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赤木かんこさんおすすめ

図書館に置きたいDK社最新ビジュアル図鑑

本日はお忙しい中、当フェアに足をお運びくださり、ありがとうございました。

今回の展示では、赤木かんこ様に監修をお願いし、2021年以降に発売されたDK社の図鑑を中心にご紹介

をしております。

DK社の図鑑は、好奇心いっぱいの子どもたちが、楽しく知識を得られる図鑑として、世界中の先生方や司

書様から支持されています。是非この機会にじっくりご覧いただき、皆様の図書館にぴったりのDK社図鑑を

見つけて頂ければ、大変うれしく存じます。

赤木かんこ様からのメッセージ

DK社の図鑑の特徴は、さまざまなことが明快である、ということでしょう。たとえば“樹木図鑑”なら、ま

ず、我々は樹木というものをどのように考えているのか、という定義に始まり、次にこの本ではここからこ

こまでの範囲を扱う、という説明があり、目次を見ると、DK社がこの図鑑でなにを伝えたいのかが明確に理

解できます……。

そうしてそれぞれのページを開けば、基本見開き1ページでそれぞれのテーマが完結するように作られてい

るので、その対象物を把握しやすく、何よりも素晴らしいのはかなりの大量のデータを載せているにもかか

わらず、それをうるさく感じないようにデザイン処理されているところでしょう。いえ、うるさいどころか、

どれも非常に魅力的で、そういうもの、たとえば樹木にあまり興味がない人でさえ、つい見とれてしまうほ

ど魅力的なビジュアルが、お互いをひきたてあうように配置され、デザインされているのです。

いま図書館の自然科学の棚はDKの図鑑なしには作れない、といってもいいほど、DKの図鑑はなくてはなら

ないものになっているのです。

DK社編集長 ジョナサン・メトカルフ氏からのメッセージ

本日はDK社図鑑フェアにお越しいただき、ありがとうございます。このような形で、DK社最新のビジュ

アル図鑑を皆様にご紹介できることを大変嬉しく思います。

私達DK社では、子どもたちに世界のしくみを伝える編集方法を常に模索しています。しかし、テーマが数

学であれ、マングローブの沼地であれ、恐竜であれ、火星へのミッションであれ、私達が目指すものは決し

て変わりません。それは、世界を図解で説明するということです。私たちはいつも同じ出発点から企画を考

え始めます。それは、知識を単に“伝える”のではなく、どのように“見せる”ことができるか、ということです。

私達の図鑑は、世界中の子どもたちが確かな情報を得て、学びを楽しむことができるように、丁寧に編集

されています。本日は、皆様の図書館を訪れる子どもたちにぴったりの図鑑を見つけていただければと、ロ

ンドンより、心から願っています。
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1
ヨーロッパの古城 (輪切り図鑑
クロスセクション 1)

あすなろ書房

978-4-7515-3041-2 2020 ¥2,000

細かく描かれた驚きの「輪切り図鑑シリ

ーズ」!

あらゆるモノの作られる過程を輪切り

にして、その秘密に迫ります。

緻密なイラストのみならず、ユーモアあ

ふれる文章と驚きの事実満載で子供も

大人も魅了し 続けている世界的ロング

セラーの改訂版です。

2
帆船軍艦 (輪切り図鑑クロス
セクション 2) 

978-4-7515-3042-9 2021 ¥2,000

3
人体断面図鑑(輪切り図鑑ク
ロスセクション3)                    

978-4-7515-3043-6 2021 ¥2,000

4
世界のふしぎ断面図鑑 (輪切
り図鑑クロスセクション4)

978-4-7515-3044-3 2021 ¥2,000

5
モノのできかた図鑑(輪切り図
鑑クロスセクション5)

