その国の文化や自然背景な
どがわかり、世界を見る新たな視
点が養われます。

その国の代表的な料理のレシピを
紹介しており、実際につくることが
できます。また、同じ素材で日本
風とその国風の料理をつくり比
べ、違いを味わいます。

世界各国の家庭で食べられてい
る日常的な食事を、管理栄養士
の視点からわかりやすく解説して
います。

全4巻 NDC596（家庭・特活） 中級・上級・
中学・教師

揃本体
5,800 円＋税

●ひらめき！食べもの加工 おもしろ実験アイデアブック
●四季の料理 保存のワザ
●山菜・野草の食いしん坊図鑑
●うたって おどって つくれる 絵本 てまえみそのうた

手づくり！楽しい！食育セット
食べもの加工でおもしろ実験したり、歌って踊りながら、
お味噌を仕込んだり、学校で家でできる食育レシピ集。

●手づくり加工で食育できる本、大集合
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「和食：日本人の伝統的な食文化」が ユネスコ世界無形文化遺産に！

全１３巻 NDC590（生活科学） 中級・上級・
中学・高校

揃本体
23,400円＋税

●ＡB判／オールカラー／32頁（15テーマ×2頁）
●各巻本体1,800円

子どもたちに伝え、いっしょにつくる

ふるさとの伝承料理
オールカラーの写真とイラストを豊富に使い地産地消の食文化、
ふるさとの味、日本のおいしさを知るビジュアルブック 伝承料理研究家奥村彪生文

おくむらあやお

❶パクパクいろいろごはん　絵・塚本やすし
❷打ったり練ったりそばとうどん　絵・上田みゆき
❸ヘンシン大豆はえらい　絵・上野直大
❹コトコト煮物　絵・中村学
❺ふうふう鍋もの・汁もの　絵・上田みゆき
❻じっくり漬ける野菜と魚　絵・野村俊夫
❼お日さまサンサン乾物・干もの　絵・仁科幸子
❽春夏秋冬季節のおかず　絵・めぐろみよ
❾ウキウキ甘辛おやつ　絵・野村俊夫
ワイワイみんなでおべんとう　絵・水上みのり
わくわくお正月とおもち　絵・中川学
わっしょいお祭りとすし　絵・上田みゆき
受け継ぎ創る食べごとの文化　絵・上野直大

●ＡB判／オールカラー●各巻本体1,800円 ＊光村国語3下掲載

＊

日本の伝統食材
おくむらあやお作
中川学・絵　萩原一・写真

●なす
●さといも
●だいこん
●にんじん・ごぼう
●だいず

１

２

３

５

４

●いわし
●さば
●さけ
●いか
●海そう

６

７

８

１０

９

各全5巻 NDC590（生活科学）

第1集

第1集

第2集

第2集

つくって、食べて、感じる。日本の食べもののおいしさとおいしさを引き出す
知恵が満載。第1集では野菜を、第2集では魚類と海そうをとりあげた。

1わかる！
食材と日本人のかかわり

2なっとく！
地域性と季節性

3チャレンジ！
伝統的な家庭料理のつくり方

4アイデアいろいろ
現代アレンジや21世紀に残したい料理

●この絵本の特徴●

中級・上級・
中学・高校

揃本体
9,000円＋税

日本の食生活全集
全50巻 NDC380（風習・習慣） 上級・中学・

高校・一般
揃本体
138,100円＋税

各地それぞれの「食と暮ら
し」をおばあさんからの聞
き書きで再現した貴重な
資料。各都道府県別編集。
各巻風土に合わせて地域
区分、四季の食生活・素
材別調理法・保存法・背
景の生産の姿、人の一生
と食など第一級の資料。
49・50 巻は検索巻「日
本の食事事典」素材編・
作り方食べ方編。

