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国語・英語をまなぶ2000冊
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A5・320頁 定価（本体7,600円＋税） ISBN978-4-8169-2330-2
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「話す」
「書く」
「聞く」
「読む」など言葉について
子どもの学びをサポートする書を探せる！
【見出し項目】

●「漢字」
「ことわざ」
「手紙」
「作文」
「会話」
など、各種刊行されている言葉（国語・
英語・その他の外国語）に関する児童書

国語
辞書・辞典

国語辞典／漢和辞典・漢字辞典

をガイドする初のツールです。「子ども

国語教科全般

の本」シリーズ最新刊。

ことば・文字

●最近 20 年間に刊行された 2,679 冊を、わ
かりやすく具体的なテーマごとに分類・
収録しました。

ゆっくりがいい人に／日本語に慣れない人に
かなから始める／漢字を知る／ことばで遊ぶ／熟語を知る／語源を調
べる／ことわざを知る／ことば・文のしくみ／方言を知る／正しい敬語・
あいさつ

読む・書く

読書をしよう／物語を読む／詩を読む・書く／短歌・俳句を読む・作
る／説明文を読む・書く／日記・手紙文を読む・書く／古文・古典を
読む／漢文・漢詩を読む／文章を書く―作文／文字を書く―書写

話す・聞く

●各図書には基本的な書誌事項および内容

朗読・発表をする／話し合いをしよう

紹介を記載、子どもの学びを支援する選
書に役立ちます。
●「書名索引」「事項名索引」付き。

英語
英語の辞書・辞典

英和辞典／和英辞典

英語ということば

ABCから始めよう／英語で遊ぼう／英語で歌おう／英語を書いてみよ
う／英語で話そう／英語で国際理解

英語で読んでみよう

英語で読む絵本・物語／英語で読む日本の絵本・物語／英語で読む昔話・
名作
2017.1

子どもの本 国語・英語をまなぶ2000冊
定価（本体7,600円＋税） ISBN978-4-8169-2330-2

冊

冊

『子どもの本

国語・英語をまなぶ2000冊』内容見本

国語

ことば・文字
◆ことばで遊ぶ

える―替え歌〔ほか〕
内容 イメージをふくらませて、ことばであそ
んでみよう。「パロディ」「なぞかけ」「替
え歌」…。ひらめきのある作品がつくれるか
な？あそびながら、日本語の表現力が身につ
くシリーズ。小学校中学年から。

『ととのいました！―おやこで「脳活」！
なぞかけドリル』 Wコロン著 東邦出版
2010.10 144p 19cm 952円 I 978-48094-0900-4 N 807.9
『みんなでグルグル回文あそび金の巻』
ながたみかこ文，どいまき絵 汐文社
2010.8 79p 20cm 1500円 I 978-48113-8699-7 N 807.9
回文ってなに？，回文のルール，金の回
文大集合！，お仕事回文大集合！，回文ク
イズ，回文の作り方
内容 上から読んでも、下から読んでも同じ言
葉になる回文。今回は金色にピカピカ光る回
文や、職業の回文などを紹介。
目次

『あそんで身につく日本語表現力4 ひ
らめきであそぼう！―表現力をのばす』
半沢幹一監修 偕成社 2010.4 111p
22cm 1500円 I 978-4-03-541540-4
N 807.9
ニックネームをつけよう―あだ名，にて
いるものを連想しよう―見立て，かってに説
明楽しく理解―定義文，「ナンセンス」カル
タあそび，なぞなぞをつくろう―二段なぞ，
なぞかけ王をめざせ！―三段なぞ，上の句を
バッチリきめよう―前句づけ，キャッチフレ
ーズをつくろう―広告コピー，パロディーで
あそぼう―パロディー，かえ歌はかえって歌
目次

『みんなでびっくり！変身ことば神のみぞ
知る神のみそ汁の巻』ながたみかこ
文，どいまき絵 汐文社 2010.3 78p
20cm 1500円 I 978-4-8113-8639-3
N 807.9
内容 言葉が変身するって考えたことある？
マルやテンをとったり、いれたり、言葉の句
切りを変えてみたりすると、ほら、まるで別
の文章に。変身する言葉たちで楽しみましょ
う。

英語

『あそんで身につく日本語表現力1 声に
出してあそぼう！―ことばのリズムを知
◆英語で遊ぼう
る』半沢幹一監修
偕成社 2010.2
『発音が身につくしりとり英語』いなばし
111p
22cm
1500円
I 978-4-03げかつ文，のぶみ絵 ほるぷ出版
541510-7
807.9
2010.3 2N冊（セット）22
× 23cm〈付属