978-4-7515-3045-0 2021 ¥2,000

6 さわって学べる 図形図鑑

学研プラス

978-4-05-205404-4 2021 ¥2,500
カラフルな紙面に楽しいしかけがいっぱ

いの「さわって学べる」図鑑シリーズ。し

かけをさわりながら、ゲームや遊び感覚

で、図形や数字のセンスを育てます！

初めの一歩は図形から、算数、プログ

ラミングへと子供達の興味の広がりとと

もに、幅広い年代へアプローチします。

7 さわって学べる 算数図鑑 978-4-05-204056-6 2015 ¥2,200

8
さわって学べる プログラミン
グ図鑑

978-4-05-204833-3 2019 ¥2,500

9
進化をたどる7億年の旅: 太古
のいきものを探しにいこう

河出書房新社 978-4-309-25418-0 2021 ¥1,900

時間をさかのぼり、生命の誕生から人

類の出現までに繰り広げられた生物の

世界を見に行こう！14の時代を、迫力

のある絵で描きだしています。大きくダ

イナミックな見開きの、世界観に引き込

まれる構成で、生命の歴史を学ぶのに

最適の本です。

10

博物館のバックヤードを
探検しよう！
博物館のすごい裏側大図鑑

河出書房新社 978-4-309-25667-2 2021 ¥2,900

博物館の仕事がよくわかる一冊！恐竜

の骨、ミイラ、水没した都市の異物、絶

滅した動植物・・・発掘から保存、修復、

展示まで驚きの裏側を見せて、博物館

に関わる多数の人々の仕事を紹介。ス

ミソニアン博物館はじめ世界の有名博

物館を８０館以上掲載。

11
地球一周！ 世界の国ぐに大
図鑑

河出書房新社 978-4309-22817-4 2021 ¥3,800 世界中の情報を網羅している百科シリ

ーズ。900種の乗りものが大集合した

『世界の乗りもの大図鑑』に、スミソニア

ン博物館監修で世界の植物が大集合し

た『世界の植物大図鑑』。『世界の国ぐ

に大図鑑』は、地図も、SDGsも、世界の

「今」もわかる最新の1冊となっています。

12 世界の植物大図鑑 河出書房新社 978-4309615486 2020 ¥3,800

13 世界の乗りもの大図鑑 河出書房新社 978-4309615455 2017 ¥3,600

14

ピーナッツ大図鑑 スヌーピー
とチャーリー・ブラウンと仲間
たちのすべて

河出書房新社 978-4-309- 25673-3 2021 ¥2,900

世界中で愛される漫画『ピーナッツ』と

作者チャールズ・M・シュルツについて

徹底解説。貴重なビジュアルや名作・名

言を満載、オールカラーの豪華愛蔵版。

発売直後から完売続出し、重版を続け

ているファンならずとも楽しめるスヌーピ

ー70年のすべてが詰まった１冊。

15
ヴィジュアル版 地球の生物大
図鑑

河出書房新社 978-4-309-25431-9 2021 ¥3,300

微生物、菌類、植物から、昆虫、魚類、

両生類、爬虫類、鳥類、哺乳類まで、地

球上に生きるすべての生物を1冊で網

羅した「すごい」大図鑑です。既刊『こど

も生物図鑑』が、より楽しみやすい軽装

版になりました。大人も一緒に楽しめる

充実の1冊です。

掲載情報は2022年7月時点のものです。

書誌情報 & みどころ
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16
まるごとわかる!海の科学大図
鑑