「調べ学習」に多くの学校で使われている基礎資料！
各都道府県編集委員会

A5判／上製／平均380頁／カラー口絵付／各巻本体2,762円
地域をテーマで学習する貴重な一次データ

A5判／並製／各巻180〜202頁（うちカラー 48〜104頁）

①北海道・東北1（北海道、アイヌ、青森、岩手、秋田）　本体1,429円

②東北2（宮城、山形、福島）　本体1,238円

③北関東（茨城、栃木、群馬）　本体1,238円

④首都圏（埼玉、千葉、東京、神奈川）　本体1,333円

⑤甲信越（新潟、山梨、長野）　本体1,238円

⑥北陸（富山、石川、福井）　本体1,238円

⑦東海（岐阜、静岡、愛知、三重）　本体1,429円

⑧近畿（滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山）　本体1,714円

⑨中国（鳥取、島根、岡山、広島、山口）　本体1,524円

⑩四国（徳島、香川、愛媛、高知）　本体1,238円

⑪九州1（福岡、佐賀、長崎、熊本）　本体1,238円

⑫九州2（大分、宮崎、鹿児島、沖縄）　本体1,524円

日本列島を縦断し、古老から聞き書き、撮った
多彩な食文化の貴重な記録写真館農文協編

全12巻 NDC383 上級・中学・
高校・一般

揃本体
16,381円＋税（衣食住の習俗）

日本の食文化伝承写真館
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全6巻 NDC610（総合・理科）中級・上級・中学・
高校・一般

揃本体
15,000 円＋税

全8 巻 NDC480（昆虫・動物） 初級・中級・上級 揃本体
14,400 円＋税

A4変型判／各40頁／各巻本体2,500円

鳥獣害を考える

①人はなぜカラスとともだちになれないの？
②イノシシはなぜ田畑に害をあたえるの？ 
③かわいい目のシカが害獣ってどうして？
④人はサルと共存できるの？できないの？
⑤モグラがトンネルをほるとどうなるの？
⑥なぜハクビシン・アライグマは急にふえたの？

●人と共生してきた野生動物の環境変化とこれからを考える絵図鑑

●野生動物がおこす事件にあふれる現代。身のまわりの野生動物たちに目をむけてみよう。

杉田昭栄・江口祐輔・井上雅央・金森弘樹・秋山雅世・古谷益朗／監修

●鳥獣たちのおもしろ生態
●なぜ害獣・害鳥とされるの？
●こんな被害・あんな被害
●わたしたちにできることは？

本シリーズの視点

シリーズ

①テントウムシ観察記
②アゲハチョウ観察記
③セミ観察記

④カタツムリ観察記
⑤カマキリ観察記
⑥クモ観察記

⑦クサカゲロウ観察記
⑧アリジゴクほか観察記

ぼくの庭にきた虫たち

なぜ虫たちは脱皮するの？ 子どもや孫たちの疑問をとことん観察、
図鑑にはない庭のいのちのドラマを解き明かす観察記

佐藤信治／著

写真
絵本

図鑑にはない驚き、発見がいっぱい オールカラー
総ルビ

観察の自由研究に！！

データも豊富

●身近な虫たちの生態や行動を解き明かす写真絵本

①野原であそぼう　②水辺であそぼう　③里山であそぼう 　④里海であそぼう　⑤自然のおくりもの

● 大判 図解家庭園芸 用土と肥料の選び方・使い方　加藤哲郎／著　
● 大判 プロの手ほどき 家庭菜園コツのコツ　水口文夫／著
● 自然農薬のつくり方と使い方 植物エキス・木酢エキス・発酵エキス　農文協／編
● 図解 おもしろ子ども菜園　竹村久生／著
● 図解 学校園の運営 コツのコツ 段取り・栽培・学びのヒント　毛利澄夫／著　中村章伯／絵
● 学校園の栽培便利帳　日本農業教育学会／編
● 新版 家庭菜園の病気と害虫　米山伸吾・木村　裕／著
● プランターで有機栽培 １土つくり・タネとり・苗つくり　安藤康夫／著
● プランターで有機栽培 ２種類別 野菜がよろこぶ育て方　安藤康夫／著

● 田の虫図鑑　宇根豊、日鷹一雅／編著　
●「田んぼの学校」入学編　宇根豊／文　貝原浩／絵
●「田んぼの学校」あそび編　湊秋作／文　トミタイチロー／絵
●「田んぼの学校」まなび編　湊秋作／文　トミタイチロー／絵
● 田んぼビオトープ入門 豊かな生きものがつくる快適農村環境　養父志乃夫／著
● 農家が教える 生きもの田んぼづくり　農文協／編
● バケツで実践 超豪快イネつくり １粒のタネが１万粒に！
　　薄井勝利／監修　農文協／編

