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幼児絵本

語りかけ絵本

シリーズ

こがようこ・ぶん・え
パパやママが、読めば自然に語りかけられるように工夫しているので、
はじめての赤ちゃん絵本として最適です。
0歳から

A4判変型

定価（本体1000円＋税）

いちご

全
ISBN978-4-477-03073-9

いちご、だいすき。食べちゃおか。パクリ。あーおいしい。もうひと
つ食べちゃおか。心地よいリズムといちごの動きに、赤ちゃんもくぎ
づけになります。

ひよこ

全
ISBN978-4-477-03074-6

ぴよっ。あ、ひよこさん。こんにちは。あらあら、かくれちゃった。
いない。いない…いたー。リズムにのって、ひよこが出てきたりかく
れたりするのが楽しい絵本です。

どんぐり
ISBN978-4-477-03147-7

コロン！ ころがった。ストン！ あ、おちてきたよ。ポン！ こん
どははねちゃった。どんぐりのかわいい動きと繰り返しが楽しい絵本
です。

犬のジェリー

シリーズ

矢野アケミ・ぶん・え
かわいい犬のジェリーがあちこちに登場。
繰り返しの言葉とリズムが楽しいシリーズです。
1歳から

A4判変型

定価（本体1100円＋税）

ジェリーの あーな あーな

全
ISBN978-4-477-01989-5

赤ちゃんにとって、気になる「穴」
。ジェリーは、砂のお山から長靴、
果ては、おでんやドーナツまで！？ いろいろな穴に突進して入って
いきます。
4

全

ISBN978-4-477-02294-9

からだが長いジェリー。ねこよりも、ながーい、ながーい。へびよりも、
ながーい、ながーい……？ どんどん長くなって、最後には……！？

ジェリーの こーろ ころん

全
ISBN978-4-477-02295-6

転がすのが大好きなジェリー。ボールをこーろ、ころん。すいかを
こーろ、ころん……。次々いろいろなものを転がして、ついに最後
は……！？

あ・そ・ぼ

シリーズ

ふくだじゅんこ・ぶん・え
かわいい果物や野菜たちと一緒にとんだりはねたり。
楽しい擬音とともに、真似してあそびたくなるシリーズです。
2歳から

A4判変型

定価（本体1300円＋税）

とりかえっこ とりかえっこ

全
ISBN978-4-477-03040-1

りんごちゃんやみかんくん、ばななさん、めろんちゃんもお服をぬぎ
ぬぎしたら、みんなでお服をとりかえっこ！ どうなっちゃう？

とらんぽりん ぽーん

全
ISBN978-4-477- 03113-2

とまとくん、なすびくん、えのきちゃんにきゅうりさん…みんなでジ
ャーンプ！ そこに、おおーっきなかぼちゃくんが登場！ どうなっ
ちゃう！？

でんぐりごろりん

全
ISBN978-4-477-03170-5

おにぎりくん、ぶどうちゃん、おもちさん、いがぐりくんたちが、で
んぐりごろりん、でんぐりこ。おにぎりくん、まあるくなっちゃった。
みんなも楽しくでんぐりがえし。でんぐりがえしのリズムと食べ物た
ちの変化が楽しい絵本です。
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ジェリーの ながーい ながーい

幼児絵本

ばけたくん

シリーズ

岩田明子・ぶん・え
くいしんぼうのおばけ “ばけたくん” が、おいしそうなものを
次々と食べて変身しちゃう大人気シリーズです。
2歳から

A4判変型

ばけばけばけばけ ばけたくん

全日

ISBN978-4-477-01988-8

定価（本体1300円＋税）
くいしんぼうのおばけ「ばけたくん」が夜中に台所でパクパク。いち
ごにキャンディーにスパゲティー……。あれあれ！？ 食べ物にばけ
ちゃった！

ばけばけばけばけ ばけたくん おみせの巻
ISBN978-4-477-02542-1

定価（本体1300円＋税）
食べるとばけるばけたくんが今度は夜中のお店でパクパク。ぶどうに
たいやきにソフトクリーム……。食べ物に変化するおもしろさがパワ
ーアップ！

ばけばけばけばけ ばけたくん おまつりの巻

全

ISBN978-4-477-02633-6

定価（本体1300円＋税）
食べるとばけるばけたくんが今度はお祭りの屋台でパークパク。チョ
コバナナにかきごおりにたこやき……。子どもが大爆笑の絵本です。

ばけばけばけばけ ばけたくん たんじょうびの巻

全

ISBN978-4-477-02814-9

定価（本体1300円＋税）
食べるとばけるばけたくん。今度は自分の誕生日会で、好物いっぱい、
パ〜クパク！ パパ、ママ、妹や友だちも出てきて、みんな一緒にば
けちゃった！？
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全

ISBN978-4-477-03037-1

定価（本体1500円＋税）
食べるとばけるばけたくん。今度は「おばけまち商店街」で食べ歩き。
食べる度にばけて、お店のどこかに隠れちゃった。さあ、ばけたくん
はどこにいる？

ばけばけばけばけ ばけたくん ばけくらべの巻

全

ISBN978-4-477-03077-7

定価（本体1300円＋税）
野菜畑でつまみ食いのばけたくん。そこへ子だぬきぽんたがやってき
て、ばけくらべの勝負をすることになりました。さあ、ばけたくんは
勝てるかな？

ばけばけばけばけ ばけたくん おるすばんの巻
ISBN978-4-477-03168-2

定価（本体1300円＋税）
食べるとばけるばけたくん。今日は妹の、ばけなちゃんとはじめての
お留守番！ちゃんとお留守番できるかな？ばけなちゃんの面倒、みら
れるかな？

おふくさん

シリーズ

服部美法・ぶん・え
毎日にこにこ仲良く暮らすおふくさんたちと、
こわい顔したひょうきんな鬼のやりとりが楽しいシリーズです。
3歳から

A4判変型

定価（本体1300円＋税）

おふくさん

全
ISBN978-4-477-02991-7

おふくさんたちのところへ、こわがらせようとする鬼がやって
きた！ 鬼を笑わせようとするおふくさんと笑うものかとがんば
る鬼の対決、さていったいどうなる？

おふくさんのおふくわけ

全
ISBN978-4-477-03078-4

おふくさんたちがご飯を食べていると、おれにも食わせろと鬼が
やってきた。でも残っているのは、おいもひとつのみ。鬼も巻き
込んでつくったものは？
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ばけばけばけばけ ばけたくん かくれんぼの巻

幼児絵本

幼児絵本

赤ちゃんと楽しい時間が過ごせるよう、響きのよい言葉や
リズムのよい繰り返しの展開で構成しています。
１歳～３歳向

しずかな

しずかな

みずうみ

全日

ISBN978-4-477-01916-1

やまだうたこ ぶん・え

定価（本体838円＋税）

しずかなみずうみに、かわいい動物が訪れて……。あひるの親子、
こぶたの兄弟、かえるの家族がげろげろ大合唱！ いつも手元にお
いておきたい、かわいらしい絵本です。

しろくまくんの このあな なぁに？

全日

ISBN978-4-477-01917-8

菅野由貴子 ぶん・え
定価（本体838円＋税）
しろくまくんが穴をのぞくと、楽しい世界へつながっていました！
きれいなお花畑や星空……。
「おやすみなさい」で終わるのでベッ
ドタイムストーリーとしてもおすすめ。
好奇心旺盛な子どもの心と、
それを見守るお母さんのあたたかな絵本です。

まって

まって

全
ISBN978-4-477-01918-5

武内祐人 さく・え
定価（本体1100円＋税）
おやつによばれたひよこちゃん。でも、かえるさんが気になって…
…。次々と登場する虫や動物を追いかけて、ひよこちゃんの大冒険
の始まりです。わくわく感たっぷり、「まってまって」の繰り返し
が楽しく、読み聞かせにぴったりです。

プララのとんねるぶっぶー

全
ISBN978-4-477-02000-6

武内祐人 さく・え
定価（本体1000円＋税）
プララが公園の砂のトンネルをくぐると、森に続いていて･･･ ！？
丸太の吊り橋、お魚が泳ぐ池、どんなところでも、楽しく「ぶっぶ
ー！」
。「ガタゴト」
「ブクブク」など擬音を入れても楽しめます。
森の中の色合いが、とてもきれいな絵本です。
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全日
ISBN978-4-477-02645-9

武内祐人 さく
定価（本体1300円＋税）
ある朝、マギマギはボートに乗ってどこかにお出かけ。川を下ってい
ろんな友だちに出会います。あっ、キツツキもとんできたよ！ さあ、
どんな一日になるのかな？ 「おはよう」
「またね」のあいさつが楽し
い絵本です。

とんねる とんねる

全
ISBN978-4-477-02369-4

岩田明子 ぶん・え
定価（本体1300円＋税）
「とんねる とんねる、くぐってくださーい！」
「はーい！」と、へび、
たこ、かえる･･･みんな次々にとんねるをくぐって、最後はもぐらの細
い穴！ さあ、どうやってくぐる！？ 繰り返しの音のリズムが楽し
い読み聞かせに最適な絵本です。

どっしーん！

全
ISBN978-4-477-02690-9

岩田明子 ぶん・え
定価（本体1300円＋税）
「いそげ いそげ いそがなくっちゃ！」と、こっちからもあっちから
も走ってきたのはいいけれど……。あんまり急いでいたものだから、
どっしーん！ あれ、ぶつかったら、からだがおかしいぞ。繰り返し
のリズムが楽しい絵本です。

ありさんどうぞ

全
ISBN978-4-477-02004-4

中村牧江 ぶん 林健造 え
定価（本体1200円＋税）
みんなで一列になって、ずんずん歩いていくありさんたち。いったい
何があるのかな？ じぃーっとみつめて、ずぅーっとたどって、いつ
のまにかおともだち！ 小さな生き物を観察するまなざしとやさしい
気持ちを描いたふれあい絵本。

バナナおいしくなーれ
ISBN978-4-477-03109-5

矢野アケミ さく
定価（本体1200円＋税）
バナナがおいしくなる、おまじないいくよー。
「バナンチョバナンチョ、
おいしくなーれ」 すると…。あれっ、なんだ？ さて、おいしいバナ
ナが食べられるのかな？
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マギマギのともだち

幼児絵本

おやすみ、かけす

全日

ISBN978-4-477-01983-3
マリー・ホール・エッツ ぶん・え
まさきるりこ・やく
定価（本体1200円＋税）
ちいさな男の子が、カケスやカエルの鳴き声に耳をかたむけます。風

にゆれる葉のそよぎに耳をすまし、１日を過ごします。やがて眠くな
った男の子は、
「おやすみ」の世界へ。洗練されたことばと繊細な絵は、
おやすみ前にぴったりの絵本です。

まなちゃん

全
ISBN978-4-477-02547-6

森田雪香 作
定価（本体1300円＋税）
「みーつけたぁ…！」と布団をめくると、あれれ、いない？ まなちゃ
んとなかよしのお人形ぽんちゃんとの不思議なかくれんぼに、ドキド
キわくわくの絵本です。

いろいろバス

全日
ISBN978-4-477-02659-6

tupera  tupera  さく
定価（本体1300円＋税）
赤いバス、黄色いバス、緑のバス……。バスから降りるのはだあれ？
乗るのはだあれ？ 色とりどりのバスに乗り降りするあんなものやこ
んなもの。ユーモアたっぷり、おしゃれな絵本です。

おつきさまはまあるくなくっちゃ！

全

ISBN978-4-477-02665-7

ふくだじゅんこ ぶん・え
定価（本体1300円＋税）
おばあさんが、空を見上げて驚いた。空には細ーいお月様。おばあさ
んは急いで料理を作り、お月様に食べさせます。少しふっくらとした
けれど、まだまだまあるくなってない。果たして、お月様はまあるく
なれるのかな？

みんなでつくっちゃった

全日
ISBN978-4-477-02808-8

長 新太 さく
定価（本体1500円＋税）
森に新聞紙が、たくさん落ちていました。少したつと、それらがなく
なっていました。さあ、だれが拾って、何をつくったのでしょうか？
待望の復刊です。
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全
ISBN978-4-477-02815-6

中尾昌稔 ぶん 岩田明子 え
定価（本体1300円＋税）
「どんどん、くるくる。なーにかな？」 子どもの身近でくるくる回る
ものをとりあげて、あてっこしました。親子で読んでも、読み聞かせ
でも楽しい絵本です。

ともだち どれだ？
ISBN978-4-477-03038-8

新井洋行 さく
定価（本体1300円＋税）
ごはんのともだち、どれだ？ おやつのともだち、どれだ？ ページいっ
ぱいの、いろいろなものを上手く分けることができるかな。子どもが
身近なものに興味を持つようになったら、親子で楽しくわけっこ遊び
をしながら楽しめる絵本です。

おひさまおはよう

全
ISBN978-4-477-03106-4

鈴木智子 さく
定価（本体1300円＋税）
にわとりさん、コケコッコー。いぬさんはしっぽをプルンプルン。お
ひさまはそうちゃんのところにもやってきて……。朝起きるのが楽し
くなる絵本です。