河出書房新社
978-4309615493

2021 ¥3,400

迫力あるＣＧとわかりやすい解説で海の

科学のすべてを網羅した、決定版図鑑

です。海のなりたちから、不思議な生き

物たち、環境問題まで、海にまつわる事

柄をダイナミックな写真とＣＧとともに解

説しています。ＳＤＧｓの理解、調べ学習

にも最適な一冊です。

17
なんでもいっぱい大図鑑ピク
チャーペディア 増補改訂版

河出書房新社 978-4309615561 2022 ¥4,900

世界16カ国、累計56万部突破。1冊です

べてがわかる、あらゆるジャンルを網羅

したスーパー図鑑が、8ページ追加され

全面改訂して新登場。10000点のカラー

写真で162のテーマを見開きごとに解説

した圧倒的な情報量！世界基準の内容

で、大人でも知らない知識がぎっしり詰

まっています。

18
びっくり！動物園のおしごと大
図鑑

河出書房新社 978-4309256795 2022 ¥2,900

世界中の動物園、水族館、サファリパー

クの舞台裏を一挙ご紹介！多種多様な

動物が満載です。全４章、計70項目に

わたって、様々な動物たちのお世話のし

かたのみならず、動物園の種類や歴史、

動物園と外の世界とのつながりまで、動

物や動物園のひみつを大公開した一冊

です。

19 ミツバチの本

合同出版

978-4-7726-1431-3 2021 ¥1,800
働き者のミツバチの世界 、海の生き物

たちの暮らし、空飛ぶ哺乳類コウモリの

世界のそれぞれを優しいタッチのイラス

トと文章で紹介した3巻のシリーズ。環境

の大切さ、環境を守るために私たちにで

きることを考えるきっかけを与えてくれま

す。

20 海の生きものの本 978-4-7726-1432-0 2021 ¥1,800

21 コウモリの本 978-4-7726-1433-7 2021 ¥1,800

22

きみにもできる！よりよい世界
のつくりかた SDGsにつなが
る小さな一歩

あかつき
教育図書

978-4-86702-057-9 2021 ¥3,000

世界をよりよい場所にする方法を子ども

たちに優しく解説した楽しくて力がわい

てくるガイドブック。

「自分をたいせつに」「みんなのコミュニ

ティ」「わたしたち人類」「環境を守る」と

いう章で、現代の問題へのアプローチの

仕方を提案しています。

23
目で見るSDGs時代の環境問
題

さ・え・ら書房

978-4-378-04149-0 2020 ¥3,000
小学生から高校生まで、話題のSDGsを

わかりやすく！SDGs時代をむかえてい

る今、取り組まなければならない環境問

題や異常気象、地球温暖化について、

「知っておきたい」「知りたい」情報を、美

しい写真や豊富なイラストで解説する大

人気シリーズです。
24

目で見る SDGs時代の異常気
象のしくみ

978-4-378-04161-2 2021 ¥3,000

25
数学アタマがぐんぐん育つ 算
数の実験大図鑑

新星出版社

978-4-405-02254-6 2021 ¥2,700 見て、作って、遊んで、楽しく算数と科学

のしくみを学べるシリーズ。実験の手順

はすべて写真付きでわかりやすく解

説！ 難易度は3段階にわけ、所要時間

の目安も表記してあり、家庭でも再現し

やすいのがポイント。「理系アタマ」を楽

しく育てる１冊です。

26
理系アタマがぐんぐん育つ 科
学の実験大図鑑

978-4-405-02250-8 2017 ¥2,400

27

理系アタマがぐんぐん育つ 科
学のトビラを開く! 実験・観察
大図鑑

978-4-405-02251-5 2018 ¥2,400
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28 知のビジュアル大百科 人体 すばる舎 978-4-7991-0858-1 2021 ¥3,600