AB判／各32頁／各巻本体2,200円

五感をみがく あそびシリーズ

新・学校園しっかり基礎講座

田んぼはエライ・学校田シリーズ

動物たちのビックリ事件簿

全5巻 NDC780（総合・特活） 初級・中級・
上級・中学

揃本体
11,000 円＋税

全9巻 NDC610（技術家庭） 中級・上級・
中学・教師

揃本体
15,598 円＋税

全7巻 NDC610（総合・理科） 中級・上級・教師 揃本体
11,485 円＋税

全4巻 NDC480（動物） 初級・中級・
上級・中学

揃本体
9,600 円＋税

●五感を楽しい遊びで磨き里山里海の大切さを自然に身につける絵本

●プロが手ほどく栽培学習の基本図書

●学校田をうまく作るためのノウハウがいっぱいの本を集めました。

山田卓三 監修　
兵庫教育大学・名古屋芸術大学名誉教
授。長年にたって、原体験教育や環境
教育の実践指導に取り組んでいる。

奥山英治 絵
日本野生生物研究所代表。すべての
フィールドと生きものに精通し、アウ
トドア雑誌やネイチャーイベントの講
師などとして活躍中。

AB判／各32頁／各巻本体1,800円

AＢ判・オールカラー 36頁 総ルビ ●全4巻揃本体9,600円 ●各巻本体2,400円
●写真・文 宮崎 学（自然界の報道写真家）

最近、野生動物がおこす事件を見聞きすることがふえてきた。クマが町や里に出没したり、イノ
シシ、シカ、サルが農作物を食いあらしたり、人をおそってケガをおわせたり、外来動物が野山
で繁殖して生態系をこわしたり…。現代は、まるで人間が野生動物に包囲されているかのよう。
このシリーズでは、そんな現代の野生動物の知られざる暮らしや生態、さまざまな環境に生き
るたくましさを、ロボットカメラでとらえた写真と物語性ある文章で描く。活動開始40年を迎
えた動物カメラマン・宮崎学の記念的出版。

第1巻
巣づくりにハンガーをつかうカラス、森のリス
がみせた宙返り、キツツキと木の意外なかか
わり、木の皮をはぎにくるツキノワグマなど。

第2巻
夜な夜なトイレにやってくるシカ、カメラにい
たずらするツキノワグマ、猛獣の声の主・キョ
ン、都会にすみつくクマネズミなど。

第3巻
お墓のお供えをぬすむサル、おなかを上にし
てねむるムササビ、森にトンネルをほるヒミズ
とそれを利用するネズミたちなど。

第4巻 
駅で大群になってねむるカラス、人家のすぐ
近くでえさをたべるツキノワグマ、「神さまの
使い」オコジョの正体、雪原の足跡の主探し
など。

「プランターで有機栽培 １・２」で土壌動物や微生物の力をとことん生かした栽培に挑戦しよう！

「バケツで実践 超豪快イネつくり」１粒のタネが１万粒に！
バケツイネコンクールに応募しよう！

新刊 

新刊 

新刊 



2015年は国連が定めた「国際土壌年（IYS2015）」です。
イラスト なかむら しんいちろう：土の絵本⑤環境をまもる土 より
人類の生活において土壌が担う基本的な役割をもっと知ろうという年です。
わたしたちの食糧の生産や環境保全にも大きくかかわる土について学びましょう。
写真は土について総合的に学べる「土の絵本 全５巻」「肥料と土の絵本 全５巻」
そだててあそぼうシリーズの第８集と第２１集です。（5頁に掲載しています。）
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頁 新規 ＮＤＣ シリーズ名 コード 本体価 ご注文