だれのあしあと

全日
ISBN978-4-477-01982-6

accototo（ふくだとしお＋あきこ）さく・え 定価（本体1300円＋税）
雪がしんしんと降っています。ねずみくんは、うれしくて外に飛び出
しました。すると、おもしろい足あとが！ 動物の足あとをあてっこで
きる楽しい絵本。

みんなにこにこ

全
ISBN978-4-477-01981-9

accototo（ふくだとしお＋あきこ）さく・え 定価（本体1200円＋税）
ハリネズミさんもカメさんも、みんな殻に閉じこもって泣いていたけ
れど、にこにこに！ 小さなテントウムシくんがお友達のために大活躍
します。友達のやさしさをそっと教えてくれる絵本。
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どんどんくるくる

幼児絵本

ぴっちゃん ぽっちゃん

全


ISBN978-4-477-01945-1
accototo（ふくだとしお＋あきこ）さく・え   定価（本体838円＋税）
こねこのプチュは、雨の音にさそわれて散歩におでかけ。葉っぱの
裏で雨宿りするちょうちょやかたつむり。みんなでおうたを歌うと、
虹がかかりました！ 赤ちゃんがニコニコになる楽しい絵本です。

きょうのそらはどんなそら

全日

ISBN978-4-477-02001-3

accototo（ふくだとしお＋あきこ）さく・え 定価（本体1300円＋税）

おひさまが顔をだしたら、さぁ、1日のはじまり！ 自由気ままな子猫
が、建物の間や広い原っぱから、移り変わる空を見上げます。空って
面白くて不思議！ 親子で空を眺めてゆっくり過ごしたくなる絵本。

たんぽぽはたんぽぽ

全

ISBN978-4-477-02813-2

おくはらゆめ さく 定価（本体1300円＋税）

すずめが「たんぽぽはたんぽぽ」と言うと、たんぽぽは花びらを、ぴん、ぴん、
ぴーん、とのばしました。ありんこ、猫に続いて、たろうくんの番！「たろう
はたろう！」すると、もじもじするたろうくんに力がわいてきて……！？かわいく
て、思わずクスッと笑っちゃう。ぐんぐん、のびのび、気持ちのいい絵本です。

こうまくん

全


きくちちき ぶん・え

ISBN978-4-477-03034-0

定価（本体1500円＋税）

「ぼく、はしってるの」と喜びを伝えて、走り続けるこうまくん。
走って、走って、走ったその先には……？ 輝く生命力とあふれる
エネルギーを描いた、すがすがしい絵本です。

どうぶつどんどん

たしろちさと ぶん・え

ISBN978-4-477-03131-6

定価（本体1300円＋税）

ぞうさんみずあび、ばっしゃーん！ シマウマがはしってきたよ、
ドドドド！ 首のながーいキリンさん、何しているの？ おどろき
の動物にあいにいこう！
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幼児絵本

ぐるりんラグりん

全


新井洋行 さく

ISBN978-4-477-03115-6

定価（本体1200円＋税）

「ラグりん」のうえを、
さるさんがぐるりん！ じょうず、
じょうず。
こんどは、ぞうさん、だんごむし…みんな、どんなふうにぐるりん
するのかな？

©新井洋行
「ぐるりんラグりん」より

とんたんイスたん

新井洋行 さく

ISBN978-4-477-03167-5

定価（本体1200円＋税）

イスたんはリズムあそびがだいすき！ パンダさんといっしょに、
とんとん、たんたん！ アシカさん、うさぎさん･･･いろんな生き
物とリズムあそび！

おんせんたまご

中尾昌稔 ぶん 河本徹朗 え

ISBN978-4-477-03163-7

定価（本体1200円＋税）

たまごが温泉にやってきます。ごしごし背中をあらいっこ。
「ふう、
いいきぶん」と温泉につかっていると、あれ？ たまごがピキピキ
割れてきて……！？

ぱぱぱぱ ぱんつ

うえだしげこ ぶん・え

ISBN978-4-477-03164-4

定価（本体1200円＋税）

「おしっこ！」
「うんち！」といえたなら、
おむつさんにさようなら。
そして、ようこそぱんつさん。楽しくトイレトレーニングできる絵
本。
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おはなし
絵本

にんじんじゃ

シリーズ

うえだしげこ・ぶん・え
お調子者のにんじんじゃが大活躍！？ ユーモアいっぱいのシリーズです。
4歳から A4判変型 各定価（各本体1300円＋税）
全3巻セット／揃定価（揃本体3900円＋税）ISBN978-4-477-03166-8 NDC913

にん・にん・じんのにんじんじゃ

全

ISBN978-4-477-02663-3

修業をさぼるにんじんじゃに、とまとのさまが重い役目を言い渡しま
す。ライバルのしいたけんしんに負けず、無事に役目を果たせるので
しょうか？

にん・にん・じんのにんじんじゃ
ぜにがめの巻

全

ISBN978-4-477-02990-0

とまとのさまから「ぜにがめをさがしてまいれ」との命令が、しいた
けんしに下された。大金持ちになれるとふんだにんじんじゃが横取り
を企てますが、さて、うまく手に入れられるでしょうか？

にんじんじゃの
おもしろにんじゃずかん
ISBN978-4-477-03162-0

忍者の役割、術、武器などの図版、説明はもちろん、
「にんじんじゃの
ドジマンガ」も！ 楽しみながら忍者のことがよくわかります。

©うえだしげこ
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「にんじんじゃのおもしろにんじゃずかん」より

シリーズ

平田昌広・ぶん 平田景・え
おかん・おとん・息子、３人の関西弁のやりとりが楽しく
「家族っていいな」と思えるシリーズです。
5歳から

お

と

A4判変型

ん

全
ISBN978-4-477-01936-9



お

定価（本体1400円＋税）

だーいすきなおとん！ でもちょっと、だらだらしとる。おとんっ
てよんどるから、あかんのやろか？ 「パパ」
「おとうさま」……い
ったいなんてよんだら、カッコイイおとんになる！？

か

ん

●第5回 ようちえん絵本大賞

全 日

ISBN978-4-477-01990-1


定価（本体1400円＋税）
おかあさんって、なにを言っても言い返してくる！ でも、ごはん
つくってるときも、せんたくしてるときも、ちゃーんとこたえてく
れるんだよね！

おかんとおとん

全
ISBN978-4-477-03033-3


定価（本体1500円＋税）
「おとん、おかん、なんで結婚したん？」 子どもの素朴な疑問に対
して、ユーモラスな答えで返してくるおとん、おかん。おもしろ家
族の会話に心がほんわかする絵本です。

かんがえてみよう シリーズ

友達のこと、学校のこと、将来のことなどをいろんな角度から
楽しく考えられるシリーズです。
6歳から

A4判変型

ナージャの5つのがっこう

ISBN978-4-477-03130-9

キリーロバ・ナージャ ぶん 市原淳 え 定価（本体1400円＋税）
転校生ナージャが体験した５つの国の５つの学校。国によって「違
い」があってあたりまえ、むしろ素敵なことがたくさんあることを
紹介します。
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おはなし
絵本

おかんとおとん

ともだちのつくりかた

全
ISBN978-4-477-03032-6

おはなし
絵本

たかいよしかず さく
定価（本体1400円＋税）
子どもにとって、友だちづくりって意外に難しい。上手に友だちを
つくる方法を、大人と子どもが一緒に楽しく学べる絵本です。

すきなことのみつけかた

ISBN978-4-477-03107-1

たかいよしかず さく
定価（本体1400円＋税）
「何で勉強しなきゃいけないの？」「好きなことを見つけるためだ
よ」子どもにとってのよくある質問が解決し、様々な角度から考え
られる絵本です。

ゆめのかなえかた

ISBN978-4-477-03350-1

たかいよしかず さく
定価（本体1300円＋税）
夢がある子には、夢をかなえる方法を。夢はこれから…という子に
は夢を見つける方法を、チャートやワークシートを使って楽しみな
がら考えられる絵本です。

ワニのライルのおはなし

バーナード・ウェーバー・さく
小杉佐恵子・やく
ひょうきんで芸達者な、町じゅうの人気者・ワニのライルが
くりひろげるユーモラスな大型絵本シリーズ。
6歳から

A4判変型

NDC.933

ワニのライルがやってきた
プリムさんの一家がひっこした東88番通りの家のおふ
ろ場に、大きな緑色のクロコダイル・ワニが！……
びっくりしたプリムさんたちも、やがて、芸達者なワ
ニのライルとすっかりなかよしになります。
定価（本体1600円＋税）
ISBN978-4-477-16281-2
16

全厚

ワニのライルとなぞの手紙

全厚
おはなし
絵本

“あんたなんか、だいきらい” というなぞの手紙がと
どいて、ワニのライルは心配します―いやなことを
わすれさせようと、プリムさんたちは、ライルを海水
浴につれていきましたが、そこで……。
定価（本体1456円＋税）

ISBN978-4-477-16284-3

ワニのライル、おかあさんをみつける

全日厚

むかしのようにコンビを組んで、芸をして世界じゅう
をまわろうとたくらんでいるバレンティさんは、プリ
ムさんの家から、なんとかしてライルをおびき出そう
と、作戦をたててみたのですが……。
定価（本体1456円＋税）

ISBN978-4-477-16285-0

ワニのライルとどろぼうじけん

全日

町に “どろぼうが出る” といううわさが流れます。ライ
ルは撃退する方法を色々と考えます。そんなとき、プリ
ムさんの家に赤ちゃんが生まれるときいたライルとおか
あさんのフェリシティは大よろこび。
定価（本体1456円＋税）
ISBN978-4-477-00658-1

ワニのライルは会社のにんきもの

全日

ライルはプリムさんの会社を見にいきます。どんな仕事
もひきうけて、まわりの人は大よろこび。会社の中の託
児所の子どもたちはライルが大好きになりました。でも、
上司のビッグさんはかんかん。
定価（本体1456円＋税）

ISBN978-4-477-00659-8

ワニのライルのクリスマス
もうすぐクリスマスがくるというのに、プレゼントに何
がほしいのか、ライルにはきめられないのです。そんな
とき、仲よしのネコのロレッタが家出をしてしまいました
―ライルにはわかったのです。今、何がほしいか！
定価（本体1476円＋税）
ISBN978-4-477-01068-7
17

全日

おはなし
絵本

絵本・新美南吉の世界

新美南吉・作
女性の画家5人が、南吉童話の世界にさわやかな風を
ふきこんだ新しい大判絵本。
6歳から B4判変型 各定価（各本体1700円＋税）
全5巻セット／揃定価（揃本体8500円＋税）ISBN978-4-477-01844-7 NDC913

ごんぎつね

全

遠藤てるよ・絵

ISBN978-4-477-01839-3

いたずらぎつね「ごん」の通じない償い、そして悲しい結末。多く
の人に今も深い感動をあたえつづける新美南吉の代表作の絵本化。

のら犬

全

鶴田陽子・絵
法事の帰りの夜道、あとをついてくる犬に、和尚は気味悪くなり、
想像をめぐらせます。揺れる和尚の心を巧みに表現した絵本です。
ISBN978-4-477-01840-9

てぶくろを買いに

全

ひろのみずえ・絵

ISBN978-4-477-01841-6

人間を疑う母ぎつねと無邪気で人間を恐れない子ぎつねを通し
て、きつねも人間も親子の深い愛情があることがわかってきます。

きつね

全

ISBN978-4-477-01842-3
鎌田暢子・絵
祭りの夜、友だちは文六ちゃんがきつねになったと思います。自分
がきつねになったらと、文六ちゃんは母親にたずねると……。

おお おとこ

巨男の話

全

ISBN978-4-477-01843-0
津田真帆・絵
魔女を母親にもつ巨男は、
姿を変えられたお姫様を元にもどすため、
つらい試練に耐えますが、なかなか元にもどらないので……。
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楽しいおはなし、ドキドキするおはなし、
幸せな気持ちになるおはなしなど、
子どもたちが想像の世界に大きく翼をひろげる絵本です。
４歳～６歳向

ポポおばさんとことりたち

全日
ISBN978-4-477-01897-3

おおしまりえ ぶん・え
定価（本体1400円＋税）
山鳩のポポおばさんと小鳥たちは、仲よく暮らしていましたが、ど
こからか泣き声が…。
小鳥と木の共生をテーマにしたかわいい絵本。

ライオンのおとしもの

全日
ISBN978-4-477-01915-4

いとうみき ぶん・え
定価（本体1400円＋税）
ライオンが泣いています。大事な物を落としてしまったというので
す。女の子とハシコウが一緒にさがしますが、
見つかるでしょうか？

ララちゃんのダンス

全
ISBN978-4-477-01919-2

大和田美鈴 ぶん・え
定価（本体1400円＋税）
ララちゃんは、パーティーでダンスをしますが、足をふんだり、ぶ
つかったり大変！ ある日、雨や風、波の音のリズムで踊ると……。

しにがみとおばあさん

全
ISBN978-4-477-01900-0

鎌田暢子 ぶん・え
定価（本体1400円＋税）
何もかもいやになったおばあさんが、
「死んでしまいたい」とつぶ
やくと、目の前に死神があらわれて……。絶対絶命のおばあさんの
命は、どうなるのでしょうか？ 生きていることの喜びを伝えます。

