みくに出版

日能研関連 環境教育・ビジネス／親業・教師学／進
学レーダーBooks／体験学習／教育／シュタイナー思
想／自然学校・自然体験／電子書籍 ほか
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※2,000円（本体価格）
以上のご購入で「送料無料」となります。

●四六判

160p

杉原米和／著

●定価：本体1,500円＋税

数年にわたり毎日、自校の教師たちに発信してきた子どもたちとの接し方、教師のあり方、保護者への願いなどのメッセージを
まとめました。成長期の子どもにかかわるすべての大人にとっての指針やヒントがこめられています。

■ 親業・教師学 親業訓練協会・親子のコミュニケーション
人間関係を変える3つの方法

978-4-8403-0327-9

●四六判

248p

近藤千恵／著

●定価：本体1,500円＋税

自分の気持ちをうまく伝えられないあなたへ

本書はより良い人間関係をつくるための自己表現の方法を紹介しています。

子どものホンネを見のがさないために

978-4-8403-0305-7

●四六判

260p

近藤千恵／著

●定価：本体1,600円＋税

親子だからこそコミュニケーションを大切にしたい

教師のためのコミュニケーション論

978-4-8403-0268-5

近藤千恵／監修

●四六判

228p

土岐圭子／著

●定価：本体1,400円＋税

教師と生徒の人間関係の質を高める

「親業」を開発したトマス・ゴードン博士による「教師学」を具体的な例とともに紹介します。

■ 詩集・趣味・画集
ねえ聞いて…。
子供たちの小さな詩

書名

うた

シカク

マル

■いハート ○くなる。

判型

頁数

定価（本体）

ISBN

ルース・リアドン／著
高木幹夫／訳

A5判
上製

40p

日能研／編

四六判

192p 定価：本体1,165円＋税 978-4-89524-543-8

黒田征太郎／著

四六判

120p 定価：本体1,500円＋税 978-4-8403-0344-6

定価：本体1,456円＋税 4-89524-486-5

■ 絵本 日本で企画されアメリカの作家・イラストレーターにより書き下ろされた絵本
書名

●子どもコンピュータシリーズ

ネッティのこころで使うコンピュータ
ネッティのすぐできるコンピュータ
ネッティの世界を結ぶコンピュータ

●ネイチャーシリーズ

大地と海 あなたと私
私たちの青い地球
地球に生きるものたち

●ヒューマンフィーリングシリーズ
世界にたった一人のあなた
友だちという名の宝箱
みんなの空 みんなの心

判型

頁数

定価（本体）

ISBN

パム・ライアン／作
キム・ハワード／絵
橋本 和／訳

A4変形判
A4変形判
A4変形判

32p
32p
32p

定価：本体1,600円＋税 4-89524-760-0
定価：本体1,600円＋税 4-89524-778-3
定価：本体1,600円＋税 4-89524-893-3

J・パトリック・ルイス／作
クリストファー・キャニオン／絵
橋本 和／訳

A4変形判
A4変形判
A4変形判

32p
32p
32p

定価：本体1,600円＋税 4-89524-913-1
定価：本体1,600円＋税 4-8403-0016-X
定価：本体1,600円＋税 4-8403-0118-2

パム・ライアン／作
メアリー・ホワイト／絵
橋本 和／訳

A4変形判
A4変形判
A4変形判

32p
32p
32p

定価：本体1,600円＋税 4-8403-0085-2
定価：本体1,600円＋税 4-8403-0119-0
定価：本体1,600円＋税 4-8403-0156-5

■ 児童図書 大人からこどもまで楽しめる民話集・児童文学のおもしろさを再認識
書名

とっておきの中国の民話
インド・ネパール・
スリランカの民話
子どもと本 31人からの
メッセージ

978-4-8403-0570-9

判型

●四六判

高木幹夫／著

194p

環境を考えるBOOK

●Ｂ5判

環境が必要なのは地球？ 人間？

大震災をふりかえり

●定価：本体1,200円＋税

●定価：①・②本体各700円＋税

対象
学年

大人と
一緒なら

③・④・⑥本体各800円＋税

頁数

定価（本体）

５〜６

⑤・⑦本体1,200円＋税

52Ｐ 978-4-8403-0501-3
① 炭素から始まるお話
64Ｐ 978-4-8403-0502-0
② 水から始まるお話
92Ｐ 978-4-8403-0503-7
③ エネルギーから始まるお話
④「2011年にあった大きな自然現象」から始まるお話 88Ｐ 978-4-8403-0504-4
168Ｐ 978-4-8403-0505-1
⑤ 獣害から始まるお話
92Ｐ 978-4-8403-0544-0
⑥ 道具から始まるお話
978-4-8403-0575-4
⑦ 災害教育から始まるお話（2016年4月刊行）

