付いた、函入り特別版

税込 ２２２２，，，， ０００円円円円

((((

発売予定

「石川遼、20
「石川遼、20 歳」
日本テレビ放送網
柳沢英俊
税込 1,200 円

「池上彰のお金の学校」
朝日新聞出版
池上彰
税込 798 円

「面白いほど
よくわかる平家物語」
日本文芸社
金谷俊一郎 税込 1,470 円

両親への想い、母に捧げ
て描いた絵本、恩師への
感謝、将来の夢、インタ
ビューが上手なわけ、賞
金を被災地に寄付する
という決意…、20 歳の
遼くんに 20 の質問。

そもそも、お金とは何で
し ょ う ？ 金 利と は ？ 株
と は ？ わ か って い る よ
うでわかっていない、お
金のしくみを徹底解説。
基 礎 が わ か れば お 金 の
流れがすんなりわか
る！

来年度の NHK 大河ドラマ化
決定！！
原作の各段を読みやすい
現代語訳で紹介。
作品世界をコンパクトに
解説された書籍です。

))))

11 月下旬

「かごしまの食食食食」の教科書であり、

『あおぞらリボン』が

次代に伝える「食食食食の手引書」です。

物語の鍵となる絵本

開港舎

デビュー作の絵本『あおぞ
らリボン』がベストセラー
となった陽子と、新聞記者
の晴美は親友同士。
ともに幼いころ親に捨てら
れた過去を持つ。
ある日、
「真実を公表しなけ
れば、息子の命はない」と
いう脅迫状とともに、陽子
の息子が誘拐された。
「真実」とは何か…。
今冬ドラマ化決定！

双葉社「境遇」
湊かなえ
税込 1,470 円

本土から
本土から与論
から与論まで
与論まで、
まで、ふるさとの食材
ふるさとの食材と
食材と郷土料理
レシピを写真付
写真付オールカラ
オールカラーで
ーで掲載
掲載！
約 200 レシピを
写真付
オールカラ
ーで
掲載
！
生産者の
生産者の紹介や
紹介や、黒豚の
黒豚の甘辛煮、
甘辛煮、がねなど
四季別に
厳選した
した郷土料理
郷土料理が
色鮮やかに
やかに並
びます。
四季別
に厳選
した
郷土料理
が色鮮
やかに
並びます
。
e-hon

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

本文 2 色刷りと、かつてない豪華愛蔵本！
☆美しい日本語訳で、アンデルセンの魅力を新発見！
☆全 2 巻（Ⅰ・Ⅱ）分売不可

４， ８３０円

☆上製本・布装・金箔押し・豪華函入り・天金・

「知りたいコト」
りたいコト」がぜんぶわかる
小学館

オリジナル挿画を全点収録しています。

こど も大 百科 キ ッズペデ ィア

☆日本初！デンマーク初版本(1850 年)の

アンデ ルセ ン童話名作集 Ⅰ ･
Ⅱ

156 編の童話の中から珠玉の 20 編を厳選！

Ｈ． Ｃ． アンデ ルセ ン ６， ０９０円

☆心に残る代表作から語り継がれる名作まで、

静山社

生きることの喜
きることの喜びと
哀しみをうたった
大人が
大人が読むアンデルセン

☆身近なものから宇宙まで、見開きでひとつの
テーマを掘り下げます。
☆カラー写真とイラストが約 4000 点。
圧倒的な情報量で迫ります。
☆ていねいな図解により、ものごとの仕組みや
働きがよくわかります。
☆小学校高学年向けの内容も豊富。
成長に合わせ、長い間役立ちます。
☆教科書との対応を学年・教科で表示。
教科書と相互補完的に使えます。

クリスマスのまえのよる
主婦の友社 ｸﾚﾒﾝﾄ･ｸﾗｰｸ･ﾑｰｱ
1,260 円
くつしたサイズの絵本で、
プレゼントにぴったり！！
色彩の魔術師、
ロジャー・デュボアザンの
味わい深い絵で、
宝石のような絵本に。
※すべて税込表示です。

ぞうくんの
クリスマスプレゼント

1001 の
クリスマスをさがせ！
クリスマスをさがせ！

あかね書房 セシル・ジョスリン
1,050 円

PHP 研究所 アレックス･フリス
1,365 円

明日はクリスマス。
ぞうくんは家族みんなに秘密の
願いごとを聞いてまわります。
家族のためにプレゼントを用意
するぞうくんの姿が愛らしい、
心温まるお話。

サンタの工房、真冬の舞踏会、
南国のクリスマス…。
一年で一番わくわくするクリスマ
スは、サンタも助手も準備で大忙
し。クリスマスに関係する 1001
の探し物を見つけられるかな。

奇跡の
奇跡の教室

銀の匙

小学館 伊藤氏貴
1,365 円

角川文庫 中勘助
420 円

1 冊の文庫本「銀の匙」を 3 年
かけて読む授業で、無名校を東
大合格 1 位に導いた、98 歳の
橋本武。伝説教師の言葉･人生
からひもとく脱ゆとり教育への
解答、そして 21 世紀に成功す
るための勉強法の極意に迫る！！

灘校の教師・橋本武先生が
この本を教材にした理由は
「主人公が成長していく過程を、
生徒も自分に重ねる事ができる
し、美しい日本語が魅力的だっ
たから」と語る。漱石が未曽有の
秀作として絶賛した名作です。