19

おはなし
絵本

おはなし絵本

しょう太とねこのサーカス
おはなし
絵本

ISBN978-4-477-01901-7

かわかみ味智子 ぶん・え
定価（本体1400円＋税）
しょう太は、大ねこにもらったサーカスの入場券を持って、深夜の
公園に行きました。
赤い大テントの中では、
無数の妖怪が現れます！
どうする、しょう太！？ たくさんのねこが生き生きと描かれた、
楽しい絵本です。

ゆきのひのわすれもの

ISBN978-4-477-01925-3

かさいまり

ぶん・え

定価（本体1400円＋税）

妹は、私のまねばっかりで、もう、いや！ おばさんの家の子にな
る！ お菓子もベッドも、全部私だけのもの。でも、うれしいはず
なのに落ち着きません。うさぎ姉妹の微笑ましいつながりをあたた
かな絵で表現します。

あはっとおばあさん

全
ISBN978-4-477-01935-2

山口みねやす ぶん・え
定価（本体1400円＋税）
村はずれに住むおばあさんの家に、次々といろいろな動物がやって
きます。おばあさんは、みんなを「あはっ」と笑ってむかえ入れま
した。みんな友だち、いつでも楽しい食事になりました。

どうぶつ どのみち いっぽんみち

全日

ISBN978-4-477-02368-7

中村牧江 ぶん 林健造 え
定価（本体1300円＋税）
一本道をたどっていったら、
「あ、うさぎ」
。草のにおいも感じながら、
まっすぐいったら、今度はひつじ。ちょっと一休みして、お次はきりん。
次々に登場する動物をたどって、最後は地球に生きる同じ生き物たち
に感謝！ 実際に一本道をたどって遊べる絵本です。

ぶたのトントン

全日

ISBN978-4-477-02541-4
キャロライン・ジェイン・チャーチ さく
石津ちひろ やく
定価（本体1300円＋税）
「いつかとべるようになるんだ！」と毎日とぶ練習をしているぶたのト
ントンに、みんなはトランポリンをプレゼント。トントンは感激して
勢いよくとび上がると……。一途な気持ちがユーモアいっぱいに描か

れている絵本です。
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かみちゃん

全日

たにうちつねお さく
定価（本体1300円＋税）
紙をくるくるまるめて、顔！ ちょきちょき切って、犬！ 子どもの
手と想像力で紙がへんてこな生き物に変身します！ 紙を使って遊べ
るユーモアいっぱいの絵本です。

かみなのに

全
ISBN978-4-477-03169-9

たにうちつねお さく
定価（本体1300円＋税）
紙なのに、バッタみたいにはねる！ゴリラの顔よりこわい！？切った
り、まるめたり、ちぎったりするだけで、紙が大変身！

みつあみちゃん

日
ISBN978-4-477-01944-4

くみこ ぶん・え
定価（本体1400円＋税）
みつあみを編む、キュッキュッという音。おかあさんと一緒の大事
な音。この音、妹にとられてしまったらどうしょう……。おかあさ
んをひとりじめできなくなってしまう姉の気持ちが伝わる絵本。

こぞうさんとおばけ

全
ISBN978-4-477-01946-8

はせがわかこ

ぶん・え

定価（本体1400円＋税）

和尚さんは出かけて留守。夜、こぞうさんが外の便所へ行くと、闇
に光るあやしい目！ 本堂に逃げかえり、太鼓をたたいてにぎやか
にしますが、どんどんおばけが現れて･･･。怖さにひきつるこぞう
さんと、おばけたちのやりとりが楽しい絵本。

おふろおばけ

全
ISBN978-4-477-01980-2

村田エミコ ぶん・え
定価（本体1400円＋税）
一人でお風呂に入るのってこわいんだ。へんなやつがいたらと思う
とゾッとする。するといた！ 変なやつ。おいでおいでするのでど
うしよう。力強いタッチの木版画で、男の子の心情やユーモラスな
おばけを生き生きと描きます。
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おはなし
絵本

ISBN978-4-477-02543-8

もぐらとのらねこ

全

おはなし
絵本

ISBN978-4-477-01998-7

いのうえまこと ぶん・え   
定価（本体1400円＋税）
もぐらのかあさんが、穴の外に顔を出すと、のらねこママとばった
り鉢合わせ！

穴をほって逃げますが、行く手を大きな道路にはば

まれます。どうなる、もぐらのかあさん！
てきそうなパワフルな絵が魅力。

動物たちが、飛び出し

はる・なつ・あき・ねこ

全日
ISBN978-4-477-02012-9

くわの木すずめ

ぶん・え   

定価（本体1400円＋税）

だれも知らないねこの世界。冬はこたつで丸くなるってほんとか
な？ あれれ？ リボンむすんで、ネクタイしめて、みんなおめか
し、どこいくの？ 四季折々の花に囲まれたねこたちが楽しく息づ
く、心はずむ絵本。

あかちゃんがいるの！

全
ISBN978-4-477-02092-1

津田真帆 ぶん・え
定価（本体1400円＋税）
おなかがちょっとだけくすぐったい感じ。おなかがだんだん大きく
なってきた。わたし1人じゃないの。赤ちゃんといつも一緒。生ま
れてくる子に母親がだんだん愛おしさを感じる様を丁寧に描いた、
幸せを届ける絵本。

だいじょうぶ・ダック

全
ISBN978-4-477-02091-4

わたなべまゆみ ぶん ひろのみずえ え 定価（本体1400円＋税）
神様がつかわしたアヒルのダックたちは、困った人を助けて、たち
まちハッピーに！個性豊かすぎるアヒルたちの活躍で、思わず “ま
ったり、ゆったりの世界” にはまってしまう、はちゃめちゃで愉快
な絵本。

こぐまくん、ないしょだよ
ふくだじゅんこ

全日
ISBN978-4-477-02280-2

ぶん・え

定価（本体1400円＋税）

こぐまくんは、ねこくんときつねくんに「お人形を壊したのは内緒
だよ！」といわれます。けれども、うっかり言ってしまいそうに
･･････。心のモヤモヤも、お母さんのとびきりのアイディアで、み
んな楽しくなっちゃった！
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かまきりのカマーくんといなごのオヤツちゃん

ISBN978-4-477-02279-6

作

           定価（本体1400円＋税）

カマーくんは、いなごをオヤツに決めました。でも、くもに狙われ
て大ピンチ！「オヤツちゃんに手をだすな！」と助けるカマーくん
とオヤツちゃんは、いつしか仲良しに･･････。かまきりといなごの
ユーモラスな友情を描いた絵本。

かまきりのカマーくんと
いなごのオヤツちゃん
田島征三 作

どうだ！まいったか

           

全

ISBN978-4-477-02620-6

定価（本体1400円＋税）

前作で、離ればなれになってしまったかまきりのカマーくんといな
ごのオヤツちゃん。再び出会う２匹だけど、そこへナマズ、ネコ、
カラスたちが次々と襲ってきて……!? さて、カマーくんとオヤツ
ちゃんはどうなるの？

カミーユせんせいはまほうつかい!?

全日

ISBN978-4-477-02054-9

ジャック・デュケノワ  さく  石津ちひろ  やく 定価（本体1500円＋税）
きょうから1年生！ みんなと仲良くなれるかな？ 勉強だいじょ
うぶかな？ はじめての学校生活、登校初日はみんなドキドキ。で
もカミーユ先生はとっても やさしかった！ それになんだか先生
にはすてきな秘密があるみたい･･････ ？

カミーユとすてきなうみのおくりもの 全
日
ISBN978-4-477-02055-6

ジャック・デュケノワ  さく  石津ちひろ  やく 定価（本体1500円＋税）
くじらの歌を聞きに海へやってきたカミーユ。すてきな歌声にうっ
とりしていたら、だんだん歌声が苦しそうになってきて･･･。カミ
ーユの前に現れたのは、なんと油でベトベトになったくじら。カミ
ーユは助けることができるのでしょうか！？

ルルーとモモーヌずっといっしょに

全日

ISBN978-4-477-02278-9

たけのみつえ ぶん・え

定価（本体1400円＋税）

一人で生きてきたルルー。食べて寝て、
毎日それだけで満足でした。
でもモモーヌに出逢って、今まで知らなかった気持ちがわきあがり
･･･。大切なものをあきらめない心の強さを描いた絵本。切り絵の
タッチが物語に迫力を与えます。
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おはなし
絵本

田島征三

全

ちいさなククル

全日

おはなし
絵本

ISBN978-4-477-02296-3

はんまけいこ ぶん・え

定価（本体1400円＋税）

テナガザルの男の子、ククル。憧れの船乗りガブおじさんに会いに
冒険へ出発！ 森の中ではワニに出会ったり、木から滑り落ちてし
まったり…！？ がんばるククルと見守る動物達をあたたかく描い
た絵本です。

なないろの花はどこ
はまざきえり

ISBN978-4-477-02361-8

ぶん・え

定価（本体1400円＋税）

カンガルーの男の子ルーは、とっても甘えん坊。お母さんのポケッ
トの中が大好きで、友だちが遊びにさそっても出てきません。ある
日、お母さんが病気になってしまい、特効薬「なないろの花」探し
の旅に出かけますが……。

おばけのチョウちゃん

全
ISBN978-4-477-02545-2

長野ヒデ子 ぶん・え

定価（本体1400円＋税）

夏休みにおじいちゃんの家へ遊びに行った、ちょうちんおばけのチ
ョウちゃん。おばけの夏祭りでみんなと歌って、踊って！ こわく
ておもしろいおばけ絵本です。

おおきいツリー ちいさいツリー

日

ISBN978-4-477-01141-7

ロバート・バリー さく 光吉夏弥 やく 定価（本体1300円＋税）
ウィロビーさんのおやしきにとどいた大きな大きなツリー。大きす
ぎて、さきっぽを切りました。そのさきっぽがどんどん小さくなっ
て……かわいらしいクリスマス・ストーリーです。

よるのねこ
ダーロフ・イプカー

全日厚
文・絵

光吉夏弥

ISBN978-4-477-02003-7

訳
定価（本体1300円＋税）
夜になっても、ねこはぜんぜん寝たくなんかありません。夜はいち
ばん楽しい時間――ねこの探検についていってみましょう。色彩が
美しく、読みきかせにぴったりです。
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でんでんむしのかなしみ
作

かみやしん

絵

ISBN978-4-477-01023-6

定価（本体1300円＋税）

美智子様が国際児童図書評議会ニューデリー大会（1998年）の基調講
演の際に「何度となく、思いがけない時に私の記憶によみがえってきた」
作品として触れられた「でんでんむしのかなしみ」をはじめ、心にしみ
る珠玉の５編をかみやしんの味わい深い絵とともにつづります。

ポレポレやまのぼり

全日
ISBN978-4-477-02619-0

たしろちさと

ぶん・え     

定価（本体1400円＋税）

今日はみんなで山登り。先頭ではりきるはりねずみくん、のんびり
と鳥の声に耳を澄ますぞうくん。大荷物のやぎくんは何を持ってい
くの!? 色使いが鮮やかで、迫力ある楽しい絵本です。

みずうみ

全日
ISBN978-4-477-02706-7

千葉智江 ぶん・え

定価（本体1300円＋税）

ゆうかは、お父さんの模型の船を壊して、お母さんにしかられまし
た。涙があふれてきます。すると、涙は大きなみずうみになり、動
物たちが集まってきました。そこへ男の子が現れ…。

せかいいちたかいすべりだい

全日

ISBN978-4-477-02809-5

加藤志異 文 山崎克己 絵

定価（本体1400円＋税）

公園のすべり台ではもの足りなくなったたろうくん。カッパにつれ
られて妖怪の国にある世界一高いすべり台に挑戦します。はたして
たろうくんは、無事すべりきれるかな？

ねえ おかあさん

全
ISBN978-4-477-02546-9

下田冬子 ぶん・え
定価（本体1300円＋税）
バスに乗っておかあさんと楽しいお出かけ。大きなおみせの中で「ち
ゃんと待っててね」と言われたのに、おもちゃ売り場で見つけた素敵
なピアノに夢中になってしまって……。子どもとおかあさんのやりと
りがやさしい絵本です。
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おはなし
絵本

新美南吉

全

あきっぽいまじょとなかまたち
おはなし
絵本

そらとぶパンがま

全
ISBN978-4-477-01986-4

うえつじとしこ ぶん・え
定価（本体1400円＋税）
普通のおばあさんになった魔女のもとに動物たちが訪ねてきて、み
んなでパンをつくることになりました。
「おいしいパン」
は評判に！
ある日、パンコンクールに参加することになりましたが…。

あきっぽいまじょとなかまたち

おそろしいかえりみち
うえつじとしこ

ぶん・え

全
ISBN978-4-477-02013-6

定価（本体1400円＋税）

人形劇団をつくったもと魔女のおばあさん。大成功をおさめた帰り
道、ひと休みした館でおばけがつぎつぎ襲ってきて…！

あきっぽいまじょとなかまたち

ぬすまれたおくりもの

全
ISBN978-4-477-02608-4

うえつじとしこ ぶん・え
定価（本体1400円＋税）
動物の仲間達に贈られた素敵な「青いやかん」が盗まれた！ もと
魔女のおばあさんと動物たちはみんなで知恵をしぼって、大泥棒の
屋敷へのりこみますが……!? 楽しいドタバタ劇の第３弾。