世界25カ国以上で累計70万部のベスト

セラー！豊富な写真とイラスト500点以

上で、驚異の人体のしくみとつくりがひと

目でわかります。全文ふりがなつきで、

子どもから大人まで学べる、一家に１冊

の決定版。重要なテーマをピックアップ

して見開きで紹介。

調べ学習にも最適です。

29

自然の一生図鑑 あらゆるも
のの“ライフサイクル”を知って
地球環境を学ぶ

誠文堂新光社
978-4-416-62119-6

2021 ¥2,700

宇宙もヒトもつながっている―SDGs学

習に最適！美しくダイナミックなイラスト

で、動植物、惑星、川、山さらには人間

の一生を物語のように読み解くことで、

地球環境がいかにバランスの取れた仕

組みであるかへの理解が深まります。

大人も知らない豆知識もたくさん！

30
クイズでわかる 世界まるごと
大百科

世界文化社 978-4-418-21802-8 2021 ¥2,800

『自分で考え、学ぶようになる』発売1年

で世界75万部以上売れた大ベストセラ

ー！世界の不思議と常識が学べる、ク

イズ形式の大百科です。

50をこえるさまざまなジャンルの写真を

見ながら、初級、中級、天才級のクイズ

にチャレンジ！みんなで楽しみながら学

べる1冊。

31
地球があぶない! 地図で見る
気候変動の図鑑

創元社 978-4-422-43039-3 2021 ¥2,400

世界的な問題となっている気候変動に

ついて、さまざまな疑問に答える案内書。

その原因から環境への影響、私たちが

取り組むべき課題やアクションまで、大

きな地図やイラストを使ってわかりやす

く解説しています。小学校高学年からの

環境学習に最適です。

32
【ビジュアル版】 世界の人物
大年表

創元社

978-4-422-21538-9 2022 ¥4,500

独創的なレイアウトと印象的な図版・写

真を豊富に盛り込んだ大年表シリーズ。

従来の歴史書では埋もれがちだった人

物や出来事を多角的な視点からセレク

トしており、どこから読んでも楽しめる構

成です。そのユニークなデザインと内容

の面白さに子供も大人もページをめくる

手が止まらなくなるはず。

33
【ビジュアル版】世界の歴史
大年表

978-4-422-21533-4 2020 ¥4,500

34
寝るのが楽しくなる睡眠のひ
みつ

創元社
978-4-422-41098-2

2022 ¥2,000

眠りの謎を解き明かそう！猫のミミととも

に、睡眠のしくみや役割を、歴史、地理、

動植物の生物学、人体、心理学など、

関連するさまざまなトピックごとに簡単に

解説。睡眠の大切さや、安眠のための

実用的なヒントも盛り込まれていて、幅

広い世代の方にお楽しみいただけます。

35 算数・数学で何ができるの？ 東京書籍 978-4-487-81405-3 2021 ¥2,000

算数・数学に対する考え方が変わる！

数学がなぜ生まれ、どのように活用され

てきたのか、日常生活にひそむ身近な

出来事から、暗号解読、彗星周期の予

測まで、さまざまな角度から算数・数学

の世界を探検する扉となるカラフルなイ

ラストでまとめられた図鑑です。

36

科学って何のためにあるの？
＊2022年8月26日発売予定 東京書籍 978-4-487-81571-5 2022 ¥2,000

「算数・数学で何ができるの？」の待望

の続刊。科学って何のためにあるの？

まさにそんな疑問に、科学者たちの悪

戦苦闘と創意工夫の物語が答えを導き

ます。科学とはどこから始まり、なぜ今

重要なのか、これを読めば科学に対す

る考え方が変わります！
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37
信じられない現実の生きもの
図鑑