978-4-8403-0462-7

対話する

●A4判

大人と
一緒なら

56p

対象
学年

５〜６

●定価：本体667円＋税

主に被災地から遠く離れた場所で、それぞれの大震災を体験した子どもと大人が、もう一度、そのとき起こったことを思い出し、より深く被災地
のことを知り、大切にしたいことは何なのかを深く見つめ、探る時間に出会うためにつくりました。

災害を生き抜く

災害大国ニッポンの未来をつくる

978-4-8403-0536-5

台風、土砂災害、火山、地震、津波などの災害から自分と家族の命を守るためには？
力が大切など、災害救援活動で長年活躍してきた著者による率直な提言と行動指針。

ＫＰ法

●四六判

978-4-8403-0532-7

シンプルプレゼンテーション＆思考整理法

236p

広瀬敏通／著

●定価：本体1,500円＋税

行政からの指示待ちでは間に合わない、自分の判断と行動

シンプルに伝える紙芝居プレゼンテーション

●四六判

186p

川嶋 直／著

●定価：本体1,300円＋税

ＫＰ法（紙芝居プレゼンテーション法）は、Ａ4用紙とホワイトボード、マグネットがあれば、誰でもできる超シンプルなプレゼンテーション＆思
考整理法です。プレゼンが伝わっていない、どう組み立てたらよいかわからないと悩んでいる方にお勧めの１冊です。

木野正一郎／著
978-4-8403-0645-4
道徳教科化に向けて、道徳の授業に携わる先生方へ

●四六判

248p

藤木勇光／著

●定価：本体1,700円＋税

ISBN

髙木立子／再話
久池野実／挿絵・剪紙

A5判

232p 定価：本体1,165円＋税 4-89524-566-7

坂田貞二／編訳

四六判
上製

208p 定価：本体1,500円＋税 4-89524-844-5

これからの読書と
児童文学を考える会／編

A5判

179p 定価：本体1,748円＋税 4-89524-476-8

●A5判

220p

●定価：本体2,000円＋税

学校の授業にアクティブ･ラーニングの導入が進んでいます。特に2018年度から教科化される「道徳科」では、先生と生徒、生
徒同士が活発に学び合うアクティブ･ラーニング型授業が期待されています。本書では複数時間を組み入れた小単元構成や問題解
決ワークショップなどを駆使した授業実践を広く紹介しています。2016年刊行。

■ 進学レーダーBooks
進学レーダーBooks

名作への架け橋

小学生の読書案内

978-4-8403-0577-8

●A5判

170p

萩原 茂／著

●定価：1,400円＋税

名作を読んで読書習慣を身に着けよう！小学生のための読書ガイド

古今東西の名作47編の魅力や楽しみ方を、吉祥女子中高・教頭の著者が国語の先生の視点から、小学生
にむけてわかりやすく紹介します。第３章「文学の世界を歩こう」は作品の舞台となった場所や作家の旧
居跡などをイラストマップで紹介。2015年刊行。

進学レーダーBooks

理科の目で見る しぜんのふしぎ
978-4-8403-0572-3

●四六判

208ｐ

和田武久／著

●定価：本体1,300円＋税

読んだら必ず「理科」が好きになる！

「氷はなぜ水に浮くの？」
「カエルの肺はいつできる？」などたくさんの「？」と向き合える理科読み物。個性や自由を尊重する
明星学園の元校長先生が、
「しぜん」をとおして「理科」という考え方を身につける方法を伝えます。2015年刊行。

ススメ！算法少年少女

たのしい和算ワールド

978-4-8403-0535-8

●A5判

168p

小寺 裕／著

●定価：本体1,600円＋税

「和算」をとおして算数・数学のおもしろさを再発見！

江戸時代の数学「和算」を知れば、算数・数学の面白さの本質が見えてくる！東大寺学園で長年教鞭をとった著者が未知なる和
算の世界をご案内する本書は、子どもから大人まで楽しめる和算入門書です。小・中学生にも解ける問題も多数掲載。