おはいんなさい

全日
ISBN978-4-477-02544-5

西平あかね ぶん・え

定価（本体1300円＋税）
大なわとびをはじめたら本当の郵便やさんが入ってきちゃった！ か
ばんから落とした手紙を、猫、犬、おじぞうさんまでもが拾い始めて
……!? ほのぼの楽しい絵本です。

かたつむりぼうやとかめばあちゃん 全 日
ISBN978-4-477-02661-9

西平あかね ぶん・え
定価（本体1300円＋税）
かくれんぼが大好きなかたつむりぼうやとお茶目なかめばあちゃんは、
公園へお出かけ。すべり台も上手にすべるぼうやは、次はばあちゃん
の番と言って……。さて、かめばあちゃんはどうしたのかな？
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わがまんまちゃん

全

こがようこ ぶん・え     
定価（本体1300円＋税）
みうちゃんのもとに、ご飯から飛び出してきた、まんまちゃんがあ
らわれました。目鼻をつけてもらっても、おなかがすいたと騒ぎ出
します。ようやく歌いながらおにぎりを作って食べて大満足。でも
また、わがままを言いだして…。

おめでとうおばけ
ISBN978-4-477-02637-4

あらいゆきこ ぶん・え

定価（本体1300円＋税）

ドアをたたく音がしたと思ったら、おばけが次々に入ってきた。
「おい
わいにきましたよ」って、いったい何のお祝いなの! ? 不気味なおばけ
が次々に登場し、ドキドキする絵本です。

なきんぼあかちゃん

全日
ISBN978-4-477-02638-1

穂髙順也 ぶん よしまゆかり え
定価（本体1300円＋税）
「おぎゃああー！
！」大きな声で泣いたと思ったら、あかちゃんは屋根を
つきぬけて、ぴゅーんと飛んでいってしまいました！おかあさんはび
っくりして、あわてて追いかけるのですが……。
「泣いて、飛んで、追
っかける」繰り返しが楽しいユーモア絵本です。

ハーナンとクーソン

全
ISBN978-4-477-02657-2

山西ゲンイチ ぶん・え

定価（本体1300円＋税）
男の子の鼻の穴に住む、ちいさい生き物ハーナン。鼻の中をこちょこ
ちょ……、くしゃみで飛び出してクーソンが住む女の子の鼻の穴に。
そのうちベイビーと３人住まいの手狭な鼻からまたまたこちょこちょ、
ハークション！たどりついたのは、誰の鼻の穴？

ようかいびっくりハウス
中尾昌稔 ぶん 村田桃香 え

全
ISBN978-4-477-03069-2

定価（本体1400円＋税）

お父さんが新しく買った家に引っ越してみたら、そこは妖怪がいっ
ぱいの、妖怪ハウス。でもみんな楽しくて優しい妖怪ばかり。こん
な家を買ってくれてありがとう。
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おはなし
絵本

ISBN978-4-477-03042-5

かものはしくんのわすれもの
おはなし
絵本

ISBN978-4-477-03105-7

かないずみさちこ ぶん・え
定価（本体1300円＋税）
おばあちゃんの誕生日プレゼントを届けに行くかものはしくん。寄
り道したら忘れ物をしてしまって……。おばあちゃんへ無事にプレ
ゼントは届くのかな？

きつねうどん たぬきうどん
古内ヨシ

ISBN978-4-477-03108-8

さく

定価（本体1300円＋税）

うどんが大好きなきつねくんとたぬきくん。どっちがおいしいかで
けんかになっちゃった。ところが、
やさしいおじいさんのすすめで、
うどんづくりを始めると……。

ぞうのびっくりパンやさん

全日
ISBN978-4-477-02658-9

nakaban ぶん・え
定価（本体1300円＋税）
象のスパングさんは、ごろごろと大きな音をひびかせて、緑の玉を転
がします。森の動物たちがこれなあに？と聞いても、秘密と言うばか
り……。筒に緑の玉を入れてマッチに火をつけて。さて、何が起こる
かな？

おばけにてそうろう

全
ISBN978-4-477-02664-0

井上洋介 ぶん・え
定価（本体1300円＋税）
「こんばんは。わしはおばけにてそうろう」と挨拶しながら、蛇口のお
ばけやトコロテンのおばけなどが次から次へと僕の部屋にやってきた。
不思議でおかしなおばけがいっぱい、想像力を刺激される絵本です。

ちがう ちがう

全
ISBN978-4-477-03104-0

accototo（ふくだとしお＋あきこ）さく・え 定価（本体1300円＋税）
「おやすみなさーい」とベッドに入ったら、いろんな音が聞こえてきて
……。コチコチコチ、時計の音。ヒュー、カタカタ、何の音？ もし
かしておばけ？ 子どもの想像力が大爆発！
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そらからふるものなんだっけ？

全
おはなし
絵本

ISBN978-4-477-03114-9

岩田明子 さく
定価（本体1300円＋税）
「そらからふるもの、なんだっけ？」こめ？まめ？さめ？かみなり
ちゃんは、ちゃんと「あめ」を降らせることができるかな？

かいぶつのとしょかん

全
ISBN978-4-477-03347-1

ふくいりえ

さく

定価（本体1300円＋税）

ようこそ「かいぶつのとしょかん」へ！この図書館はね、本の中の
住人が、出たり入ったりして遊んでるんだよ。細かい部分までしっ
かりと描かれたたくさんの本や個性的なキャラクターたちが生き生
きと動く様子が楽しいファンタジー絵本です。

おしょうがつのかみさま

全
ISBN978-4-477-03348-8

おくはらゆめ さく
定価（本体1300円＋税）
毎年、かみさまは、姿を変えてやってくるんだって！今年のかみさ
ま、まだかな～。早くこないかな～。
「あけましておめでとう」
。み
んなといっしょに、かみさまもやってきたよ。えー！あなたがかみ
さまだったのね！？お正月の楽しみがいっぱいの絵本です。

©おくはらゆめ
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「おしょうがつのかみさま」より

こころのほんばこ
小宮 由・訳
読 み 物

（小学校初級から）

今、
子どもに読ませたい質の良い幼年童話を、
厳選して翻訳したシリーズ。
小学校初級向 A5判 各定価（各本体1400円＋税） NDC933
●第1期 全5巻セット／揃定価（揃本体7000円＋税）ISBN978-4-477-03048-7
〇第2期 全3巻セット／揃定価（揃本体4200円＋税）ISBN978-4-477-03075-3

ハリーとうたうおとなりさん

全日
ISBN978-4-477-03043-2

Ｇ.ジオン・ぶん Ｍ.Ｂ.グレアム・え
お隣さんのひどい歌声を何とかしようと、ハリーが大奮闘！全ページ
カラーで絵もたくさん。はじめての１人読みにぴったりです。

ウォーリーと16人のギャング

全日

ISBN978-4-477-03044-9

Ｒ.ケネディ・ぶん Ｍ.シーモント・え
大人もこわがるギャングに、堂々と勝負を挑むちびっこウォーリー。
予想外の方法でギャングを追いこんでいきます。

へっちゃらトーマス

全日
ISBN978-4-477-03045-6

Ｐ.ハッチンス・ぶんとえ
字を覚えたがらないトーマスは、次々と周りに迷惑をかけ続けます。
ところが、ある日大事故を起こしてしまい、さあ大変。

きょうはかぜでおやすみ

全日
ISBN978-4-477-03046-3

Ｐ.マクラクラン・ぶん Ｗ.Ｐ.デュボア・え
エミリーは風邪をひいてパパとお休み。次々と頼み事をするエミリー
に、パパはユーモアたっぷりに応えていきます。

まるごとごくり！— ロシアの昔話

全
ISBN978-4-477-03047-0

Ｃ.ジェイムソン・再話 Ａ.ローベル・え
お爺さんとお婆さんは、男の子の形の土ぐうをつくりました。すると
土ぐうは「はらへった！」としゃべり出しました。
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おしろのばん人とガレスピー

全

ISBN978-4-477-03070-8

全

ISBN978-4-477-03071-5

Ｒ.デュボアザン・ぶんとえ
サンタクロースはおもちゃ作りをお休みして、おしのびで春の町に出
かけました。でも子どもたちが「このおじいさん、サンタさんから、
ひげと赤い鼻を盗んでいる」とはやしたてたから、さあ大変。

たんけんクラブ シークレット・スリー

全

ISBN978-4-477-03072-2

Ｍ.マイリック・ぶん Ａ.ローベル・え
ビリーとマークは、トムから秘密の暗号を受け取ります。解読した２
人は、自分たちの暗号でトムに手紙を送り、たんけんクラブを結成す
ることに。３人の男の子のワクワク友情物語。

きれいずきのマグスおばさん

ISBN978-4-477-03352-5

イーデス.サッチャー.ハード・ぶん クレメント.ハード・え
マグスおばさんは、スージーと動物園に出かけるというのに、家の掃
除をはじめました。食器を洗い、モップかけをして、犬を洗おうとし
たら…。大騒動になっていく様子が面白い！

デイビッド・マックチーバーと29ひきの犬

ISBN978-4-477-03353-2

マーガレット.ホルト・ぶん ウォルター .ロレイン・え
新しい町に引っ越してきたデイビッドは、おつかいから帰る途中、買
い物袋の底がやぶけていることに気づきました！デイビッドが、落と
したお肉をさがしに行ったり来たりしていると、匂いにつれられた犬
や子どもたちが続々とついてきて大行列に！？

©The Estate of Arnold Lobel
「まるごとごくり！」より
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読 み 物

サンタクロースのはるやすみ

（小学校初級から）

Ｂ.エルキン・ぶん Ｊ.ドーハーティ・え
世界中の誰よりも目がいい３兄弟がお城の番人になりました。番人を
だませた者には、王から豪華賞品が贈られることに！ 賢い男の子ガレ
スピーが挑みますが、そのやり方に、みんなはびっくり。

こころのかいだん
フランク・タシュリン・ぶん・え

小宮 由・訳

楽しく読んだあとに、心に何かが残るお話です。より楽しく、より深く！
「こころのほんばこ」シリーズのステップアップとしても最適です。
読 み 物

（小学校中級から）

小学校中級向

A5判

各定価（本体1400円＋税） NDC.933

ぼくはくまですよ


ISBN978-4-477-03160-6

くまが冬眠から目覚めると、そこは工場の真ん中でした！「おま
えは人間だ！さぼらないで仕事しろ！」と工場の主任や部長に怒
られます。「ぼくはくまですよ」と言っても信じてもらえな
くて……！？

オポッサムはないてません

ISBN978-4-477-03161-3

木にぶら下がるオポッサムを見た人間たち。下から見上げたの
で、にこっと笑った口元がフニャと下がって悲しそうだと勘違い。
オポッサムをにこにこにするために町へ連れて行きます
が ……！？
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ぼくはめいたんてい

M.W.シャーマット・文

M.シーモント・絵

ハロウィンにきえたねこ

全日
ISBN978-4-477-02666-4

Ｍ.Ｗ.シャーマット・ぶん Ｍ.シーモント・え 小宮 由・やく
ハロウィンの夜に、ロザモンドが飼っていた小さい猫のヘックスが行
方不明に。ネートは子猫を探しにおばけ屋敷へ行きますが。

なぞのかみきれをおえ！

全日
ISBN978-4-477-02667-1

Ｍ.Ｗ.シャーマット・ぶん Ｍ.シーモント・え 小宮 由・やく
ネートの家の玄関になぞの紙切れが落ちていました。いったい誰が置
いたのでしょう。ネートは捜査を開始します。

スウェーデンこくおうをすくえ!

全日

ISBN978-4-477-02668-8

Ｍ.Ｗ.シャーマット・ぶん Ｍ.シーモント・え 小宮 由・やく
ロザモンドが旅先のスウェーデンから、なくしものの捜査を頼んでき
ました。初めての外国での事件です。

ふたつのバレンタインじけん

全

ISBN978-4-477-02669-5

Ｍ.Ｗ.シャーマット・ぶん Ｍ.シーモント・え 小宮 由・やく
バレンタインの日に同時に起きた２つの不思議な事件！ 名探偵ネー
トは２つのナゾをとくことができるでしょうか。

にげだしたファングをさがせ!

