オンライン選書を強力サポート！
新型コロナウイルス感染拡大により、学校図書館・公共図書館向けの図書展示会や巡回販売等が軒並み中止に
なっていることから、WEB を使って選書をサポートする施策をスタートしました。

学校図書館・公共図書館向け
無料オンラインイベント！

7月

www.poplar.co.jp/topics/50874.html
詳細＆お申し込みはこちら！

2days

17 日
23 日

開催！

イベント内容

開催概要
WEB 会議サービス Zoom 上にて行います。

7 月 17 日（金）

推奨環境

インターネットブラウザ

・2020 年度学校図書館向け新刊セットトレンド紹介

参加方法

15：15 〜 19：00

（日本出版販売株式会社 図書館選書センター長 渡邊真嗣 様）

夏号

『総合百科事典ポプラディア第三版』特設サイト
7 月リニューアルオープン！

特設サイトが 2020 年 7 月 10 日に
リニューアルオープンしました！
・「ポプラディア第三版」の刊行情報

・ポプラ社新刊セット説明会

・イベントやキャンペーンのお知らせ

返信メールにてイベント会場 URL や注意事項などをお知らせいたします。

・座談会「コロナ禍での学校図書館の取り組み！」

・百科事典づくりの裏側

入場時間になりましたら、URL から

・ POP 王 内田剛 様 講演「POP 王直伝！図書館に役立つ POP 術！」

上記 URL、QR コードの応募フォームからお申し込みください。

Zoom 上のイベント会場にご入場ください。

無料

参加費

2020 年度

学校・図書館
のための

「ポプラディア第三版」の刊行に向け、

会場

または Zoom アプリから閲覧できます。

WEBサイトや公式 SNS の最新情報をお届けします！

7 月 23 日（木・祝）

( 通信費は自身でのご負担となります。)※申込いただいた方は、

一日ご参加いただけます。途中参加、途中退席が可能です。

13：00 〜 16：30

など随時発信していきます。
ぜひご確認ください。

・ポプラ社新刊セット説明会
・ POP 王 内田剛 様 講演「POP 王直伝！図書館に役立つ POP 術！」

次回は

8 月 28 日 ( 金 )・29 日 ( 土 )

開催予定！

・座談会「コロナ禍での学校図書館の取り組み！」

その後も定期開催計画中！

※内容は一部変更の可能性があります。
※ポプラ社新刊セット説明会は、各日で違う書籍を紹介します。

最新情報を
チェック！

WEB 上で簡単試し読み！
ポプラ社と WEB 上でのゲラ読みサービスを提供する NetGalley ( ネットギャリー ) は、WEB での
選書を応援する取り組みを共同で開始しました。NetGalley で会員登録していただくと、2020 年度の
新刊を中心にポプラ社の図書館向け学習資料書籍の一部を無料でご覧いただけます。是非とも皆様の
選書にお役立てください。

www.poplar.co.jp/schoolLibrary/poplardia3rd/

「ポプラディア第三版」に載せたい項目を大募集します！
「ポプラディア第三版」をより教育現場に寄り添った百科事典にするために、
《時事用語》
《子どもの興味を引き出す身近な
言葉》
《これまで載っていなかった意外な言葉》など、皆様が子どもたちに知ってほしい項目を編集部に教えてください。
項目の選考を編集部が行い、採用された項目を紙面に掲載します。また、項目が採用された方のお名前を巻末に掲載
します。詳細は上記 URL・QR コードより、ご確認ください。ご応募お待ちしております！

登録は簡単、無料ですぐ読める！

大容量の試し読み！

あらゆる読書端末で閲覧可能！

必要事項の記入のみで簡単に会員登録が

1 冊がほぼ丸々読める作品を多数掲載。

スマホ、タブレット、PC 等で、場所や

できます。会費は無料、掲載の書籍も全て

実際の選書さながらに、詳しく中身を

時間を問わず自由に選書ができます。

無料で閲覧が可能です。

読み込むことができます。

● 応募期間：2020

年 7 月 10 日〜 2020 年 11 月 30 日

● 結果発表：2021

年 1 月 ( 特設サイトにて発表 )

あなたの選んだ項目を
ポプラディアに
掲載してみませんか？

● 応募方法：特設サイト内の応募フォーム

または下記 Twitter アカウントをフォローして投稿
抽選で

図書カードネットギフトが当たる

NetGalley とは？
NetGalley ( 運営会社：株式会社メディアドゥ ) とは、

レビューキャンペーン

アメリカで誕生した本を応援する WEB ツールです。
出版社が刊行する発売前の本やオススメ本を電子データ

開催中！

で読むことができます。
会員登録は無料で、本がお好きな

◀詳しくはこちら
〒102-8519

東京都千代田区麹町 4 丁目 2 番地 6

TEL.03-5877-8109 ／ FAX.03-5877-8126

方はどなたでもお気軽にご利用いただけます。

住友不動産麹町ファーストビル ポプラ社教育コンテンツ事業局

受注専用フリーダイヤル FAX.0120-53-6188 受注センター
ホームページ

www.poplar.co.jp

TEL.03-5877-8110 ／ FAX.03-5877-8127

会員登録はこちらから

( 詳細は特設サイトをご確認ください )

