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オールカラー
マンガ　算数に自信がつく!数字の世界

1 月中旬発行予定1月中旬発行予定

小学生に向け、算数をマンガで紹介する 1冊。数のきまりから、少数、分数、約数や
倍数、割合、比、単位まで、つまづきがちな項目を中心に、楽しいストーリーマンガ
とコラムで解説します。教科書の内容は押さえつつ、0の性質や素数の不思議など、
一歩進んだ数学の魅力も垣間見せます。

日本国憲法とは、日本の国のあり方を示した最高法規です。本書では、日本人として
最低限知っておきたい憲法の理念を解説しました。前文と主要条文について、身近な
例に引き寄せた 4コママンガや、やさしい文章とイラストで説明しています。子ども
から大人まで、家族で読んでいただきたい 1冊です。

ISBN：978-4-8163-6574-4 予価 1,200 円
A5判　224ページ　4色　C8032

　

ISBN：978-4-8163-6574-4 予価 1,200 円
A5判　224ページ　4色　C8032

　

6574

1 月中旬発行予定1月中旬発行予定

ISBN：978-4-8163-6585-0 予価 1,000 円
Ａ5判　192ページ　4色　C8041

6585

contents

オールカラー 
マンガで楽しくわかる日本国憲法

著者
齋田雅彦（サイタマサヒコ）
「齋田算数理科教室」塾長。2013年に小・中学生
対象の理系専門塾「齋田算数理科教室」を千代田区
お茶の水に開校。生徒の気持ちを考えながら行う授
業には定評がある。文章題や図形問題を「1解法」
を使って解くことにおもしろみを見つけ、日々生徒
に伝授している。

1 章　整数の計算
2章　少数・分数の計算
3章　約数と倍数
4章　平均・割合・比
5章　単位・時計・暦

contents

ナースのミカタ！

■日本国憲法前文
■第 1章　天皇
■第 2章　戦争の放棄
■第 3章　国民の権利及び義務
■第 4章　国会
■第 5条　内閣
■第 6条　司法
■第 7条　財政
■第 8条　地方自治
■第 9条　改正
■第 10 条　最高法規
■日本国憲法全文

監修者
川岸 令和（かわぎし・のりかず）
1962年大阪府出身。早稲田大学政経学部在学中に司法試験に
合格。イェール大学ロースクールに留学後、2002年に早稲田
大学政治経済学部教授、2004年より同大学院法務研究科教授
を兼任する。

ナツメ社 指定配本は5冊以上からとなります。
※4冊以下と締切後のご注文は追加扱いと
させていただきます。1-1 1-2
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小社担当者

ISBN

CD付き 子どもの表現力を育む 1～5歳のたのしいリトミック
1 月中旬発行予定1月中旬発行予定

リトミックとは、音楽、動き、言葉によって、「表現したい気持ち」を育てる音楽教育のことです。身体を動かし、五感をフルに使って、
音楽を感じ、身体で表現していきます。本書の付録CDの音楽に合わせて、実践することができます。各年齢に合った動き、音楽を紹介
していますので、使いやすいはずです。

ISBN 978-4-8163-6579-9　 予価 2,200 円 AB判　228ページ　2色  C3337

6579

１歳のリトミックのテーマ
２歳のリトミックのテーマ
３歳のリトミックのテーマ
４歳のリトミックのテーマ
５歳のリトミックのテーマ

contents

監修者
神原雅之（カンバラマサユキ）
広島県生まれ。京都女子大学教授。エリザベト音楽大学非常勤講師。国立音楽大学教
育音楽学科第Ⅱ類卒業、広島大学大学院学校教育研究科修了（教育学修士）。これま
でに広島文教女子大学教授、同大学附属幼稚園園長補佐、広島大学非常勤講師、国立
音楽大学教授（副学長）などを歴任し、2018 年から現職。近年は、『こどもちゃれんじ』
（ベネッセコーポレーション）のリトミック監修も担当。NPO法人リトミック研究セ

ンター理事、広島音楽アカデミー顧問、日本ダルクローズ音楽教育学会理事、日本音
楽教育学会会員、日本保育学会会員。著書は『幼児のための音楽教育』（教育芸術社）、
『子どものためのリトミックde発表会』（明治図書）、『ピアノレッスンのためのリトミッ
ク』（カワイ出版）ほか多数。

ナツメ社 指定配本は5冊以上からとなります。
※4冊以下と締切後のご注文は追加扱いと
させていただきます。1-3
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小社担当者
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基礎からトレンドまで　知っておきたいＬＧＢＴ（仮）
1 月中旬発行予定1月中旬発行予定