進学レーダーBooks

マル

□いアタマを○くする。
国語編
シカク

―学習習慣、その幻想から抜け出す―

考える×続けるシリーズ

進学レーダーBooks

反抗する子どもと接するための親業のメソッドを実践例を交えてやさしく解説しています。

教師学入門

「学び家」
で行こう

新発想！道徳のアクティブ・ラーニング型授業はこれだ 問題解決ワークショップで道徳性を深化する

東京都渋谷区恵比寿西2-3-14

978-4-8403-0537-2

田中 純／著

●定価：本体1,100円＋税

一部上場企業に所属する著者による体験的CSR活動（Corporate Social Responsibirity）の記録です。内部の人間だからこそ痛感する社会的貢献
活動の意義や“本業の壁”などを率直に語ります。現役・次世代ビジネスパーソン、学生にとって必読の書です。2015年刊行。

私学のリーダーとして伝えたい教師へ、保護者へのメッセージ

自分らしく生きる幸せのコミュニケーション

192p

学生・生徒、勤労者などのカウンセリングや心理予防教育、家族や組織へのコンサルティングを専門とする心理カウンセラーの「Donさん」が、
家族に焦点をあて、読んだその日からみんなが元気になれるアドバイスを贈ります。

企業に求められる社会的責任を果たすための実感的奮闘記！

TEL 03-3770-6930  FAX 03-3770-6931

生徒と共に生きる

●四六判

ストレスに負けない丈夫な家族をつくるためのヒント

978-4-8403-0574-7

◦紀伊國屋書店kinoppy ◦セブンネットショッピング ◦BookLive ◦SonyReaderStore
◦kindleストア ◦楽天kobo ◦GALAPAGOS STORE ◦honto ◦iBookstore
◦Google Play ストア など ＊一部電子書籍は未対応の書店があります。

理由ある反抗

978-4-8403-0533-4

CSRは社会を変えるか ―“企業の社会責任”をめぐるJ-POWER社会貢献チームの挑戦 ―

＊みくに出版の電子書籍を配信している主な電子書店

白山の丘の上から

●定価：本体1,100円＋税

ストレスに負けない家族をつくる 子どもとお母さんとお父さんの「みんな元気になる」魔法

災害に備える知識と行動を具体的に示した実践書

スマートフォン、タブレット・読書用端末、パソコンなどで読むことができる電子書籍も提供し
ています。ご購入は日本国内のほとんどの電子書店で可能ですが、一部未対応の電子書籍もあり
ます。また、購入方法や操作方法については、各電子書店にお問い合わせください。
電子書籍には、紙の本と両方で販売しているものと、紙の本がないもの
（電子書籍オリジナル）
が
あります。両方で販売している場合は、電子書籍のほうが低価格となっております。

みくに出版

188p

未来をつくるBOOK 認定NPO法人 持続可能な開発のための教育の10年推進会議（ESD-J）／発行

電子書籍のご案内

〒150-0021

●四六判

心理教育カウンセラーの著者は、セミナーやカウンセリングの場で、「中学受験は親子の冒険旅物語。家族の成長のチャンス」
と日頃から語りかけています。「主役は子ども、親は脇役」「偏差値で一喜一憂は意味なし」など、読んだその日から子どもへの
接し方が変わるアドバイスが満載。（2016年9月刊行）

環境の変化を「問題」や「害」ととらえるのは人間。変化
によって人類が滅びても、地球は存在してゆくはず。環境が
必要なのは私たち、という視点から、今起きている現象を手
がかりとしてダイナミックに考え続けるシリーズです。

みくに出版 ◦T EL：03-3770-6930（月〜金 9：30〜17：00）
営業部
◦FAX：03-3770-6931

3 その他お問い合わせ

978-4-8403-0652-2

本人の主体性が大切な「学習」に対して「習慣」は無意識なもの。学習を習慣化しても、漢字の書き取りや年号の暗記はできるかもしれませんが、
未来を切り開くための本当の学力は身につきません。世の中の常識になっている「学習習慣」の幻想から抜け出し、子どもたちが自ら学習できるよ
うになるための提言です。