NetGalley 及びキャンペーンに
関するお問い合わせ
運営会社：株式会社メディアドゥ
Mail:support@netgalley.com
NetGalley は
NetGalley LLC の登録商標です。

ポプラ社図書館部
公式 Twitter＆note
はじめました

＠poplar_toshokan

note.com/poplar_toshokan

学びの編集室のメンバーが、
「ポプラディア第三版」

注目新刊の魅力をご紹介するほか、
「ポプラディア第三版」

の最新動向、学習セットや読み物の新刊情報など

をはじめとする本づくりの裏側、学校や図書館に役立つ

をリアルタイムでツイート。

情報をお届け予定！

役立つ機能や情報満載！ ３つのポイントがパワーアップした

ポプラ社の図書館＆調べ学習サポートサイト
www.poplar.co.jp/schoolLibrary/

ポイント

2

図書館で役立つ資料や素材のダウンロードページ

ひらけ！知のトビラ 活用ツール

百科事典活用事例集

www.poplar.co.jp/schoolLibrary/chinotobira/

図書館にかかわる方々のより楽しく快適な活動を応援するため、

『総合百科事典ポプラディア』を活用した教育プログラムです。
百科事典

ポプラ社の学校図書館向けの本の情報や、図書館活動に役立つ情報を公開しています。

調べ学習では必須の百科事典。司書教諭や学校司書の
取り組みのほか、学校や自治体・教育委員会としての
取り組みをまとめました！

の利用方法について学ぶ「授業」と、自ら楽しんで百科事典を活用する

今年度はさらに充実した WEB サイトを目指し、パワーアップ！ぜひご注目ください。

「アクティビティ」を通して、生きる力につながる資質・能力を育成することを
目標としています。

便利な書誌検索機能

ポイント

1

ポプラ社おすすめのブックリスト

対象年齢や教科、N.D.C. など、

教科やテーマごとの

必要な条件から本を検索することが

調べ学習にぴったりな本を、

できます。

厳選してご紹介しています。

新刊 WEB カタログ

図書館のためのトピックス

冊子でお配りしている新刊カタログの

イベントやキャンペーン情報、

内容を WEB サイト上で読むことが

新刊紹介や著者インタビューなど、

できます。

随時更新しています。

下の活用ツールは、ダウンロードしてすぐにお使いいただけます。

「百科事典を使ってみよう」

ティーチャーズガイド

授業用進行スライド＆ハテナシート

本プログラムの指導案や各活動の

授業を通して調べる楽しさを実感！

ねらいを記載しています。

使い方の基本を学べます。

7 月末公開予定！

新ページ「ポプラ社の学校・図書館向け 新刊ギャラリー @WEB」オープン
www.poplar.co.jp/pr/Newlypublished/

そのほか賞状や読書カードも！

まずはこちら！

「コレクション！

図書館向けの新刊情報が、ひと目でわかる新ページです。

「育てよう！もの知りの木」用 教 材

本の紹介動画や、試し読みページ、書誌の詳細をワンクリックで

マイ・ポプラディア」用 教 材

チェックできます。

www.poplar.co.jp/schoolLibrary/contents/
図書委員の活動や掲示物に
使える素材も多数ご用意しています。

2 分見るだけ！紹介動画
本の特長やおすすめの使い方など、
選書に役立つ本の情報を、約 2 分の
動画にまとめています。

※ページの内容は変更になることがあります

3

学習に役立つおすすめコンテンツ
www.poplar.co.jp/pr/ouchidewaraou/
本づくりで蓄積された素材を生かし、
学習に役立つコンテンツとして公開しています。

ダウンロードできる！

ページ内の
このボタンをクリック

本に掲載の QR コードから見られる！

動画で学べる！

ポプラディアプラス『仕事・職業』
インタビュー動画集

「観察・実験教室ポプラボ」
科学イベント動画集

『のぞいてびっくり！顕微鏡』
『ぜんぶわかる！アリ』
著者おすすめ動画集

『現地取材！世界のくらし』
特設サイト

はたらく人々 17 人の

科学のおもしろさを発見する

分野の専門家である著者が、

関連動画や本には未掲載の写真を見ることができます。

インタビュー動画を公開しています。

ポプラ社の観察・実験教室。

子ども向けにおすすめする動画を公開。

紙面上のＱＲコードからアクセスできます。

これまでのイベントレポートを一部公開。

ポプラディアプラス『世界の国々』
197 か国まるごと国旗カード
197 か国分の国旗カードのデータが
ダウンロードできます。

8 月末
オ

ポイント

予定！
プン
ー

新シリーズ「SDGs のきほん」サイト
2020 年 6 月〜順次刊行の図書館向け新シリーズ。
全18 巻の内容や、
イベント・SDGs 関連書籍情報などをお届け！