1 新刊 700 かこさとし　あそびの大事典　大宇宙編 978-4-540-14253-6 15,000

1 　 450 かこさとしの自然のしくみ地球のちから 全10巻 978-4-540-05150-0 18,000

2 新刊 610 農家になろう 第2集 全5巻 978-4-540-14102-7 9,500

2 610 農家になろう 第1集 全5巻 978-4-540-12183-8 9,500

3 完結 480 田んぼの生きものたち 全10巻 978-4-540-14189-8 25,000

3 610 シリーズ 昔の農具 978-4-540-12163-0 6,600

4 610 ビュジュアル大事典 農業と人間 978-4-540-12218-7 9,000

4  610 シリーズ はたらく農業機械 全5巻 978-4-540-11250-8 11,000

4  610 写真でわかる ぼくらのイネつくり 全5巻 978-4-540-01117-7 9,000

5 610 そだててあそぼう 第21集 肥料と土つくりの絵本 全5巻 978-4-540-12240-8 9,000

5 610 そだててあそぼう 第8集 土の絵本 全5巻 978-4-540-01007-1 9,000

5   610 そだててあそぼう 第20集 農作業の絵本 全5巻 978-4-540-10108-3 9,000

6 610 そだててあそぼう 緑のBOX（野菜） 全30冊 978-4-540-10280-6 54,000

6  610 そだててあそぼう 黄のBOX（穀類・イモ類・豆類・果物ほか） 全30冊 978-4-540-10281-3 54,000

6  610 そだててあそぼう 赤のBOX（花・特産・家畜ほか） 全30冊 978-4-540-10282-0 54,000

7 367 写真絵本 いのちつぐ 「みとりびと」第1集 全4巻 978-4-540-11264-5 7,200

7 367 写真絵本 いのちつぐ 「みとりびと」第2集 全4巻 978-4-540-12164-7 7,200

8 748 写真ものがたり昭和の暮らし 全10巻 978-4-540-07007-5 50,000

8 748 大絵馬ものがたり 全5巻 978-4-540-09138-4 25,000

9 590 つくってあそぼう 第1集 全5巻 978-4-540-03200-4 9,000

9 590 つくってあそぼう 第2集 全5巻 978-4-540-04163-1 9,000

9 590 つくってあそぼう 第3集 全5巻 978-4-540-05202-6 9,000

9 750 つくってあそぼう 第4集 全5巻 978-4-540-05208-8 9,000

9 590 つくってあそぼう 第5集 全5巻 978-4-540-06215-5 9,000

9 750 つくってあそぼう 第6集 全5巻 978-4-540-07201-7 9,000

9 590 つくってあそぼう 第7集 全5巻 978-4-540-08174-3 9,000

9 590 つくってあそぼう 第8集 全5巻 978-4-540-11131-0 9,000

9 596 手作り！ 楽しい！ 食育セット 全4巻 54N00959 5,800

10 590 絵本 世界の食事 全20巻 978-4-540-10278-3 36,000

10 913 わくわくたべもの おはなしえほん 全15巻 978-4-540-08303-7 19,995

11 590 おくむらあやお ふるさとの伝承料理 全13巻 978-4-540-06102-8 23,400

11 590 おもしろふしぎ 日本の伝統食材 第1集 全5巻 978-4-540-07134-8 9,000

11 590 おもしろふしぎ 日本の伝統食材 第2集 全5巻 978-4-540-08168-2 9,000

12 380 日本の食生活全集 全50巻 978-4-540-84052-4 138,100

12 383 伝承写真館 日本の食文化 全12巻 978-4-540-06223-0 16,381

13 480 動物たちのビックリ事件簿 全4巻 978-4-540-14108-9 9,600

13 610 シリーズ 鳥獣害を考える 全6巻 978-4-540-10258-5 15,000

13 480 写真絵本 ぼくの庭にきた虫たち 全8巻 978-4-540-09279-4 14,400

14 610 新・学校園しっかり基礎講座 全９巻 54N00961 15,598

14 610 田んぼはエライ・学校田シリーズ 全７巻 54N00963 11,485

14 780 五感をみがくあそびシリーズ 全5巻 978-4-540-10252-3 11,000

〒107-8668 東京都港区赤坂 7-6-1　TEL.03-3585-1142 FAX.03-3585-3668
http://www.ruralnet.or.jp農文協

自然と人を結ぶ

  　　月　　　日　　合計　　　点　　セット　￥●注文専用 FAX 03（3585）3668
取扱ご住所 ( 〒　　　　　-　　　　　　　） 校名

TEL　　　　　（　　　　　　　） FAX　　　　　（　　　　　　　）

ご担当