LGBTにまつわる基礎的な知識を、はじめて学ぶ人にも理解しやすいようにまとめた書籍です。「性自認」「性的指向」といった基本的な
用語解説のほか、カミングアウトや学校教育、当事者の健康、法律上の問題、地自体の取り組み、市民生活など、さまざまなアプローチ
から LGBTについて論じています。

ISBN 978-4-8163-6582-9　 予価 1,600 円  四六判　264ページ　2色  C0036

6582

プロローグ　「性」は多様
第 1章　自分の性はどう伝える？　周りはどう受け止める？
第 2章　どうしたら学校は過ごしやすい場所になる？
第 3章　性的マイノリティの心と体の健康
第 4章　性的マイノリティをとりまく法律上の問題を考える
第 5章　自治体の取り組みと課題
第 6章　社会生活ではどんな問題が起こっている？
第 7章　生物学的性別も男女の 2つでは語れない
第 8章　未定
特別編　LGBTについて調査・研究するとき
エピローグ　LGBT言説のその先

contents

著者
石田仁（いしだ・ひとし）
1975 年生まれ。中央大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得退学。
現在は成蹊大学非常勤講師。

スッキリわかる！

ナツメ社 指定配本は5冊以上からとなります。
※4冊以下と締切後のご注文は追加扱いと
させていただきます。1-4
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小社担当者
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科学史ひらめき図鑑（仮）
1 月中旬発行予定1月中旬発行予定

燦然と輝く発見・発明にも、必ずあった「行き詰まり」。本書は、そんな苦難を乗り越えるきっかけとなった、科学者達の「ひらめきの瞬間」
に焦点を当て、ビジネスパーソン向けに紹介しました。ピタゴラスから山中伸弥まで、各時代の天才達が導き出した「論理的ひらめき」
を豊富なイラストで解説します。

ISBN 978-4-8163-6583-6　 予価 1,800 円  A5 判　320ページ　2色  C0040

6583

Chapter1　視点を変えろ！
Chapter2　人の話を聞け！
Chapter3　失敗から学べ！
Chapter4　偶然を呼び寄せろ！
Chapter5　苦労を惜しむな！

contents

【監修者、著者紹介】
杉山滋郎（すぎやま・しげお）＝監修
1950 年生まれ。筑波大学講師、北海道大学理学部助教授、教授、CoSTEP 代表 ( 兼任 )
を経て北海道大学名誉教授。

株式会社スペースタイム＝著
科学的なトピックを、誰にでもわかりやすく伝える「サイエンス・コミュニケーション」
のプロ集団。科学論文の作図からWEB サイトの作成まで、幅広く手掛ける。

ナツメ社 指定配本は5冊以上からとなります。
※4冊以下と締切後のご注文は追加扱いと
させていただきます。1-5
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小社担当者
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担当者 CD

小社担当者

ISBN

1日10分！ 中学英文法で瞬時に話せる　
英語フレーズトレーニング1000

1 月中旬発行予定1月中旬発行予定

本書では、中学校レベルの英文法で会話でのアウトプット力を最大限に増やすトレー
ニングを紹介します。必要最低限の英文法について簡潔に解説した上で、1項目 10
個のフレーズを紹介。ダウンロードできる音声で声に出して繰り返し練習すれば、英
会話力をぐんぐん伸ばすことができます。

日本語能力試験N3に出題される「言語知識（文字・語彙、文法）・読解・聴解」を、
４カ国語（日・英・中・ベトナム対応）で解説しました。練習問題も豊富に掲載しま
したので、習得度がすぐに確認できます。巻末には、模擬試験問題も掲載しました。
本試験同様の「聴解」問題を、付属ＣＤに収録しています。

ISBN：978-4-8163-6581-2 予価 1,800 円
B５判　280ページ　2色　C0081

　

ISBN：978-4-8163-6581-2 予価 1,800 円
B５判　280ページ　2色　C0081

　

6581

1 月中旬発行予定1月中旬発行予定

ISBN：978-4-8163-6575-1 予価 1,200 円
四六判　224ページ　2色　C2082

6575

contents

ＣＤ付き　一発合格！　
日本語能力Ｎ３完全攻略テキスト＆実践問題集

著者
太田　恵子（おおた・けいこ）
クイーンズランド大学大学院、応用言語学修士課程
修了 (M.A.)。8ヶ国（英・加 ・米・露・独・キルギ
スタン・豪・西）での長期留学・勤務経験をもつ、
英露独日西５カ国語のマルチリンガル。中・高・大・
語学学校の英語教員・講師教育トレーナーを経て、
大人向けの英会話学校を 8年間経営。英検 1級 ( 成
績優良賞 )、TOEIC990 点 ( 満点 )。