全日

ISBN978-4-477-02670-1

Ｍ.Ｗ.シャーマット・ぶん Ｍ.シーモント・え 小宮 由・やく
ネートのためのパーティーの日なのに、アニーの飼い犬ファングがい
なくなる事件が発生。ネートに聞きながら事件を解決！
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読 み 物

小学校初級向 A5判 各定価（各本体1200円＋税） NDC933
●
（A） 全5巻セット／揃定価（揃本体6000円＋税）ISBN978-4-477-02691-6
〇
（B） 全6巻セット／揃定価（揃本体7200円＋税）ISBN978-4-477-02806-4
◎
（C） 全6巻セット／揃定価（揃本体7200円＋税）ISBN978-4-477-02812-5

（小学校初級から）

事件のなぞを、子どもらしい推理で、
つぎつぎと解決する世界最年少の名探偵シリーズ。

きえた犬のえ

新装版

全日
ISBN978-4-477-02694-7

Ｍ.Ｗ.シャーマット・ぶん Ｍ.シーモント・え 光吉夏弥・やく
名探偵ネートのなかよし、アニーが黄色でかいた犬の絵がどこかに見え
なくなりました。ネートのみごとななぞときが始まります。
読 み 物

（小学校初級から）

まよなかのはんにん

全日

新装版

ISBN978-4-477-02695-4

Ｍ.Ｗ.シャーマット・ぶん Ｍ.シーモント・え 光吉夏弥・やく
となりのオリバーの家のごみ入れかんが、毎晩あらされる！ 名探偵ネ
ートは、相棒の犬スラッジと犯人をさがすのですが……。

なくなったかいものメモ

全日

新装版

ISBN978-4-477-02696-1

Ｍ.Ｗ.シャーマット・ぶん Ｍ.シーモント・え 光吉夏弥・やく
なくしものばかりしているクロードが、今度は大事なスーパーの買い物
メモを落とします。手がかりは、クロードの記憶だけなのです。

きょうりゅうのきって

新装版

全日
ISBN978-4-477-02697-8

Ｍ.Ｗ.シャーマット・ぶん Ｍ.シーモント・え 光吉夏弥・やく
クロードが恐竜の切手を友だちに見せた後、その一枚が行方不明に。相
棒の犬のスラッジのしぐさがヒントになって、事件は解決！

かぎはどこだ

全日

新装版

ISBN978-4-477-02698-5

Ｍ.Ｗ.シャーマット・ぶん Ｍ.シーモント・え 光吉夏弥・やく
ロザモンドが鍵の置き場所を詩に書いて、
外出してしまいます。
「丸くて、
安全で、ぴかぴかしていて、大きな場所」をさがします。

ゆきの中のふしぎなできごと 新装版

全日

ISBN978-4-477-02699-2

Ｍ.Ｗ.シャーマット・ぶん Ｍ.シーモント・え 光吉夏弥・やく
ロザモンドがネートに届ける誕生日プレゼントが、雪道で消えます。追
跡したネートがようやく見つけた贈り物は、なんと……。
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いそがしいクリスマス

全日

新装版

ISBN978-4-477-02704-3

Ｍ.Ｗ.シャーマットほか・ぶん   Ｍ.シーモント・え   神宮輝夫ほか・やく
ネートは、アニーの犬のファングが苦手です。ところが、ファングあて
のクリスマス・カードが紛失。いやいや事件を引き受けることに。

ISBN978-4-477-02700-5

Ｍ.Ｗ.シャーマット・ぶん Ｍ.シーモント・え 神宮輝夫・やく
友だちのオリバーが大事にしている「スーパーざっそう」がなくなって
しまいました。さあ、名探偵ネートの出番です。

ねむいねむいじけん

全日

新装版

ISBN978-4-477-02701-2

Ｍ.Ｗ.シャーマットほか・ぶん   Ｍ.シーモント・え   神宮輝夫ほか・やく
ロザモンドのねこのまくらカバーがなくなり、ネートは夜中に電話でた
たき起こされます。それがないと、ねこは眠れないというのです。

2るいベースがぬすまれた?!

新装版

全日

ISBN978-4-477-02702-9

Ｍ.Ｗ.シャーマット・ぶん Ｍ.シーモント・え 神宮輝夫ほか・やく
２るいベースに使う品物が消え失せます。このままでは野球ができませ
ん。ネートは愛犬スラッジといっしょに捜査に乗り出します。

だいじなはこをとりかえせ 新装版

全日

ISBN978-4-477-02703-6

Ｍ.Ｗ.シャーマット・ぶん Ｍ.シーモント・え 神宮輝夫・やく
ロザモンドは変わった女の子。占いの店を始めたのですが、お金を入れ
ておく箱が行方不明に。ネートの推理がさえます。

ペット・コンテストは大さわぎ 新装版

全日

ISBN978-4-477-02705-0

Ｍ.Ｗ.シャーマット・ぶん Ｍ.シーモント・え 神宮輝夫・やく
町いちばんのペットはだれ？ コンテストの時間がせまっているのに賞
品がどこかにいってしまいます。ネートはさっそく捜査を開始。
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読 み 物

全日

新装版

（小学校初級から）

きえた草のなぞ

新装版

ゆかいなゆかいなおはなし

読 み 物

（小学校初級から）

ひとりで本が読めるようになった子どもたちに、読みやすい
大きい活字、ページごとのさし絵で、読書力をのばします。
小学校初級向 A5判 各定価（各本体1200円＋税） NDC933
●第1期 全5巻セット／揃定価（揃本体6000円＋税）ISBN978-4-477-02088-4
〇第2期 全5巻セット／揃定価（揃本体6000円＋税）ISBN978-4-477-02089-1
◎第3期 全5巻セット／揃定価（揃本体6000円＋税）ISBN978-4-477-02622-0

王さまのアイスクリーム

全
ISBN978-4-477-02078-5

Ｆ．ステリット・ぶん 土方重巳・え 光吉夏弥・やく
熱い日には、できるだけ冷たいクリームをたべたい！――気むずかし
い王様のために、コック長はむすめのちえをかります。

すずめのくつした

全日
ISBN978-4-477-02079-2

Ｇ．セルデン・ぶん Ｐ．リップマン・え 光吉郁子・やく
アンガスの家の靴下は、冬になってもさっぱり売れませんでしたが、
すずめにつくってやったきれいな靴下が大評判で……。

わにの はいた

全日
ISBN978-4-477-02080-8

Ｍ．ドリアン・ぶんとえ 光吉夏弥・やく
眠れないほど歯が痛むので、動物園のわにのアリは、病院に行くこと
になりましたが、歯医者が怖くてしかたがないアリは…。

ちびっこ大せんしゅ

全日
ISBN978-4-477-02081-5

Ｓ．ホフ・ぶんとえ 光吉夏弥・やく
リトルリーグでいちばんちびのハロルドは、ベンチをあたためている
だけ。でもシーズン最終戦、ピンチヒッターで大活躍。

りすのスージー

全
ISBN978-4-477-02082-2

Ｍ．ヤング・ぶん Ａ．ロベル・え 光吉郁子・やく
乱暴者のあかりすたちに、家を追われてしまったりすのスージーは、
人形の家でおもちゃの兵隊と暮らしはじめますが……。
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ともだちができちゃった！

日
ISBN978-4-477-02083-9

日
ISBN978-4-477-02084-6

Ｍ．Ｓ．クラッチ・ぶん Ｋ．ビーゼ・え 光吉夏弥・やく
何でも二つ持たないと気がすまない “なんでもふたつ” さん。帽子も、
家も、仕事も二つ。でも子どもはひとり。さあどうする？

おとこの子とおもっていた犬

日

ISBN978-4-477-02085-3

Ｃ．アネット・さく Ｗ．ロレイン・え 光吉夏弥・やく
ラルフは、ピーターが誕生日にもらった子犬。人間ばかりの中で育っ
たので、自分もピーターと同じ男の子と思ってしまって……。

あべこべものがたり
ISBN978-4-477-02086-0

北欧民話 光吉夏弥・再話 箕田源二郎・え
いつもぶつぶつ文句ばかりいっているフリツルさん。外の仕事がいや
になって、おかみさんと仕事をとりかえてみますが……。

わたしのおかあさんは世界一びじん

全日

ISBN978-4-477-02087-7

Ｂ．ライアー・ぶん Ｒ．ガネット・え 光吉郁子・やく
畑で眠ってしまって迷子になったワーリャのために、村じゅうから女
の人が集められて、お母さんさがしが始まりますが……。

とらと おじいさん

全
ISBN978-4-477-02379-3

Ａ．トレセルト・ぶん Ａ．アキノ・え 光吉夏弥・やく
わなから助けてもらったのに、とらはおじいさんを食べようとします。
それが正しいかどうか、みんなに聞いてまわりますが……。
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読 み 物

なんでもふたつさん

（小学校初級から）

Ｓ．アシャロン・ぶん Ｓ．パール・え 光吉夏弥・やく
新しい家にひっこすことが決まったのに、ベニーは、うれしくありませ
ん。ベニーは、いったい何が心配なのでしょう？

うさぎがいっぱい

全日
ISBN978-4-477-02548-3

読 み 物

（小学校初級から）

Ｐ．パリシュ・ぶん Ｌ．ケスラー・え 光吉夏弥・やく
ある日、モリーおばさんの家にやってきたうさぎは、次々と子を産み、
家じゅううさぎでいっぱい！こまったおばあさんは……。

しろいいぬ？くろいいぬ？

全日
ISBN978-4-477-02549-0

Ｍ．Ｂ．クック・ぶん 池田龍雄・え 光吉夏弥・やく
デパートでいたずらをした子犬は、黒くなったり、灰色になったり、
変身しながら、町じゅうをにげまわります。テンポのよいゆかいな話。

でっかいねずみとちっちゃなライオン

全日

ISBN978-4-477-02550-6

Ｅ．タイタス・ぶん Ｌ．ワイズガード・え 光吉夏弥・やく
人間の世界を見に行きたいと思っていた、ねずみとライオンのお話。
妖精に魔法をかけられたねずみとライオンはどうなるでしょう？

トミーは大いそぎ

全
ISBN978-4-477-02551-3

Ｈ．パーマー・ぶん 赤坂三好・え 光吉夏弥・やく
大事な手紙を持って、トミーは市長さんを追いかけます。タクシー、
消防自動車…と乗り継いで。さあ、上手く届けられるかな？

「トミーは大いそぎ」より
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小学校初級向

Ｂ５判変型

各定価（各本体1300円＋税）

ISBN978-4-477-16851-7

松谷みよ子・さく 丸木 俊・え
おじいさんにじゃまをされて、りゅうになりそこなったへびは、かん
かんに怒って……。おばあさんは、おじいさんを助けにいきます。

花いっぱいになぁれ

全日厚
ISBN978-4-477-16865-4

松谷みよ子・さく 司 修・え
花のたねをつけて、子どもたちが飛ばした真っ赤な風船の一つが、山
で昼寝をしていた、子ぎつねコンのところに落ちてきました。

ふしぎなひこうき

全
ISBN978-4-477-16852-4

大石 真・さく 福田庄助・え
たっちゃんが植えた “ひこう木” に、やがて紙ひこうきそっくりの白い
大きな花がさいて、森の動物たちをたのしませますが……。

なんのん にんのん

全日
ISBN978-4-477-16854-8

山下夕美子・さく 長野ヒデ子・え
マコちゃんはかぜをひいてふとんの中。ぬっくん のっくん ぬく
のっくん。足音にあわせてふとんの中で足を動かしていると……。

きらい だいすき

全日
ISBN978-4-477-16860-9

山下夕美子・さく 長野ヒデ子・え
「マンションじゃ、うさぎがかわいそうでしょ」せっかくじゅんくんに
もらったのに、飼えなくなってしまいました。ママ、きらい……。

ねこがかいたえほん

全
ISBN978-4-477-16855-5

角田光男・さく 和歌山静子・え
うちでかっているくろねこを絵本にかくことにしたゆみちゃん――表
紙ができあがってそれをめくると、ふしぎなことが起こって……。
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読 み 物

全日

（小学校初級から）

りゅうになりたかったへび

NDC.913

みねこのみちくさ

全
ISBN978-4-477-16856-2

寺村輝夫・さく 織茂恭子・え
お母さんにおつかいをたのまれたのに、ねこのみねこは “みちくさ” を
読 み 物

（小学校初級から）

さがして、つぎつぎと動物たちのところをきいてまわります。

どろぼううでくらべ

全
ISBN978-4-477-16857-9

菊地 正・さく 岩村和朗・え
“このままでは森のくらしはどうにもならない” ――森の動物たちはち
えを出しあって、人間の住む町にどろぼうに出かけます。

あなたはだぁれ

全日
ISBN978-4-477-16858-6

舟崎靖子・さく かみやしん・え
がけの上の声の主は、いったいだれなのでしょう――友だちのいない小
さなケヤキは、大きくなってがけの上に顔を出す日を待ちます。

ふしぎな玉

全日
ISBN978-4-477-16859-3

椋 鳩十・さく 倉石 隆・え
神さまのいいつけにしたがって、仙人たちが町や村のあちこちをころが
して歩くふしぎな玉から、人々はさまざまなことばを聞きます。

そらとぶガムガム

全日厚
ISBN978-4-477-16861-6

たかし よいち・さく 五味太郎・え
ガムを食べるふしぎな鳥――ガムガムは動物園の上にやってきました。
動物たちを食べてはガム風船にとじこめ、次々と空へあげます。

まほうつかいへのてがみ

全
ISBN978-4-477-16875-3

渡 洋子・さく かすや昌宏・え
ひとりぼっちだったマユちゃんが、ふしぎな魔法使いに会ってから少
しずつ元気になったことを、ナミは手紙に書こうと思っています。
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クレヨンぞうさん

