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日本の地理がバッチリわかる！日本の地理がバッチリわかる！

たたかえ！　47都道府県ヒーローズたたかえ！　47都道府県ヒーローズ 定価1,320円（税込み）定価1,320円（税込み）

　日本中の子どもたちを「地理好き」にするための本ができました！47都道

府県が、すべてヒーローになりました。身に着けている装備を見ると、その

都道府県の特長や主要な産業がわかるという仕組みになっています。

　たとえば東京都ヒーロー「シュト・トキオ」は国会議事堂デザインのよろいとかぶと、にぎ

りずし形の腕当て、東京タワー形の武器を持っている、という具合です。ヒーローたちの趣味

や好きな食べ物、得意技、お国自慢などを見ればさらにその都道府県のことに詳しくなれます。

楽しみながら都道府県の特長を自然と覚えられる１冊です。

　2020年度からは、小学３年生から社会科で地図帳の使用がスタート。地理の勉強はこの１

冊から始めてください！
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周囲が望む行動ができ、信頼関係が強固
に。レジャーはグループでキャンプなど
自然に親しむプランを。ただ足をけがし
やすいので、歩きやすい靴を選ぶように。
全体運★★健康運★金運★★

センスが光り周囲からの人気が上昇。食
事の機会を増やすと、新しい対人関係に
恵まれる暗示。音楽に合わせて体を動か
すのは○。楽しめる上に長続きしそう。
全体運★★健康運★★★金運★★★

思い通りにいかないことが増えますが、
やりかたを工夫しなさいというサイン。
結果、効率が上がりそう。ダラダラする
のは体調にマイナス。適度に運動をして。
全体運★健康運★金運★★

問題が起きやすく悩みごとが増加。年上
の人に相談しながら、じっくり時間をか
けて向き合って。買い物はサイズなどを
よく確かめてから購入を。運転に注意。
全体運★健康運★金運★

気持ちが揺れやすいとき。重要な決定は
延期を。コンサートや映画、舞台は良い
気分転換になり、深い感動も味わえそう。
流行を意識したファッションにツキ。
全体運★★健康運★★金運★★

うわさに振り回されやすいとき。わずか
でも違和感があったら、その話はうのみ
にしないように。疲れやすいので、スタ
ミナのつく食事を意識して、運動も。
全体運★健康運★金運★★

新しい世界に触れると生活にハリが。講
演会で知識を得たり、習いごとや趣味を
始めたりして。体幹を鍛える運動をする
と、ボディーラインに自信が。
全体運★★健康運★★★金運★★

いろいろなことにやりがいを感じられる
とき。頼りにされたら、快く応じてあげ
て。レジャー運良好。人気ツアーに参加
して吉。ただし食べすぎ飲みすぎに注意。
全体運★★★健康運★★金運★★

周囲との間に誤解が生じやすいので、言
葉はシンプル &わかりやすく。休日は
ひとりで楽しめるプランを。ネットで珍
しいアイテムを購入できそう。
全体運★健康運★金運★★

自己中心的に見られやすいので、周囲の
意見を採り入れた言動が大切。買い物は
値段だけで決めると後悔しそう。使い勝
手を確認して。頭痛や歯痛に注意。
全体運★★健康運★金運★

集中力が高いのはいいのですが、時間を
忘れてしまいがち。長時間ひとつのこと
をやりすぎないで。休日は景色のいい場
所で過ごすとリラックス。天然素材○。
全体運★★健康運★★金運★★

頭の回転が早いとき。仕事や勉強がス
ムーズに片付きます。新たに習いごとを
始めるのもおすすめ。物を壊したりなく
したりしやすいので、取り扱いは慎重に。
全体運★★健康運★★★金運★

5.1～
5.31

　累計255万部突破の
「朝日の困った」シ
リーズ最新刊。スマホ
初心者にやさしい「基
本操作で困った」をは
じめ、「LINEで困っ
た」「スマホ全体の設
定で困った」「スマホ
決済で困った」を特集。
And r o i d＆ i P h o n e 
どちらにも対応。

　

アサヒオリジナル
スマホで困ったときに開く本 2020-2021　

Paso 編集部／編
定価1210円（税込み）

はがきに〒住所、氏名、年齢、電話番号、書名を明記し、
〒104-8011（所番地不要）
朝日新聞 出版宣伝プロモーション部宣伝課
「ミニコミ」係へご応募ください。
4月30日（木）消印有効、5月上旬発送。当選者の発表は
発送をもってかえさせていただきます。
＊はがきをお送りいただいた皆さまの個人情報は、朝日新聞出
版が厳重に管理のうえ、当選者への発送のほかに、朝日新聞出
版の商品のご紹介に利用させていただきます。

【応募方法】



（ペンネームは敬称略）

〈 暁 町 〉

〈 石 川 町 〉

〈宇津木町〉

〈 大 谷 町 〉

〈大和田町〉

〈久保山町〉

〈 小 宮 町 〉

〈 丸 山 町 〉

〈 暁 町 〉

〈 石 川 町 〉

〈宇津木町〉

〈 大 谷 町 〉

〈大和田町〉

〈久保山町〉

〈 小 宮 町 〉

〈 丸 山 町 〉

PN. エガチャン

PN. ショウちゃん

PN. セッチャン

PN. モーキーモーコー

PN. Qちゃん

PN. じんくん

PN. コアラッコ

PN. ランラン

PN. ワカちゃん

PN. ひだまりネコ

PN. 見習い農夫

PN. ばんこちゃん

PN. ほっぺちゃん

PN.リンチャン

PN. ケン太

PN. Teteちゃん

PN. 花・花

PN. トモさん

PN. ハルちゃん

PN. えいちゃん

PN. 花歩ちゃん

PN. Ms.K

PN. いぶりがっこ

PN. 滝山散歩

PN. チカちゃん
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2月号　当選者発表

当選者の掲載は今号が最後となります。
プレゼント企画を再開しましても、
今後は賞品のお届けをもって発表と

かえさせていただきますのでご了承ください。

当選者の掲載は今号が最後となります。
プレゼント企画を再開しましても、
今後は賞品のお届けをもって発表と

かえさせていただきますのでご了承ください。

今月号の
プレゼントは
おやすみです

　皆様もご存じの通り、新型ウィルス
による感染症が猛威をふるい予断を許
さぬ状況にあります。

　このままですと、当選者の方に賞品
をお届けできなくなる可能性も考えら
れますので、大変心苦しいのですが、
状況が落ち着くまではプレゼント企画
を見送ることといたしました。

　いつも楽しみにしていただいている
読者様には誠に申し訳ありませんが、
何卒ご理解いただきますようお願い申
し上げます。

　まもなくゴールデンウィークですが、今年は新型
コロナの影響で予定を変更せざるを得ない方が多い
ようです。なかなか外出も難しい状況が続いており
ますが、気持ちを前向きに、力を合わせて乗り切り
ましょう！
　３週間後は母の日です。プレゼントを贈る方も贈
られる方も素敵な日になりますように！

　まもなくゴールデンウィークですが、今年は新型
コロナの影響で予定を変更せざるを得ない方が多い
ようです。なかなか外出も難しい状況が続いており
ますが、気持ちを前向きに、力を合わせて乗り切り
ましょう！
　３週間後は母の日です。プレゼントを贈る方も贈
られる方も素敵な日になりますように！

次回は6月21日発行の予定です。お楽しみに！！次回は6月21日発行の予定です。お楽しみに！！