セクション 1　　be 動詞の文
セクション 2　　一般動詞の文
セクション 3　　助動詞・接続詞
セクション 4　　to 不定詞・動名詞・動名詞／ to 不定詞を伴う動詞
セクション 5　　比較／受動態／前置詞
セクション 6　　代名詞／天気・時間・距離を表す it ／ There is 構文／形容詞／副詞
セクション 7　　疑問詞／間接疑問文／分詞／関係代名詞
セクション 8　　第 1文型／第 2文型／第 3文型／第 4文型／第 5文型

contents

ナースのミカタ！

1. 文字・語彙
2. 文法・読解
3. 聴解
4. 模擬試験
別冊　「試験に出る重要語彙＆表現集」

著者
インターカルト日本語学校（インターカルトニホンガッコウ）
1977年日本語学校、1978年日本語教員養成研究所創立。現
在、世界各国より年間 60を超える国々より留学生を受け入れ
ている。出版分野では、日本語教育のテキストや参考書、試
験対策問題集を作成している。また 2017年に教育 IT 企画開
発部門として EdTech センターを設置、JLPT 日本語能力試験
やBJT ビジネス日本語テストをはじめとする日本語学習 e-
ラーニングシステム「スーパー日本語」や、AI を活用した業
界特化型のコンテンツ「トレパ J」等の開発も手掛けている。

ナツメ社 指定配本は5冊以上からとなります。
※4冊以下と締切後のご注文は追加扱いと
させていただきます。1-6 1-7

音声ダウンロード
サービス付き！
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担当者 CD

小社担当者

ISBN

ひとりで学べる調理師試験2019年版

1 月中旬発行予定1月中旬発行予定

調理師試験の各科目の要点をわかりやすく解説し、覚えることを見やすく整理しまし
た。試験と同じ「公衆衛生学」「食品学」「栄養学」「食品衛生学」「調理理論」「食文化
概論」の構成です。イラストや図表も数多く掲載し、理解しやすい紙面なので一発合
格も可能です。章末には実践的な問題も用意しました。隠してチェックできる赤シー
ト付きです。

１級土木施工管理技術検定の試験範囲である土木の知識はもちろん、機器、重機、材料、
工法をイラストでわかりやすく解説。法規、環境対策も充実解説。また、巻末には頻
出問題模擬試験一回分を掲載。さらに、別冊として前年試験の問題と解答解説、最新
の出題傾向を掲載し、とりはずして学習できます。

ISBN：978-4-8163-6576-8 予価 2,200 円
B５判　本文424ページ＋別冊48ページ　本文2色　別冊 1色　C3051

　

ISBN：978-4-8163-6576-8 予価 2,200 円
B５判　本文424ページ＋別冊48ページ　本文2色　別冊 1色　C3051

　

6576

1 月中旬発行予定1月中旬発行予定

ISBN：978-4-8163-6580-5 予価 1,400 円
Ａ５判　256ページ　2色　C2037

6580

contents

2019年版 １級土木施工管理 
学科試験 徹底図解テキスト＆問題集

監修者
法月　光（ノリヅキ・ヒカル）
華調理師専門学校講師。著書、監修書は『調理師試験
徹底攻略問題集』（新星出版社）、 『本試験型　調理師資
格試験問題集』  （成美堂出版）、『最新版　調理師試験＜
ズバリ本試験！＞問題集』（ナツメ社）など。

調理師試験受験ガイド
Chapter 1　公衆衛生学
Chapter 2　食品学
Chapter 3　栄養学
Chapter 4　食品衛生学
Chapter 5　調理理論
Chapter 6　食文化概論

contents

ナースのミカタ！

第 1章　土木一般
第 2章　専門土木
第 3章　法規
第 4章　共通分野
第 5章　施工管理
第 6章　環境保全対策
付　録　過去問セレクト模擬試験
別　冊　試験概要・出題傾向
　　　　学科試験問題
　　　　学科試験問題　解答と解説

著者
土木施工管理技術検定試験研究会
（ドボクセコウカンリギジュツケンテイシケンケンキュウカイ）
土木施工管理技術検定試験で出題される問題の傾向・対策など
を研究している団体。一人でも多くの受験者が合格できるよう
に、情報の提供を行っている。