QRコードから
アクセス
できます

みくに出版のホームページ「みくに出版WebShop」で
購入いただけます。ご自宅へ直接お送りいたします。

田中 純／著

学力向上に悩む保護者に

全国の書店でご購入いただけます。
最寄りの書店で品切れの場合でも、その書店から注文できます。
書店でのお受取りになります。

2「みくに出版WebShop」で

中学受験は挑戦したほうが100倍子どものためになる理由 迷っている親子のための受験のすすめ

中学受験は親子の成長のチャンス

書 籍 の 購 入 方法
1 書店で

■ 環境教育・ビジネス

短歌エッセイ カジン先生のじかん
978-4-8403-0534-1

●四六判

168p

柳 宣宏／著

●定価：本体1,300円＋税

ちょっぴり疲れた心をほっこり温かくする親子のためのエッセイ集

『進学レーダー』連載当時、受験ママから熱い支持を得た“カジン先生”の短歌エッセイ集。歌人として自己を見つめ、教師とし
て多くの親子を見てきた著者、湘南白百合学園の柳宣宏先生の素朴で温かい言葉は、疲れた心を癒してくれます。

進学レーダーBooks

セキ☆ララ中学受験

978-4-8403-0367-5

●A5判

264p

今日マチ子／著

●定価：本体1,100円＋税

経験者だから描けた、ホントの中学受験＆中高一貫校ライフ！

人気マンガ家・今日マチ子が自らの中学受験や中高一貫校での思い出をもとに描いた自伝的短編マンガや、
卒業生に取材した「私学は花園!?」など反響を呼んだ作品を収録した「マンガでわかる」中学受験本。

進学レーダーBooks

私学制服手帖

978-4-8403-0292-8

●A5判

168p

森 伸之／著

●定価：本体1,500円＋税

人気校の制服や行事、放課後をイラストで紹介！

制服研究者として有名な著者が、私学の行事や制服を独自の視点で紹介。
『進学レーダー』に掲載された学校
取材に加え、
「街角観察ルポ」も収録。カラーイラストが満載で、親子での志望校選びにはもってこいの1冊！

進学レーダーBooks

飛ぶ読書室

日本・海外の名作63作を紹介

この本がおもしろいよ
978-4-8403-0361-3

●A5判上製

304p

紀田順一郎／著

子どものための名作ガイドの決定版！！

978-4-8403-0089-6

●四六判上製

208p

学ぶなら一流に学べ

978-4-89524-891-4

●B5判

96p

電子書籍
価格：
本体960円＋税

外山滋比古／著

●定価：本体1,400円＋税

ことわざや著名人のエピソード、著者の体験などを紹介しながら、学びの達人が「極意」を伝授するエッセ
イ。集中力を上げ頭を働かせるためのヒントや、子どもの良きサポーターになるためのアドバイスが満載。

合格をいただきます

電子書籍
価格：
本体900円＋税

●定価：本体1,600円＋税

永く読み継がれる名作のおもしろさ・味わい深さを読書の達人、紀田先生が案内する十代の子どもたちのた
めの読書ガイド。原文の魅力を活かしたあらすじは、読み物としても読み応え十分。大人も楽しめる内容。

ちょっとした勉強のコツ

電子書籍
価格：
本体660円＋税

電子書籍
価格：
本体840円＋税

竹内冨貴子／著

●定価：本体1,600円＋税

健康で受験を突破するためのレシピ

勉強もたいせつだけど、まずは健康でなくちゃ！ 育ち盛りの子どもたちへ合格をプレゼントする、かんたん・おいしいお料理
の本。バランス朝食メニュー、塾へもっていくお弁当、学力向上のおかずなど、すぐ役に立つレシピがいっぱいです。
の表示がある書籍は『進学レーダー』に掲載された記事を編集したものです。