全
ISBN978-4-477-16866-1

あまん きみこ・さく 長 新太・え
象の絵を描いていたみこちゃんが、灰色のクレヨンがたりなくなって、

全日厚

特別推薦

ISBN978-4-477-16863-0

松野正子・さく 平山英三・え
峠の茶店でだんごを買っていったお客が、置いていったお金は、なんと
小石！ 娘のももがふしぎなお客の正体をさぐっていくと……。

とおい ほしから

全
ISBN978-4-477-16864-7

佐藤さとる・さく 村上 勉・え
まこちゃんが道ばたで拾った、きれいな鉛筆のようなものを、机の上で
ながめていると、中から小さな宇宙人が出てきて話しかけます。

こおろぎとおきゃくさま

全
ISBN978-4-477-16867-8

佐藤さとる・さく 村上 勉・え
おき忘れられて、野原でしょんぼりしていたぬいぐるみのうさぎを、こ
おろぎは、仲間を集め音楽会を開いて、一晩中はげまします。

はいたつされたふしぎなじゅもん

全

ISBN978-4-477-16868-5

奥田継夫・さく かすや昌宏・え
ひとり暮しのおばあさんに健康まくらが配達された夜、次々と訪ねてき
た動物たちは、じゅもんをとなえてまくらからおみやげを……。

うすむらさきの花の下は？

全厚
ISBN978-4-477-16869-2

神沢利子・さく 小副川美津・え
２階のまどから見えたうすむらさきの傘のようなもの。なんども人にた
ずねながら、やっとたどりついたなおこが、出合ったものは？
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読 み 物

ももと こだぬき

（小学校初級から）

水色をぬろうとしたとたん、“いやだよう” という声が……。

まるいくに

全
ISBN978-4-477-16870-8

せのお ひさし・さく ユノ セイイチ・え
人も、動物も、木も、なにもかもが、まんまるな “まるいくに” に
読 み 物

（小学校初級から）

迷いこんだゆりちゃんは、へんなことにまきこまれてしまいます。

エースケをさがせ

全
ISBN978-4-477-16871-5

宇野克彦・さく 井上洋介・え
女の子がとばしている “魔法のシャボン玉” を追いかけながら、ヒ
ロは、いなくなった金魚のエースケをさがしに出かけましたが……。

くもの巣とり

全
ISBN978-4-477-16872-2

征矢 清・さく 太田大八・え
学校に住みついて毎晩いっしょうけんめい働いているくもの巣とり
は、１年生の教室に巣をはるくものことが心配でたまりません。

かくれんぼてぶくろ

全日
ISBN978-4-477-16873-9

東 君平・さく 遠藤てるよ・え
お母さんが編んでくれたお気に入りのてぶくろをどこかでなくしたみ
なちゃん――きのうのことを思い出しながら探しにいきます……。

サンタクロースがよっぱらった

全

ISBN978-4-477-16874-6

長崎源之助・さく 長野ヒデ子・え
スーパーへのお使いの帰り、つのをふりたててほえている、よっぱら
ったトナカイに会ったミチコが、どうしたのかきいてみると……。
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るごとに姿を変えて……鋭い環境破壊への警鐘を響かせる絵本。

アンテナのぼうし

全

ISBN978-4-477-00024-4

岸川悦子・作 山本まつ子・絵
定価（本体1143円＋税）
人の前で話すのがにがてだったあやちゃんは、優しいけんちゃんに励
まされてみんなと遊べるようになって、もうじき元気な１年生。

ポポがはしった！

全
ISBN978-4-477-01052-6

岸川悦子・作 狩野ふきこ・絵
定価（本体 1238円＋税）
園長先生の手は、まほうの手。どんな動物のけがでもなおしちゃう。
でも、子ねこのポポの足はなおせなかった。ポポと子どもたちのお話。

うほ・うほ・ほ！

全
ISBN978-4-477-01642-9

岸川悦子・作 古味正康・絵

  定価（本体1238 ＋税）

ママはいつも「いい子にしてね」っていう。だからりょうたは、どろ
んこあそびもいたずらもがまんする。でもある日。プツンときれた。

カッパのパワー

全日

ISBN978-4-477-00060-2

山末やすえ・作 久住卓也・絵
定価（本体1143円＋税）
ちょっとしたことで教室でけんかをしたはなちゃんとむぎたくん――
その夜、ふしぎなカッパが現われて、ふたりの心をむすびます。

しんぞう ぴっかぴか

全日

ISBN978-4-477-00459-4

山末やすえ・作 高田耕二・絵

定価（本体1143円＋税）

いじわるされて、ブランコに乗れないでいるつとむくん。すると自分
と同じ形をした “あいつ” が、ぎょろっと大きな目をむいて……。
43

読 み 物

Ｒ．ブラウン・作／絵 浅田孝二・訳
定価（本体1238円＋税）
マザー・グースの歌をかりて展開される美しい風景が、ページをめく

（小学校初級から）

全日
ジャックがつくったせかい〈イギリス〉
ISBN978-4-477-00223-1

ぼくのわく星かんらん車

全日
ISBN978-4-477-00848-6

山末やすえ・作 田代千津子・絵
定価（本体 1200円＋税）
おじいさんに教わったわく星名を観覧車のゴンドラにつけて楽しんで
いたのぞむ−おじいさんとの思い出の観覧車が無くなるなんて……
読 み 物

（小学校初級から）

ひみつの空のにわ

全
ISBN978-4-477-01217-9

山末やすえ・作 福田岩緒・絵

定価（本体1238円＋税）

なつめちゃんたら、“魔女” とうわさされているおばあさんのあとを
つけようって言いだすの。でも、おばあさんにはステキなひみつが！

なきむし つよがり きつねのズズト

全

ISBN978-4-477-00062-6

金森三千雄・作 奥田怜子・絵

定価（本体1143円＋税）

“なんでも一番” が好きでわがままなズズトは、仲よしのネイトの両親
をさがすために大活躍。そんなズズトにもひとつの悩みが……。

おのちゃんクラスがばくはつだ

全

ISBN978-4-477-00188-3

中島信子・作 岡本 順・絵
定価（本体1143円＋税）
小野先生の一年三組に転校してきた勇君。大そうどうをおこしますが、
本当の強さややさしさがわかって、仲良しクラスの一員に。

おのちゃんクラスのやさしい星

ISBN978-4-477-00489-1

中島信子・作 岡本 順・絵
定価（本体1143円＋税）
みんな元気な小野先生のクラスに、脳性まひで足の不自由なさなえ
ちゃんがいます。おもいやりとやさしさがあふれる幼年童話。

かわいくなくていいもん

全日

ISBN978-4-477-00110-4

小納 弘・作 今井弓子・絵
定価（本体1143円＋税）
“小さいから” かわいいと言われたり、親切にされるのが大きらいな大
山だいすけくん。何でも自分の力でやろうとがんばりますが……。

でっかくなりたいもん

全

ISBN978-4-477-00212-5

小納 弘・作 今井弓子・絵
定価（本体1143円＋税）
あいかわらず小さくてやせっぽちのだいすけは、
早く大きくなりたい！
とお父さんの大きなお茶わんでごはんを食べようとしますが…。
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ぼく、のぼっちゃったんだもん

日

ISBN978-4-477-00565-2

小納 弘・作 今井弓子・絵
定価（本体1143円＋税）
小さな体のだいすけも、大きな体の友だちのようにできました！
高い木にのぼりつめて、手がとどきそうなところに小鳥が見えます。

ISBN978-4-477-00783-0

定価（本体1238円＋税）

小さいけれど元気いっぱいのだいすけは、おつかいにいく店先のおば
あちゃんがなんだか気になって仕方ありません。

だって、生きてるんだもん
小納 弘・作 今井弓子・絵

日
ISBN978-4-477-00808-0

定価（本体1238円＋税）

だいすけと友だちは、林や川に小さな生きものたちをさがしに行きま
した。生命の大切さに気がつくだいすけをえがきます。

ぞうのはなちゃんと冷蔵庫ホテル

日

ISBN978-4-477-00198-2

登坂俊子・作 久住卓也・絵
定価（本体1143円＋税）
冷蔵庫ホテルにまよいこんだちびぞうはなちゃん。停電でぐったりし
たお客のひき肉王子や野菜たちを助けて、大かつやく！

全日
ぶたの・ポテトはこわがりやISBN978-4-477-00224-8
武鹿悦子・作 渡辺洋二・絵
定価（本体1143円＋税）
ぶたの・ポテトはくらやみやひとりぼっちが大きらい。なのにある日、
森の一けんやのまほうにかかって、ひとりでくらし始めます。

ぶたの・ポテトはひとりぼっち？

全

ISBN978-4-477-00748-9

武鹿悦子・作 渡辺洋二・絵
定価（本体1238円＋税）
せっかくうれしい夏なのに、
友だちはみんなでかけてしまって、
ぶたの・
ポテトはひとりぼっち。でも、ある日女の子が現れて……。

おじいちゃんのたからもの

ISBN978-4-477-00492-1

鈴木喜代春・作 夢田 誠・絵
定価（本体1143円＋税）
おじいちゃんが、とおーいところへ行ってしまう！ かりた虫めがね
を早く返さなければ――。近しい人の死を直視した物語。
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読 み 物

小納 弘・作 今井弓子・絵

（小学校初級から）

なんだか気になるんだもん

空をとぶ一輪車

全
ISBN978-4-477-01140-0

鈴木喜代春・作 浜田洋子・絵
定価（本体1238円＋税）
雪のふる北の町。いじめっ子の健も１年生の寛たちといっしょに一輪
読 み 物

（小学校初級から）

車に乗ってみたいのですが、
「なかまに入れて」と言えなくて……。

キーコがとんだ！

全
ISBN978-4-477-00753-3

武川みづえ・作 津田真帆・絵

定価（本体1238円＋税）

庭に巣をつくったキジバトのたまごを、ほかの動物や台風などから守
りながら育てる女の子。命の大切さが伝わる作品です。

まじょかもしれない

全
ISBN978-4-477-00880-6

武川みづえ・作 三村久美子・絵
定価（本体 1238円＋税）
お姉さんが盲腸炎で入院−妹のミエは、ぬいぐるみのねこに「ミエ
ちゃんはまじょかも……」とささやかれ、ふしぎな冒険をして病院へ。

おかあさんの耳

全
ISBN978-4-477-00853-0

ゆうきえみ・作 菊池恭子・絵

定価（本体 1200円＋税）

「おかあさん、おかあさん！」何度よんでもおかあさんは知らん顔。た
いへん！こがらし小僧がおかあさんの耳をさらっていった！

夕やけケーキをやく三人のまじょ

全

ISBN978-4-477-00916-2

渡 洋子・作 かすや昌宏・絵
定価（本体 1238円＋税）
ナオは、マントねこのマイキーにつれられて、
「ふしぎの森」へ出かけ
ます。そこで、夕やけケーキをやくまじょたちに出会って……。

マカフシギ物語

全

ISBN978-4-477-00928-5

舟崎克彦、三間由紀子・作 舟崎克彦・絵
定価（本体 1238円＋税）
宇宙飛行士のノベヤマさんは、宇宙でふしぎな鳥マカフシギに出会いま
す。この鳥があらわれる時、地球ではとんでもないじけんが！

ネコが手をかすレストラン

全日厚
ISBN978-4-477-00929-2

茂市久美子・作 武富まさえ・絵
定価（本体 1238円＋税）
光男さんのレストランは、ちっともお客がきません。ある日、青い目の
ネコがやってきて、レストランを手伝うと言い出しました。 品切れ
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お月さまにとんでいったデブール

全

ISBN978-4-477-01053-3

茂市久美子・作 こみねゆら・絵
定価（本体 1238円＋税）
ガのデブールは、生まれてきたことがうれしくてなりません。でも、

ISBN978-4-477-00937-7

澤口たまみ・作 藤枝つう・絵

定価（本体 1238円＋税）

だいじにしていたセキセイインコをにがしてしまったマユ。だれとも
遊ぶ気になれないマユのところに、思いがけない友だちが……。

天使のまささんおひるね中
柏葉幸子・作 田中伸介・絵

ISBN978-4-477-00938-4

定価（本体 1238円＋税）

「いい子とみこんで、たのみがある」……おじさん天使に “天使の代理”
をたのまれたあみちゃん。てんてこまいのいそがしさです！

しょぽろタクシーのおきゃくさま

全日

ISBN978-4-477-01027-4

小野寺悦子・作 中井絵津子・絵
定価（本体 1238円＋税）
しょぽろさんはタクシーの運転手。人だすけばかりしていて、とうと
う会社をくびに。その日からふしぎなおきゃくさまがやってきます。

雨ふらしぬまがたいへんだ！

全

ISBN978-4-477-01028-1

たかはしこうこ・作 ほりかわりまこ・絵
定価（本体 1238円＋税）
ある日、もんたさんのところに、じいさんのカエルがやってきて、こ
んなことを言いだします。
「雨ふらしぬまをたすけてくれ！」

春がすみやまからとどきました

全日

ISBN978-4-477-01491-3

たかはしこうこ・作 ほりかわりまこ・絵

  定価（本体1238円＋税）

ある日、もんたさんの家に大きな宅配便の箱が届きます。箱の中身は
なんと冬眠中のこぐま！ 起きだしたらどうしましょう？
！

ケンムン・ケンとあそんだ海

全日
ISBN978-4-477-01492-0

山下明生・作 梶山俊夫・絵
定価（本体1300円＋税）
91歳のフーフッシュ（ひいおじいさん）をたずね、ハルカはひとり旅。
海辺で出会った男の子は、もしかしてアマミの妖怪ケンムン？！
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読 み 物