ナツメ社 指定配本は5冊以上からとなります。
※4冊以下と締切後のご注文は追加扱いと
させていただきます。1-8 1-9

学科試験　   7月第1日曜日
実技試験　 10月第1日曜日



担当者 CD

小社担当者

ISBN

夏井いつきの俳句ことはじめ　
―今日から誰でも一句できる！俳句をはじめる前に聞きたい40のこと―

1 月中旬発行予定1月中旬発行予定

「俳句って着物じゃないとダメ？」「語彙やセンスがないとつくれない！？」「平凡な毎日なので、俳句に詠めることがありません！」な
ど誰もが思いがちな疑問や不安に、テレビ番組で人気の夏井先生がズバリ答えます。実は俳句には難しい敷居なんて一切なし！気軽に俳
句をはじめてみたくなる、超入門ガイドです。

ISBN 978-4-8163-6584-3　 予価 1,300 円  A5 判　176ページ　4色  C0092

6584

1 章　俳句をはじめる前の素朴すぎる疑問
2章　俳句ってどんな人に向いているの？
3章　俳人ってトクベツな人なの？
4章　句会と吟行に初挑戦！
体験記　俳句ド素人が五人集まって吟行と句会を体験してみた

contents

著者紹介
夏井いつき（ナツイ イツキ）
昭和 32 年生まれ。松山市在住。8年間の中学校国語教諭の後、俳人へ転身。「第 8回俳
壇賞」受賞。俳句集団「いつき組」組長。創作活動に加え、俳句の授業「句会ライブ」、
「俳句甲子園」の創設にも携わるなど幅広く活動中。TBS 系「プレバト！！」俳句コーナー

出演などテレビラジオでも活躍。松山市公式俳句サイト「俳句ポスト 365」、朝日新聞
愛媛俳壇、愛媛新聞日曜版小中学生俳句欄、各選者。2015 年より初代俳都松山大使。
句集『伊月集 龍』（朝日出版社）、『伊月集 梟』（マルコボ . コム）、『「月」の歳時記』（世
界文化社）、『世界一やさしい俳句の授業』（PHP 研究所）、など著書多数。

ナツメ社 指定配本は5冊以上からとなります。
※4冊以下と締切後のご注文は追加扱いと
させていただきます。1-10



担当者 CD

小社担当者

ISBN

担当者 CD

小社担当者

ISBN

ビターテイストのDIY＆インテリア

1 月中旬発行予定1月中旬発行予定

人気作家 10人による、「今どきのかっこいい部屋の作り方」を紹介した一冊です。男
前、ビンテージライク、インダストリアル、西海岸風、ホテルライクといった、大人っ
ぽくクールで性別を問わない「ビターテイスト」のインテリアとDIYのポイントを掲載。
初心者でもすぐに取り入れられるヒントが満載です。

同じメイク、同じ服でも「おしゃれな人」に見えるかの分かれ道が、ヘアアレンジ。
本書では、「巻かない」「ピン不要」のひとつ結びや、「ゴム 1本とピンだけ」「ゴム 2本」
など、様々な簡単ヘアアレンジをレクチャー。「ピンで留める」「髪を引き出す」「巻く」
などの基本テクニックも身に付きます。

ISBN：978-4-8163-6586-7 予価 1,400 円
四六判　208ページ　本文4色　C0077

　

ISBN：978-4-8163-6586-7 予価 1,400 円
四六判　208ページ　本文4色　C0077

　

6586

1 月中旬発行予定1月中旬発行予定

ISBN：978-4-8163-6587-4 予価 1,400 円
四六倍判　128ページ　4色　C2077

6587

contents

自分史上最高に垢抜ける 
ヘアアレンジのルール

著者
吉祥舎（キッショウシャ）

Part1　ビターテイストで格好いい注目の部屋
Part2　空間イメチェンのHOW　TO　MAKEOVER
Part3　ビターテイストをつくる色や素材
Part4　ペイントやアイテムでセンスUP
Part5　作ってマスター　DIY のきほん

contents

ナースのミカタ！

Step0　巻かない！ピンなし！すっぴんヘアのひとつ結び
Step1　「引き出し」でゴム 1本でもかわいいヘアアレンジ
Step2　ピンをプラスすればアレンジの幅がさらに広がる
Step3　ゴムが 2本あればアレンジは無限大！
Step4　髪を巻けば劇的にかわいくなる！
Step&more　美髪をつくるヘアケア &ヘアアレンジキープテク
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