は電子書籍も販売しています。

体験学習／教育／シュタイナー思想 ほか

■ プロジェクトアドベンチャーシリーズ
クラスのちからを生かす

教室で実践するプロジェクトアドベンチャー

プロジェクトアドベンチャージャパン／著

978-4-8403-0500-6

●A5判

174p

動きこそいのち

オイリュトミスト
ヘルガ・マイケルズの世界
（DVD付き）

成長を支えるグループづくり

978-4-8403-0257-9

●A5判

204p

電子書籍
価格：
本体2,400円＋税

■ 教育・カウンセリング
●A5判

244p

●定価：本体2,000円＋税
電子書籍
価格：本体1,200円＋税

頁数

学習評価研究所／編

B5判

316p

定価：本体3,600円＋税 4-89524-756-2

田中義郎／編著

B5判

500p

定価：本体4,000円＋税 4-89524-755-4

定価（本体）

上巻470p
下巻484p

ISBN

定価：本体17,476円＋税

（上）4-89524-273-0
（下）4-89524-274-9

立教大学ESD研究センター／監修

978-4-8403-0466-5

●A5判

312p

●定価：本体1,905円＋税

持続可能な社会づくりに果たす自然学校の役割

日本におけるESD研究の拠点である立教大学ESD研究センターが、自然学校の果たす役割や到達点と課題、今後の発展を明らか
にしました。

社会問題を解決する 自然学校の使命 

978-4-8403-0369-9

●四六判

336p

佐藤初雄／著

●定価：本体1,600円＋税

体験活動を通して新しい生き方を創る自然学校の記録

電子書籍
価格：本体960円＋税

自然学校のトップランナーとして活動してきた著者による提言、思いをまとめました。

■ 電子書籍
アッパーの生き方・暮らし方
広瀬敏通／著

は電子書籍も販売しています。

アジア奮闘記

国連ESDの10年の成果と課題
永田佳之／著

安彦忠彦／著

電子書籍
価格：
本体150円＋税

現行及び次期の学習指導要領をめぐって

アッパーの動物記 第1部
広瀬敏通／著

A5判

58p

人智学出版社1980年刊行の復刊。

R.シュタイナー／著
新田義之／監修
大西そよ子／訳

定価：本体1,400円＋税
978-4-8403-0397-2
電子書籍価格：本体560円＋税

R.シュタイナー／著
新田義之／編

A5判

72p

定価：本体1,600円＋税
978-4-8403-0396-5
電子書籍価格：本体640円＋税

R.シュタイナー／著
新田義之／訳

A5判

66p

定価：本体1,500円＋税
978-4-8403-0395-8
電子書籍価格：本体600円＋税

身近な公園で子どもを夢中にさせる自然教育
978-4-8403-0573-0

アッパーの動物記 第2部

電子書籍
価格：
本体150円＋税

272p

●定価：本体1,300円＋税

●A5判

178p

西村仁志／著

●定価：本体1,800円＋税

日本の自然学校活動の全体像がわかる本

持続可能な社会、社会的公正と存在の豊かさの実現に向けた着実な歩みが求められている現代において、地域の発展に貢献する「自然学校」とそ
の創業者をソーシャル・イノベーションという観点から分析した日本初の研究をまとめたものです。

生物多様性を大切にした地域づくりをはじめよう

 認定NPO法人 持続可能な開発のための教育の10年推進会議（ESD-J）／編
978-4-8403-0492-4

●A5判

63p

●定価：本体476円＋税

人と自然、人と人の豊かなかかわりを生みだす考え方と方法をガイド

日本全国の農山漁村や都会で、人や自然にどう豊かにかかわればよいのかについての考え方と、その方法をガイドしています。

わかる！ESDテキストブック２ 実践編 希望への学びあい ─なにを、どう、はじめるか

認定NPO法人 持続可能な開発のための教育の10年推進会議（ESD-J）／編
978-4-8403-0604-1

●A5判

104p

●定価：本体667円＋税

学校で、まちで、農山村で、すでに取り組まれているESD的な実践のプロセスを追いながら、何を大切にしているのか？どんな工夫をしているの
か？をポイントとして抽出しました。

堀崎 茂／著

児童養護施設の子どもたちとともに里山を感じる

東京周辺の荒れた里山にひとり分け入り、やがて児童養護施設の子どもたちと開拓を進める
ことで、自然との共生、子どもたちの成長などの領域で目覚しい成果を生み出してきた著者が、
里山を直接感じることの価値をお届けします。

動かない人も動く
宮脇靖典／著

心・技・体のレディネスデザイン入門

「動かないのか、動けないのか」
。人が動かないときは、心や身体、行動への準備が整ってい
ない可能性があります。レディネスデザインの考え方を現場に適用して、人が目標に向かって
動き出すための方法を解き明かしました。

『アッパーの動物記 第２部』では、ペットでもなく畜産工場のなかのモノでもない個性的な
家畜たちと脇役ながら魅力的な人間たちとの心の交流や正面からのぶつかり合い、自ら屠って
食べる、という人と動物の姿がイラストと共に描かれています。

清里エコロジーキャンプ事始めの記録1985−1988

キープ協会が環境教育の事業を始めた頃（1985〜88年）の「エコロジーキャンプ」など大
人対象「環境教育ワークショップ」の記録です。参加者・スタッフとともに変化し続けた「環
境教育ワークショップ」の初期の様子を編集したものです。