東京書籍

978-4-487-81435-0 2021 ¥2,600

数字やテキストだけではピンとこない、

宇宙や地球、生命、先端技術の驚きの

現実を、大胆な発想で究極までビジュア

ル化した好評の大図鑑シリーズ。子ども

たちが大好きな「生きもの」や「うんこ」も

新たにシリーズに加わりました。

38
信じられない現実のうんこ科
学図鑑

978-4-487-81404-6 2020 ¥1,400

39
[新訂版]信じられない現実の
大図鑑

978-4-487-81207-3 2019 ¥2,800

40
信じられない現実の大図鑑
２

978-4-487-81208-0 2019 ¥2,800

41
OCEAN LIFE 図鑑 海の生
物

東京書籍

978-4-487-81433-6 2021 ¥5,800 スミソニアン協会監修。美しくダイナミッ

クな圧倒的ビジュアルで、動植物の世界

をいきいきと描く大好評図鑑シリーズ。

最新作「MICRO LIFE 図鑑 美しきミクロ

の世界」では、小さな生物から大きな動

物の細部までを、驚異的な顕微鏡技術

を駆使し超拡大写真で解説。

42 FLORA 図鑑 植物の世界 978-4-487-81257-8 2019 ¥5,800

43
MICRO LIFE 図鑑美しきミク
ロの世界

978-4-487-81576-0
2022 ¥5,800

44
図鑑 世界の作曲家
中世から現代まで

東京書籍

978-4-487-81431-2 2021 ¥4,200
現代までに活躍した偉大な作曲家、文

学者、哲学者を編年的に配列し、数多く

の大判の写真と図版で紹介するビジュ

アル図鑑シリーズ。ページを眺めている

だけで楽しく、時代を彩った人物たちの

背景を知ることで、幅広く教養を身につ

けることができます。

45 図鑑 世界の文学者 978-4-487-81232-5 2019 ¥4,200

46 図鑑 世界の哲学者 978-4-487-81328-5 2020 ¥4,200

47
ビジュアル大図鑑 中国の歴
史

東京書籍 978-4487814411 2022 ¥6,300

圧倒的なビジュアルで探る比類なき中

国史書。中国の政治、経済、文化、芸術、

テクノロジーが、時代とともにどのように

発展してきたのか。五千年にわたる中

国王朝史、決定版！

48
グレート・ダイヤリーズ 世界
の偉大な日記図鑑

東京美術
978-4-8087-1238-9

2022 ¥4,200

歴史を変えた世界の日記・書簡80点を、

筆跡までわかる大判で、豊富な図版とと

もに紹介！文学、芸術、科学、探検、歴

史の各分野の偉人たちのノートや原稿

を、文化的・歴史的文脈で説明、時代背

景や予備知識なども盛り込んだ、他に

類を見ない画期的な図鑑です。

49
これだけは知っておきたい
岩石・鉱物図鑑

パイ インターナ
ショナル

978-4756253736 2020 ¥1,800 豊富な図版と飽きさせないレイアウトで、

全世界累計約２４０万部の大人気シリー

ズ！主な単語に英語併記があり、英語

学習にも！『こども図鑑』は、好奇心を刺

激するいろいろなことが１冊につまった、

まったく新しい百科事典。『どうぶつ』

『岩石・鉱物』も不動の人気です。

50
これだけは知っておきたい
どうぶつ図鑑

978-4756254009
2021 ¥2,900

51
これだけは知っておきたい
こども図鑑

978-4756251503 2019 ¥2,900

52
自然と文化を知る イラスト世
界地図アトラス

BL出版

978-4-7764-1036-2 2022 ¥3,500

カラーイラストと写真が満載の世界地図

シリーズ。『アトラス』では気候や自然、

その土地に息づく文化が、『ヒストリーア

トラス』では、人類のはじまりから現代ま

で、各地域の歴史やさまざまな国と地域

のつながりが、地図でひとめでわかりま

す。おさらいクイズも収録！

*全国学校図書館協議会選定図書

53
世界がつながる イラスト歴史
地図ヒストリーアトラス

978-4-7764-1037-9
2022 ¥3,200
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54 アートって何だろう 保育社 978-4-586-08633-7 2021 ¥3,000

洞窟壁画から、ルネッサンスを超えて現

代アートまで幅広く紹介。美術の歴史を

たどりながら、ダ・ヴィンチ、ゴッホ、ピカ

ソなど、名画を通じて絵画の見方、描き

方の基本を学べます。

*令和４年度児童福祉文化賞 「特別推

薦作品」

*全国学校図書館協議会選定図書

55

ビジュアル地球探検図鑑
おどろくべき大地の姿とメカニ
ズム

ポプラ社

978-4-591-15964-4
2018 ¥6,800

美しくダイナミックな写真と、最新の研究

に基づいたリアルなCGを駆使し、探検

するように地球、宇宙、古代生物の謎に

迫る図鑑シリーズ。最新作「恐竜と古代

の生物図鑑」は、臨場感たっぷりの画面

いっぱいに広がる超リアルイラストで、

恐竜ファンにも、興味を持ち始めたばか

りの人にもおすすめの1冊！

56
ビジュアル宇宙探検図鑑
美しい宇宙の謎にせまる

978-4-591-16736-6
2020 ¥6,800

57

恐竜と古代の生物図鑑
圧倒的ビジュアルで迫る驚異
の世界

978-4-591-17081-6
2021 ¥5,800

発行 : DK社

協力 : 株式会社フォルトゥーナ（DK社日本総合代理店）

DK社HP :  www.dk.com （英語のみ）


