単なる「過去」ではない。遠い国の「ニュース」でもない。
戦争は「文学」となって、新しい世代の中で生き続ける―。
せ

今だから頭に入る
数学の“めくるめく魅力”

今だからこそ、ひとりの親として
伝えたいことがある。

「何のために公式を覚えなくちゃいけ
ないの？」数学が苦手だった人はこうい
った感覚を持っていた事でしょう。でも
その「何のために」を知れば、数学はと
てもおもしろい論理ゲームです。数学が
「どこで、どのように使われているか」
をわかりやすく
解説します。

オバマ大統領は、２人の最愛の娘にむけ
てこの絵本を書きました。本で紹介され
るのは、社会に大きな影響を与えた１３
人の人物です。けれど特別な人だけが力
をもつのではない、と大統領は言いま
す。あなたもまた、世界を変えられる大
切な人間のひと
りなのです。

中学･高校数学の
ほんとうの使い道
実業之日本社
京極一樹
税込 800 円

次の世代に伝えておきたい、
学校・教室での基礎基本。
ベテラン教師が、教師生活におけるさま
ざまな問題の解決方法や、コツを伝える
親が読んでも納得の１冊。
子供達に学ぶ意欲や、その面白さを喚起
し、そのための自問自答を繰り返す。
これこそが、教師の道であると説く！

きみたちに
きみたちに
おくるうた
明石書店
ﾊﾞﾗｸ･ｵﾊﾞﾏ
税込 1,575 円
サッカー日本代表 長谷部選手が紹介
読売新聞書評欄や、長谷部選手の著書
で現在話題の「心を整える。」の中でも紹
介されました。

集英社創業
85 周年記念企画

ん

そ

う

と

ぶ

ん

が

く

戦争×文学

全 20 巻+別巻１
別巻１
セット予価
セット予価 79,380 円

戦後世代の
戦後世代の新たな視点
たな視点に
視点に立ち、
今だからこそ
だからこそ編
むことが可能
可能になった
になった、
しい文学全集
文学全集。
編むことが
可能
になった
、全く新しい
文学全集
。
○特徴○

○刊行スケジュール○

＊新しい世代の視点を反映さ
せたこれまでにない全集！
＊気軽に読みやすい中・短編小
説が中心！
＊多くの単行本未収録作品を
発掘！
＊わかりやすい巻構成と詩歌
など幅広い収録分野！
＊収録作品のイメージが膨ら
むカラー口絵付き！
＊年表・地図・資料も充実！

第 1 回配本(各税込：3,570
円)
回配本
⑧「アジア太平洋戦争」
⑨「ヒロシマ・ナガサキ」
第 2 回配本(8
回配本 月 5 日発売予定)
④「9・11 変容する戦争」
第 3 回配本(9
回配本 月 5 日発売予定)
⑤「イマジネーションの戦争」
以降、毎月 5 日頃一巻ずつ刊行。
(予価 3,780 円～3,990 円)

ひとりぼっちは「自分づくりの時間」
。
気がつけばスーッと心が楽になる、強く
なる。自分の弱さ、欠点をプラスに変え
る 51 の習慣。

e-hon
きみ、ひとを
育む教師ならば
ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏｼﾆｽﾄ社
岡崎勝
税込 1,575 円

幸せを呼ぶ
孤独力
青萠堂
斎藤茂田
税込 1,260 円

ブックラック

☆オンラインでの注文
オンラインでの注文も
注文も可能です
可能です☆
です☆
e-hon→
hon→ http://www.ehttp://www.e-hon.ne.jp
ブックラック→
ブックラック→ http://www.bookrack.jp/ (利用書店登録
(利用書店登録キー
利用書店登録キー：
キー： tchskzax)

Tel 099-206-5501 Fax 099-206-5505
ホームページ http://www.b-taiyo.co.jp/
アドレス b-taiyo@b-taiyo.co.jp

13 歳からの東大合格
からの東大合格
英単語ノート
英単語ノート

双葉社
著者:
著者:渡辺憲司
税込:
税込:１２６０

13 歳から始められる
東大が狙える英単語帳。
例文を声に出して読む
↓
そこに出てくる単語を覚える
↓
その単語に関連する単語も
芋づる式に覚える！！
この３つの方針で、必須語が
ラクラク覚えられる
トレーニング・ブック。

震災後にツイッター等で
大きく広まった、
「卒業式を中止した立教新
座高校３年生諸君へ。」
の校長先生が、この春
高校を卒業した震災後の
日本を生きる全国の１８歳
男女に向けて、あらためて
「贈る言葉」として語り下ろし
ました。かつて 18 歳だった
すべての人へも。

地球って、どうなってるんだろう？
地震のしくみ、水のはたらき、環境・・・
大地で起こっていることを科学で解
く！躍動感あふれる豊富な写真を満載
したでんじろう先生推薦のシリーズ！
↓見開きイメージ↓

小学館
著者 中島克治 一一一一
税込 １３６５円円円円

ＰＨＰ研究所
著者 小野 田博 一

:::: ::::

税込 １３６５円円円円

:::: ::::

勉強グセと
勉強グセと想像力
グセと想像力が
想像力が身につく

中学生のための
中学生のための
読解力を
読解力を伸ばす魔法
ばす魔法の
魔法の本棚

秋田県式家庭学習ノート
秋田県式家庭学習ノート
勉強ができるだけではない！
心の幅と想像力を広げ、
「生きていく力」をつける
教育が秋田にはあった。
子どもをやる気にさせる
親のかかわり方とは？
全国学力テスト連続
日本一の秘密とは。

時に海を 見よ
これからの日本
これからの日本を
日本を生きる君
きる君に贈る

主婦の友社
編集:
編集:主婦の友社
税込:1365
税込:1365 円

人間力をつけ、学習能力を
伸ばすための読書とは？
名門麻布学園の読解力を
高めるためのメソッドを紹
介。思春期の子供の特徴を
とらえ、家庭でできる子供の
伸ばし方を具体的にアドバイ
ス。巻末には、小説から哲学
まで全２０５冊のおすすめブ
ックリストを掲載。

『こども大図鑑
こども大図鑑』
大図鑑』シリーズの特色
シリーズの特色
―圧倒的なヴィジュアル
圧倒的なヴィジュアル！
なヴィジュアル！―
躍動感あふれる写真を豊富にのせ、今までになかったアイデアいっぱいの
見せ方で、工夫をこらしています。

―世界のこどもたちが
世界のこどもたちが読
のこどもたちが読んでいる！
んでいる！―
情報量が豊富かもしれませんが、これが世界標準の内容です。
少しレベルの高いテーマも写真やレイアウトで分かり易く表現しています。

―地球の
地球の全てを 1 冊で紹介！
紹介！エコロジー時代
エコロジー時代に
時代に必要な
必要な知識もいっぱい
知識もいっぱい！
もいっぱい！―
地球の誕生、火山や鉱物、水の役割、気候と生物、人類の影響まで、地球の全てを大迫
力で紹介します。また、気候の変化、環境の変化のなかで、わたしたち人類の役割とは
何なのか、21 世紀のこどもたちにとって大切な環境の考え方を説明します。