ワークショップをつくる
中西紹一／著

電子書籍
価格：
本体162円＋税

農山村における自然学校の理論

自然学校で子どもたちと生活を共にした著者が、自然体験学習の意義を実証的に明らかにし
たものです。自然体験学習・環境教育分野での研究や実践をめざす学生におすすめです。
シカク

電子書籍
価格：
本体334円＋税

90分でわかるイノベーションを生む場づくり

新たなアイデアやイノベーションを生み出す「ワークショップ」という手法が、教育からビ
ジネスに至る幅広い分野で注目を集めています。学習における熟達化モデルに基づき、その方
法をシンプルに完全解説しました。

野田 恵／著

電子書籍
価格：
本体180円＋税

マル

□いアタマを◯くする。

電子書籍
価格：
本体1,900円＋税

Classics / Classics Part2

電車の広告でおなじみの□いアタマを◯くする。過去の「名作」を収録。
Classics 64問 / Classics Part2 60問

電子書籍
価格：
本体各350円＋税

高木幹夫／著

電子書籍
価格：
本体300円＋税

電子書籍
価格：
本体300円＋税

素人サラリーマンが素手で挑んだ里山開拓

東京周辺の荒れた里山にひとり分け入り、自然の豊かさや厳しさ、不思議さに驚き、影響を
受けながら、やがてボランティア団体を設立、児童養護施設の子どもたちとともにいまも「開
拓」を進める著者の６年間の記録です。

他／著

自然体験論

電子書籍
価格：
本体162円＋税

問題は、解いてはいけない。

動物農場ってなんだ

わたしたちのビッグサンダーマウンテン

●四六判

「子どもに自然を体験させたい。でも場所も時間も知識もない」とお悩みの保護者や保育園・幼稚園の先生方へ。
身近な小さな公園でも海や山と同じくらい感動する自然体験ができます。楽しいイラストや写真、すぐに役立つア
ドバイスが豊富な自然遊び教本です。2015年刊行。

日能研／著

家畜と呼ばれた愛すべき仲間たち

自然学校やエコツーリズムの先駆者で、災害救援活動や火山洞窟研究でも知られる広瀬敏通
氏が富士山麓の農場で1300頭羽の家畜と暮らした記録です。環境学習、体験学習にかかわる方
はもちろん、田舎暮らしを考える方にもお勧めの１冊です。

堀崎 茂／著

電子書籍
価格：
本体150円＋税

国際的な潮流から見た実践・研究・政策課題

近年「ESD」（持続可能な開発のための教育）という言葉が日本でも注目されるようになり
ました。本書は持続可能性と学力について、学習指導要領と関連付けながら分析した著者によ
る講演とその後の質疑応答をまとめたものです。2015年刊行。

広瀬敏通／著

電子書籍
価格：
本体400円＋税

宣言文及び最終報告書の要点を読み解く

「国連・持続可能な開発のための教育10年（DESD）
」をきっかけに「ESD」という言葉が日
本でも注目されるようになりました。永田佳之氏（聖心女子大学教授）が日本のESDの「脱ガ
ラパゴス化」や将来の発展に向けて提言します。2015年刊行。

持続可能な社会と学力

定価：本体2,000円＋税
978-4-8403-0402-3
電子書籍価格：本体800円＋税

川嶋 直

―自然学校誕生前史

「あいち・なごや宣言」
「国連・持続可能な開発のための教育10年（DESD）最終報告書」に
関わった永田佳之氏（聖心女子大学教授）による講演をもとに、それぞれの意義と込められた
思想、着目点をまとめています。2015年刊行。

永田佳之／著

117p

地球とぼくらのジャムセッション

「アッパーの動物記」第１、２部の前史となる1970年から80年代にかけてのアジア奮闘記。イ
ンドで障がい児のための理想の村づくりに取り組み、カンボジアの難民キャンプでは日本政府初
の戦地における人道支援活動に携わる。若い読者にぜひ読んでほしい一冊です。2016年刊行。