最初はしりとり―しりとり，あいさつに
資料：CD1，ポスター
1〉 5800 円
続けることば―無駄口，あたまの音が同じこ
I 978-4-593-09904-7
とば―頭韻，おしりの音が同じことば―脚韻
目次 STEP1 バス・ストゥリート―文字もいっ
，あたまとおしりが同じことば―頭脚同音，
しょ！， STEP2 パーク・ケイヂ―文字がちが
あたまを読めば一つのことば―アねる―つみ
う！
あげ文，同じ音でもちがう意味―同音異義語
内容 しりとりで音のつながりを意識でき、自
，てんでニッコリまるで変身！―清音と濁音
然に英語の発音が身につきます。小学校低学
年〜高学年向き。
目次

『こども英語学習トランプ動詞第 2 集』
山口俊治 ,T.D. ミントン監修 語学春秋
社 〔2009.2〕 37p 21cm〈付属資
料：CD1〉 2200 円 I 978-4-87568-7047

選書に便利な
目次・内容

トランプの構成と遊び方，トランプ英単
語 104 語，トランプ英文 104，遊び方（英語ト
ランプゲーム，単語を使ってのカルタゲーム，
文例を使ってのカルタゲーム），アルファベッ
トの発音のしかた
内容 英語学習の入門段階で習得しておきたい
動詞 104 語を新たに厳選し、文例とあわせて、
遊びの中でたのしく無理なく覚えることがで
きる画期的な教材。
目次

科学を楽しむ3000冊

英語ということば
『幼児から小学生まで使える！『英語の
ゲ ー ム ＆ ク ラ フ ト 集 』』 ア ル ク キ ッ ズ
英語編集部編 アルク 2006.10 128p
28 × 21cm （子ども英語 BOOKS）〈付
属資料：CD1〉2380 円 I 4-7574-10654
幼児向けクラフト編（動物，食べ物，数，
形，家族ほか）
，小学生向けワークシート編（食
べ物，乗り物，天気・季節・曜日，街のなか，
道案内ほか）
内容 児童英語教育界をリードする 10 名の著
者による、ゲームのシートや工作の型紙を集
めた便利な 1 冊です。学習テーマや季節のイベ
ントにあわせて、すぐに使えるものばかり！
教室のレッスンでも、小学校の英語活動でも
活躍します。
目次

『英語のゲーム音であそぼう―
SANSEIDO S GAME BOOK 1』下
薫著 三省堂 2005.3 63p 26×
21cm （SANSEIDO Kids Selection）
〈付属資料：CD1 〉 1900円 I 4-38536224-6
目次 アルファベットでお口のたいそう，洋服
はどんな色？，ミサの家族しょうかい，だれ
の鳴き声かな？，くだものと野菜さがし，数
字と形のめいろへようこそ，なわとび歌で遊

もっと知りたい、もっと読みたい、
子どもたちの「もっと」にこたえる

●理科・算数分野の2,922冊を収録

子どもの本

学習の基本となる国語や
すべての公立小学校で
始まった英語教育に役立つ！

A5・410頁 定価（本体7,600円＋税） ISBN978-4-8169-2271-8

2010.8刊

A5・300頁 定価（本体7,600円＋税） ISBN978-4-8169-2270-1

2010.8刊

A5・350頁 定価（本体6,600円＋税） ISBN978-4-8169-2202-2

2009.8刊

A5・320頁 定価（本体6,600円＋税） ISBN978-4-8169-2201-5

2009.8刊

A5・570頁 定価（本体4,700円＋税） ISBN978-4-8169-1895-7

2005.8刊

A5・560頁 定価（本体4,700円＋税） ISBN978-4-8169-1894-0

2005.8刊

●歴史分野の2,257冊を収録

歴史にふれる2000冊

好
評
既
刊

子どもの本

子
ど
も
の
本
シ
リ
ー
ズ

●古今東西の著名人の伝記2,237冊を収録

●地理・現代社会分野の2,462冊を収録

子どもの本
子どもの本

社会がわかる2000冊
伝記を調べる2000冊

●海外作家221人の7,269冊を収録

子どもの本

世界の児童文学7000

●現代日本人作家159人の5,926冊を収録

子どもの本

現代日本の創作5000

●明治・大正・昭和期の作家204人の6,027冊を収録

子どもの本

日本の名作童話6000

A5・390頁 定価（本体4,700円＋税） ISBN978-4-8169-1893-3

2005.2刊