ひみつの友だち、みつけたよ！

（小学校初級から）

だれもがデブールを見るといやな顔をします。そんなある日……。

読 み 物

（小学校中級から）

モーラばあさんの超能力〈エストニア〉

全

Ａ．ペルビク・作 田中かな子・訳 Ｅ．ワリテル・絵

定価（本体1143円＋税） ISBN978-4-477-00073-2
自然とともに暮らすモーラばあさん――ときにはずっこけ、おっちょ
こちょいの奇行を重ねながら、不幸な人を助けるふしぎな魔女。
ファイブ

ピンボケ５人のすてきな探偵

全

ISBN978-4-477-00120-3

古世古和子・作 藤本四郎・絵
定価（本体1048円＋税）
大型カメラを携えた、魔女のようなふしぎなコウモリばあさん。仲良
し５人組がその正体をさぐっていくと、意外なことがわかります。
ファイブ

ピンボケ５人のゆうれい探検

全

ISBN978-4-477-00351-1

古世古和子・作 藤本四郎・絵
定価（本体1048円＋税）
ゆうれいと近くの “千広川” は関係ある！ ひょんなことからピンボ
ケ５人が探検を始めます。そして山まつりの夜にあらわれたのは…。
ファイブ

ピンボケ５人ＱＱ車のなぞ

全
ISBN978-4-477-00488-4

古世古和子・作 藤本四郎・絵
定価（本体1238円＋税）
ピンボケ５人組に接近するなぞのＱ・Ｑ車。運転している女の人はだ
れ？ 白いキツネの伝説って？好評のシリーズ第３作。
ファイブ

か

めん おに

ピンボケ５人とわらう仮面鬼

日
ISBN978-4-477-00596-6

古世古和子・作 藤本四郎・絵
定価（本体1238円＋税）
鬼が住人たちを守ってきたという村をたずねた５人。仮面鬼のおどり
を見たり、鬼と住人たちをめぐるさまざまな話を聞きます。
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ファイブ

ピンボケ５人と春一番のプレゼント

全

ISBN978-4-477-00657-4

古世古和子・作 藤本四郎・絵
定価（本体1238円＋税）
子どもシシ舞いのふしぎな魅力を楽しんだ５人に春らしいプレゼント
が。仲間のトノちゃんに新しいお母さんが来そうなのです。

ありがとうを三つ

全日

かんすけさんとふしぎな自転車

全 日

ISBN978-4-477-00606-2

松野正子・作 津田櫓冬・絵  ●'96課題図書  定価（本体1238円＋税）
かんすけさんは子どもの頃から自転車にのるのが大好き。昔のように
存分にはしりまわりたいと思ったある晩、自転車が現れました。

けむし先生はなき虫か

全
ISBN978-4-477-00253-8

水内喜久雄・作 本橋靖昭・絵
定価（本体1262円＋税）
人の前で話すのが苦手だった転校生の幸二くん。ほんとうのやさしい
心でささえあう “けむし先生” と四年四組の子どもたちの物語。

もうすぐ飛べる！

全
ISBN978-4-477-01135-6

越水利江子・作 津田真帆・絵 
定価（本体1238円＋税）
いじめにあってもクラスにひとり、心の通う友だちがいればがんばれ
る。いじめでしずむ春海も、青木君の支えで立ち上がる勇気が……。

こげよブランコ もっと高く

全
ISBN978-4-477-00418-1

ゆうきえみ・作 狩野ふきこ・絵

   定価（本体1333円＋税）
明子はわたしの妹。
みんなが特別あつかいするの……。
姉の目を通して、
ダウン症児のいる家庭をすがすがしく描き出す物語。

ぼく、とうさんの足になる
岸川悦子・作 安永幸夫・絵

全 日
ISBN978-4-477-00656-7

定価（本体1238円＋税）

長い間ガンの父親をみてきた家族。施設に入りたいと言いだした父と、
なんとかして家に迎えたいとがんばる少年の物語。
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読 み 物

もたちは思わぬ体験をします。子どもの日常をみつめた童話。

（小学校中級から）

ISBN978-4-477-00172-2

松野正子・作 佐藤国男・絵
定価（本体1048円＋税）
“ありがとう” はどんなときに言われる？夏休みの宿題をとおして子ど

アベくん・コベくん・アベコベくん

全

ISBN978-4-477-00754-0

浜野卓也・作 岡本 順・絵
定価（本体1238円＋税）
何をしてもあべこべだけど気が合う阿部くんと神戸くん。もしかした
ら、うまれたとき、病院で取りちがえられたのでは……？

いじめられっ子と探偵団
読 み 物

（小学校中級から）

鈴木喜代春・作 磯田和一・絵

全
ISBN978-4-477-00809-7

定価（本体1238円＋税）

上級生にいじめられて家出した順治。子ども会でつくった探偵団は順
治をさがしますが、いじめを解決する方法も考え始めました。

おひなさまＳＯＳ

全
ISBN978-4-477-00995-7

石神悦子・作 田中伸介・絵

定価（本体1333円＋税）

ひな祭りの日に大風が吹いて、“時の穴” から、おひなさまが流された？
！
病気の女の子を救うため、かわいいおひなさまが大活躍。

ひめさまと二十日ねずみ

全日
ISBN978-4-477-00954-4

佐藤さとる・作 しんしょう けん・絵
定価（本体 1333円＋税）
いくさが始まり、あずかり子（人質）のひめさまの命があぶない！
わくわくする冒険でいっぱいの、むかしむかしのお話です。

やまさきしょうてんひとくちもなか

全日

ISBN978-4-477-00935-3

村中李衣・作 川端 誠・絵
定価（本体1333円＋税）
やまさき商店は和菓子作りひとすじ。お菓子の発明王の父、
のんきな母、
兄姉との毎日を末っ子の少年の目を通してカラリと描きます。

おれたちはステップブラザー

全

ISBN978-4-477-00961-2

早川真知子・作 風川恭子・絵
定価（本体1333円＋税）
父子家庭のおれ（司）と母子家庭の渚の親同士が再婚。おれは同学年
なのに渚の義理の弟に。果たしてうまくやっていけるだろうか。

すえっこメリーメリー〈イギリス〉

全日厚

ISBN978-4-477-01026-7

ジョーン・ロビンソン・作／絵 松野正子・訳
定価（本体1333円＋税）
お兄さんやお姉さんにじゃまされても、すえっこのメリーメリーはく
じけません。自分の思いどおりのことをやって、皆を驚かせます。
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時のかなたからの訪問者

全
ISBN978-4-477-01041-0

都筑二郎・作 三村久美子・絵
定価（本体1333円＋税）
夜の学校に起こる怪現象にほんろうされるツバサ、カズキ、アンナ、
エリー。そして４人の前に現れた矢尻氏は何者？ 敵か？ 味方か？

黒い海賊船を追え

全

みんなが月にいく前に

全日
ISBN978-4-477-01161-5

吉田道子・作 鈴木びんこ・絵 

定価（本体1333円＋税）

大機は体育が大好きなスポーツ少年。事故でなくなった仲よしのこと
で頭がいっぱいだったが、そこへひとりの転校生があらわれて……。

もも子・ぼくの妹

〈アニメ映画化作品〉

全

ISBN978-4-477-01162-2

星あかり・作 石倉欣二・絵 
定価（本体1333円＋税）
知的障害と筋萎縮症のもも子。歌が好きな明るい性格だったが、わず
か九歳で帰らぬ人に。ふたごの兄が天真爛漫な妹をさわやかに語る。

大ちゃん 〈アニメ映画化作品〉

全日
ISBN978-4-477-01646-7

星あかり・作 遠藤てるよ・絵
定価（本体1400円＋税）
お母さんが入院！ 障害のある大ちゃんを妹まいが一人で面倒をみら
れるの？ けなげに家族を支えるまいと家族のきずなをえがく。

乗り合いUFO

全
ISBN978-4-477-01193-6

牧野節子・作 東逸子・絵 
定価（本体1238円＋税）
雅樹は五年生。ちょっと落ちこんだある日、ふしぎなおじいさんに出
会う。おじいさんは “乗り合いUFO” で宇宙へ行くと言うのだ。

ドッジの風

全
ISBN978-4-477-01206-3

岩崎京子・作 大和田美鈴・絵

定価
（本体1400円＋税）

ゆう子は5年生。いじめでごたつく1組に、2組からドッジの試合の申
し込みが。団結して練習に励むゆう子たち。さて試合はどうなる？
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読 み 物

交錯するダイナミックな物語。
『時のかなたからの訪問者』の姉妹編。

（小学校中級から）

ISBN978-4-477-01221-6

都筑二郎・作 三村久美子・絵
定価
（本体1400円＋税）
さらわれたアンナをめぐって海賊と戦ううら山探偵団。過去と現代が

run ! run ! run !
ラン

ラン

ラン

全
ISBN978-4-477-01497-5

廣畑澄人・作 鈴木びんこ・絵
定価
（本体1400円＋税）
直道の父はプロ野球の選手。ケガのせいで球団を解雇されてしまう。
でも、そんなことであきらめない！ 野球を軸に父子のきずなを描く。

バラの声

全

読 み 物

（小学校中級から）

ISBN978-4-477-01496-8

武鹿悦子・作 東逸子・絵
定価
（本体1333円＋税）
なつ子の隣に新しい家族が引っ越してきた。素敵な人たちだけど、な
かなか話ができない……家族の崩壊を見つめる少女の心の成長を描く。

もいちど

あおうね

全
ISBN978-4-477-01521-7

長井るり子・作 ひらのてつお・絵

定価（本体1333円＋税）

友だちの亜紀ちゃんがゆうれいになっちゃった！ 亜紀ちゃんを救う
ため、あさひはタヌキの小次郎といっしょに大活躍します。

女の子に負けないぞ物語

全
ISBN978-4-477-01528-6

上條さなえ・作 広野瑞枝・絵
定価（本体1333円＋税）
同級生がいじめられていても助けることもできない仁吉。女の子達は
いじめを制止できるパワーがある。仁吉も負けずにがんばれるか。
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こちらハヤブサ探偵団
浜野卓也・作
岡本 順・絵
一郎・魔子・悟空のトリオが結成したハヤブサ探偵団が、
おとなも首をかしげる難事件を次々と解決していきます。

全

ISBN978-4-477-00919-3

時価３億円といわれるソロモンの壺がなくなった。壺をあずかってい
た三田村博士が自殺を図った。犯人は誰？ 国際強盗団のしわざか、
それとも博士の助手か？ 一郎・魔子・悟空のトリオが捜査を開始。

バービー人形を盗んだ犯人を追え！

全

ISBN978-4-477-00920-9

誕生祝いの日に百合子の大切なバービー人形が盗まれた。誕生パーテ
ィーに招かれた６人の同級生の誰かが犯人か？ ハヤブサ探偵団に対
抗する６年生トリオがタイガー警察を結成。５年生トリオと全面対決。

ぼくらの十円堂を守れ！

全
ISBN978-4-477-00922-3

みんなが大好きなダガシ屋「十円堂」のおばあさんが謎の骨折。戦争
からまだ帰ってこない息子を待って、いつまでもお店を続けたいおば
あさんに地上げ屋たちの魔の手がのびる。今こそ探偵団の出番がきた。

〈母の手〉の絵はなぜ盗まれた？

全

ISBN978-4-477-00921-6

モモコがお母さんの手をかいた絵が校内美術展で特別賞をとった。とこ
ろが展示中に突然消えてしまった。なぜか。モモコがかき直した母の手
の絵は前のとは全然ちがう構図に。タイガー対ハヤブサの推理合戦！

エースはだれが決めるのか？

全
ISBN978-4-477-00923-0

代表チーム決定の日、グラウンドは水びたしゲーム不能に。車いすの
キャッチャー相手にエースは練習する。血染めの白球の謎は？甲子園
へのおとなの思いが少年野球をきずつける。ハヤブサよ立ち上がれ！
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読 み 物

ソロモンの壺はどこへいった？

（小学校中級から）

小学校中級以上向 菊判変型 各定価（各本体1333円＋税）
全5巻セット／揃定価（揃本体6665円＋税）ISBN978-4-477-01005-2 NDC913

子ども図書館
小学校中級以上向

マヤの一生

B5判

NDC.913

●赤い鳥文学賞
●児童福祉文化奨励賞

読 み 物

（小学校中級から）

椋 鳩十・作 吉井 忠・画

全日厚

ISBN978-4-477-02096-9

ニワトリやネコと一緒に飼っていた愛犬マヤの思い出を語りながら、残
酷な死に追いやった戦争への悲しみを感じさせる作品。
B5変型

アニメ版
椋

マヤの一生

鳩十・原作

定価（本体1200円＋税）

ISBN978-4-477-00681-9

加藤伸代・文

アニメーション映画化された名作を、各ページスチールと物語でつ
づった愛蔵版。
A4判 定価（本体1262円＋税）

こびとのピコ

全厚

●’68課題図書

寺村輝夫・作 和歌山静子・画

ISBN978-4-477-17365-8

オムくんのボールペンは、こびとが出てくるふしぎなペン。いやな宿題
も、ボールペンがひとりで動いてできてしまうのです。
B5変型 定価（本体777円＋税）

てんぷらぴりぴり

全
●野間児童文芸賞 ●      選定必読図書

ISBN978-4-477-02095-2
まど・みちお・作 杉田 豊・画
「ぞうさん」をはじめとして、現代の子どもたちに最も多くうたわれて

いる童謡詩人の、格調高い童謡・少年詩集です。
B5変型
定価（本体950円＋税）
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新版・子ども図書館
多くの読者にむかえられ、親しまれてきた
“子ども図書館” シリーズが生んだ数々のすぐれた作品から、
さらに厳選し、読みやすい大きな文字と
美しいさし絵で飾った愛蔵版です。