日本のESDを捉え直す

A5判

東京でセンス オブ ワンダー

持続可能な社会づくりを果たす自然学校の役割

阿部 治・川嶋 直／編著

R.シュタイナー／著
河西善治／編

さまざまなESD実践例を紹介
は電子書籍も販売しています。

ESD拠点としての自然学校

人智学出版社1986年刊行の復刊。

お母さん、お父さん、保育園・幼稚園の先生必携の自然遊び教本

判型

A4判
ロバート・L・リン／編
上製
池田央 藤田恵璽
（上下セッ
柳井晴夫 繁桝算男 ト箱入り）

定価：本体6,000円＋税
978-4-8403-0417-7
電子書籍価格：本体2,400円＋税

978-4-8403-0498-6

人間の脳の働きを8つの側面からとらえたMI理論にもとづき教師も生徒もいきいきと学べる授業づくり
を考えます。

教育測定学（上・下） 日本語版編集委員／

306p

112p
オイリュトミーDVD 定価：本体4,000円＋税 978-4-8403-0386-6
「動きこそいのち」
31分

ソーシャル・イノベーションとしての自然学校 成立と発展のダイナミズム

MIを活用した授業づくり

教育への挑戦
プレップ・スクール

A5判

長谷部雅一／著

子どもが生き生きと学ぶために

書名

R.シュタイナー／著
新田義之／監修
市村温司／訳

ネイチャーエデュケーション

電子書籍
価格：
本体2,100円＋税
は電子書籍も販売しています。

978-4-8403-0271-5

ISBN

■ 自然学校・自然体験

学校や青少年施設で広く実施され、効果をあげているプロジェクトアドベンチャープ
ログラム（PA）を解説。

日能研／執筆協力

定価（本体）

自然学校・自然体験／電子書籍

●定価：本体3,500円＋税

アドベンチャー教育を学びの場へ

本田恵子／著

A5判
上製

人智学出版社1986年刊行の復刊。

ディック・プラウティ ジム・ショーエル ポール・ラドクリフ／著
プロジェクトアドベンチャージャパン／訳

脳科学を活かした授業をつくる

高木幹夫／編集・構成
ひびきの村／企画

いかにカルマは
作用するか

アドベンチャーグループカウンセリングの実践

388p

定価：本体4,500円＋税（品切）
978-4-8403-0427-6
電子書籍価格：本体2,000円＋税

人智学出版社1986年刊行の復刊。

●定価：本体4,000円＋税

「対立」が人間の成長を促すという考えにもとづいて対立解消スキルを子どもたちが学
ぶための手法を紹介しています。大きく６つに分類された156のアクティビティが紹介
されています。

●A5判

248p

人智学・神秘主義・
仏教

プロジェクトアドベンチャープログラムにもとづいた対立解消スキルの実践ガイド

4-89524-757-0

A5判

精神科学の立場から
見た子供の教育

電子書籍
価格：
本体1,200円＋税

グループづくりに生かせる体験学習のすすめ
308p

オードリー・E・マカラン／著
冠木友紀子／訳

精神科学と社会問題

ウイリアム・J・クレイドラー リサ・ファーロン 他／著 プロジェクトアドベンチャージャパン／訳
●B5判

定価：本体1,905円＋税
978-4-8403-0481-8
電子書籍価格：本体1,100円＋税

人智学出版社1981年刊行の復刊。

●定価：本体2,000円＋税

日本でPAプログラムの普及と実践を行ってきたプロジェクトアドベンチャージャパン
（PAJ）が作った入門書。理論のやさしい解説とすぐに使える50のアクティビティが紹介
されているベストセラー。

978-4-8403-0121-3

頁数

144p

マルコ伝

プロジェクトアドベンチャープログラムのわかりやすい入門書

対立がちからに

判型

A5判

エリザベート・ムルデル／著
新田義之／監修
市村温司／訳

エクストラ・レッスン

教室のなかで実際にプロジェクトアドベンチャープログラムを効果的に実践し、どの子どもにとっても居心
地がよく、自分の思うことが発言でき、お互いを認め合えるようなクラスをつくるための方法を紹介。

プロジェクトアドベンチャージャパン／著

書名

星空への旅

●定価：本体2,000円＋税

学校で活用できるプロジェクトアドベンチャーの実践書

グループのちからを生かす

■ シュタイナー思想・オイリュトミー・治癒教育

電子書籍
価格：
本体180円＋税

「勉強ができること」と「仕事ができる」ことが違うことは誰でも感じるもの。そこには「解
く」と「考える」の差があります。生きていくために必要な幅や奥行きのある能力を身につけ
るためのヒント。サンマーク出版2007年刊行の電子書籍化。

電子書籍
価格：
本体572円＋税