星野くんの二塁打

NDC.913

全
ISBN978-4-477-17593-5

吉田甲子太郎・作 こさかしげる・画

定価（本体1300円＋税）

星野くんの二塁打でチームは優勝！ でも監督はシブイ顔だ。本当の
愛や勇気を教えてくれる感動の短編集。表題作ほか３編を収録。 品切れ

きつねみちは天のみち

全
ISBN978-4-477-17594-2

あまんきみこ・作 いわさきちひろ・画
定価（本体1300円＋税）
にわか雨の日は、きつねみちが見えてくる……。三人の子どもたちの
品切れ
ふしぎな体験をえがくファンタジーのけっさく。

フライパンが空をとんだら

全日
ISBN978-4-477-17596-6

神沢利子・作 渡辺三郎・画

定価（本体1200円＋税）
小さなトムはきょうもホテルで皿あらい。ところがフライパンがとび
出して……。豊かな空想の世界がひろがる短編集。

ジャムねこさん

全
ISBN978-4-477-17595-9

松谷みよ子・作 渡辺洋二・画
定価（本体1200円＋税）
ジャムパンみたいなちびねこくん、かわいいモモちゃんやオバケちゃ
んたちが登場する、楽しい、ゆめいっぱいの短編童話集です。

きつね三吉

日
ISBN978-4-477-17597-3

佐藤さとる・作 岡本 順・画
定価（本体1200円＋税）
かじや茂平の弟子は、やせっぽちの三吉。ある日、あやしい坊さんが
現れて……。昔話風の表題作など４編を収めた傑作短編集。
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読 み 物

Ａ5判

（小学校中級から）

小学校中級以上向

大造じいさんとガン

全
ISBN978-4-477-17598-0

椋 鳩十・作 井口文秀・画
定価（本体1300円＋税）
今年も「残雪」は群れをひきいてやってきた…。大造じいさんとガン
の戦いを描く表題作のほか「月の輪グマ」ほか2編を収録。 品切れ

まけないアキラ

全

読 み 物

（小学校中級から）

ISBN978-4-477-17600-0

山中 恒・作 山口みねやす・画

定価（本体1200円＋税）

真夜中に、
アキラは、
ピストルをつきつけられて連れだされた。犯人は、
なんとおもちゃのサル！――奇想天外、ゆかいなお話。

たけのこくん

全
ISBN978-4-477-17599-7

神宮輝夫・作 渡辺洋二・画
定価（本体1300円＋税）
黒い犬をこわがる子どもを助けたり、遊び場にこまっている男の子た
ちを原っぱに案内してくれたり……たけのこくんの正体は？

みえなくなった赤いスキー

全
ISBN978-4-477-00392-4

いぬいとみこ・作 狩野ふきこ・画
定価（本体1200円＋税）
なかよしのみのりちゃんとあきよちゃん。でも、おそろいのスキーが
一組なくなって……。雪国の子どもたちをえがく温かな物語。

たっちゃんとトムとチム

全
ISBN978-4-477-00398-6

大石 真・作 長野ヒデ子・画
定価（本体1300円＋税）
元気な男の子たっちゃんと、犬のトム、ねこのチムがいろんな楽しい
ぼうけんをします。空想する喜びがどんどんふくらむ物語。

あかちゃんが生まれました

全
ISBN978-4-477-00399-3

長崎源之助・作 末崎茂樹・画

定価（本体1200円＋税）
おおみそか。たけしくんの家はお店をやっているので、てんてこまい
です。そんなとき、あかちゃんが生まれることになりました。

注文の多い料理店

全
ISBN978-4-477-00393-1

宮沢賢治・作 佐藤国男・画

定価（本体1300円＋税）

「注文の多い料理店」
「どんぐりと山ねこ」など、宮沢賢治の代表作を
おさめました。独特のファンタジーの世界が広がります。 品切れ
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三木 卓 童話作品集
詩的感性とエスプリ、ユーモア、ペーソスにあふれる、
粒ぞろいの童話集です。芥川賞、読売文学賞など数々の
受賞に輝く作家の、渾身の児童文学。

パジャマくん

全
ISBN978-4-477-01083-0

大作俊子・絵

定価（本体2300円＋税）

⃝収録作品⃝ パジャマくん／七まいの葉／とうさんのまほう「えい
っ」／はりがねネコ

2

ぽたぽた

全
ISBN978-4-477-01084-7

オノビン・絵
 定価（本体2300円＋税）
⃝収録作品⃝ ぽたぽた／おつきさまになりたい／ばけたらふうせ
ん／しらべにきたよ／時間の国のおじさん

3

アシナものがたり

全
ISBN978-4-477-01085-4

木内達朗・絵
定価（本体2300円＋税）
⃝収録作品⃝ アシナものがたり（海辺のものがたり・改題）／イヌ
のヒロシ／馬とつるくさと少年

4

5

元気のさかだち

全
ISBN978-4-477-01086-1

ばば のりこ・絵
定価（本体2300円＋税）
⃝収録作品⃝ 元気のさかだち
終戦直後に「満洲」から引き揚
げてきた少年の、くじけることのない青春が明るく描かれている三木
卓の世界の原点。

おおやさんはねこ
山口まさよし・絵
⃝収録作品⃝ おおやさんはねこ

全

ISBN978-4-477-01087-8

定価（本体2800円＋税）
ねこの集団が大家になってい

るアパートを借りたわたしは、ねこ世界にひきこまれて、大変、大変！
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読 み 物

1

（小学校中級から）

小学校中級～中学生向 A5判
全5巻セット／揃定価（揃本体12000円＋税）ISBN978-4-477-01109-7 NDC913

読 み 物

（小学校上級から）

全日厚
ISBN978-4-477-00810-3

定価
（本体1900円＋税）

１

お伽話風の、幻想的で美しい短編集。最高傑作
とされる「ウォリックシャーの三人の眠る少年」
「オ

ランダ・チーズ」「一日一ペニー−小人の賃金」
「美
しいマヴァンウィ」
「魚の王さま」を収録。

全日厚
ISBN978-4-477-00811-0

定価
（本体1900円＋税）

２

日常生活の中にふとふしぎな世界が入り込む物
語。「ルーシー」
「白い鳥のおとずれ」
「かかし」
「ミス・
ジマイマ」
「なぞなぞ」を収録。

品切れ
全日厚
ISBN978-4-477-00812-7

定価
（本体1900円＋税）

３

一見普通に見えるのになにか奇妙でふしぎな人た
ちが、もの悲しさとユーモアをもって描かれる物語。

「鼻」
「どろぼう」
「おさげ会社」
「オールド・ライオン号」
「ハエになったマライア」を収録。
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新美南吉童話選集
〈新訂版〉
南吉童話の珠玉をえらび、
一流画家のさし絵をそえた子どものための選集。
B5判変型 各定価（各本体1262円＋税） NDC918
（A） 全5巻セット／揃定価（揃本体6310円＋税）ISBN978-4-477-00579-9
（B） 全5巻セット／揃定価（揃本体6310円＋税）ISBN978-4-477-00580-5

（A）幼年どうわ●５巻

（B）童 話●５巻
▶小学校中級〜上級向◀

ごんぎつねとてぶくろ

ランプと胡弓ひき

ISBN978-4-477-16116-7

ISBN978-4-477-17117-3

深沢省三・え

全

山口晴温・画

ごんぎつね／てぶくろを買いに

おじいさんのランプ／最後の胡弓ひき 他

鳥右エ門諸国をめぐる

あかいろうそく
渡辺三郎・え

全日

野口昻明・画

全

全日厚

ISBN978-4-477-17119-7

ISBN978-4-477-16117-4

あかいろうそく／でんでんむしのかなしみ 他

鳥右エ門諸国をめぐる／煙の好きな若君の話 他

がちょうのたんじょうび

花のき村と盗人たち

ISBN978-4-477-16120-4

ISBN978-4-477-17120-3

杉田

豊・え

村上

全

豊・画

全日

がちょうのたんじょうび／うさぎ 他

花のき村と盗人たち／百姓の足、坊さんの足 他

こどものすきなかみさま

牛をつないだつばきの木

ISBN978-4-477-16118-1

ISBN978-4-477-17118-0

谷内六郎・え

吉井

全

忠・画

全日厚

● 全 選定必読図書

こどものすきなかみさま／みちこさん 他

牛をつないだつばきの木／和太郎さんと牛 他

こぞうさんのおきょう

うた時計と狐

ISBN978-4-477-16119-8

ISBN978-4-477-17121-0

こぞうさんのおきょう／かんざし 他

うた時計／狐／いぼ 他

遠藤てるよ・え

三井永一・画

全日
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全

新美南吉
読み物

▶小学校初級向◀

新装版 新美南吉童話集

「校定新美南吉全集」にもとづいて編集した、
新美南吉の決定版童話集を生誕100年を機に新装しました。
戯曲・詩・幼年童話も収録。
●編集● 大石源三
斎藤寿始子
続橋達雄
鳥越 信
根本正義
向川幹雄

A5判 上製 貼り箱入り 分売不可
全3巻セット／定価（本体9000円＋税）ISBN978-4-477-02647-3 NDC918

１

ごん狐

全日

新美南吉
読み物

収録作品＝手袋を買いに／銭坊／巨男の話／アブジのくに／
張紅倫／正坊とクロ／のら犬／ごん狐／丘の銅像／名無指物
語／一枚のはがき／でんでんむしのかなしみ他〈幼年童話〉
48篇／裏のきび畑他〈童謡・少年詩〉32篇
解説＝鳥越 信
ISBN978-4-477-02648-0

２

おじいさんのランプ

全日

収録作品＝おじいさんのランプ／うた時計／ごんごろ鐘／
狐／鍛冶屋の子／決闘／空気ポンプ／久助君の話／川／嘘／
屁／貧乏な少年の話／草／耳／疣／小さい太郎の悲しみ／花
をうめる／最後の胡弓ひき
解説＝続橋達雄
ISBN978-4-477-02649-7

３

花のき村と盗人たち
収録作品＝花のき村と盗人たち／百姓の足、坊さんの足／牛をつ
ないだ椿の木／和太郎さんと牛／おしどり／鳥右エ門諸国をめ
ぐる／山と町の兄弟／自転車物語／百牛物語／ガア子の卒業祝
賀会／ランプの夜／春は梨畑から野道をなわとびしてきた話／
千鳥／自由をわれらに／病む子の祭り／童話における物語性の
喪失
新美南吉年譜＝斎藤寿始子・編 解説＝向川幹雄
ISBN978-4-477-02650-3
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全日

創立90周年記念出版

校定

日本児童文学学会賞

新美南吉全集

赤い鳥文学賞特別賞

全12巻＊別巻２

＊全集の特色＊
◎未発表作品、新発見の日記・画帖を含め、全著作をもれなく収録
◎問題の多かった改竄を正し、厳密な校訂によって作品を忠実に復元
◎自筆原稿については、その状態および推敲過程を記録
◎精密、懇切な解題・異同・語注を配した完璧な編集

第１巻

第３巻

第４巻

第５巻

第６巻

第７巻

全日

童話・小説Ⅱ

全日

定価（本体4800円＋税）
ISBN978-4-477-16001-6

＊良寛物語−手毬と鉢の子
豊島与志雄の推輓を得て実現した、はじめての単行本を完全収録。さらに、
現存原稿を併載。

定価（本体4800円＋税）
ISBN978-4-477-16002-3

＊おぢいさんのランプ／手袋を買ひに／牛をつないだ椿の木／川〈Ｂ〉／ご
んごろ鐘／嘘／うた時計／久助君の話／貧乏な少年の話／草／狐／耳 他。
唯一の生前発表の童話集『おぢいさんのランプ』収録作品と同人誌発表作品。

童話・小説Ⅲ

品切れ

全日

定価（本体4800円＋税）
ISBN978-4-477-16003-0

＊ごん狐／百姓の足、坊さんの足／和太郎さんと牛／花のき村と盗人たち／正坊
とクロ／最後の胡弓弾き／花を埋める／屁／坂道／鳥右ヱ門諸国をめぐる他
童話集『花のき村と盗人たち』収録作品と「哈爾賓日日新聞」掲載作品など。

童話・小説Ⅳ

全日

童話・小説Ⅴ

全日

童話・小説Ⅵ

全日

童話・小説Ⅶ

全日

定価（本体4800円＋税）
ISBN978-4-477-16004-7

＊大岡越前守／サルトサムライ／ナガレボシ／ミチコサン／仔牛／驢馬のびっ
こ／うまれて来る雀達／デンデンムシノカナシミなど幼年童話。
学生時代に書かれた伝記小説「大岡越前守」と幼年童話47篇。

定価（本体4800円＋税）
ISBN978-4-477-16005-4

＊坑夫／蛾とアーク燈／丘の銅像／塀／楽書／雀／鞠／除隊兵／鴛鴦／川
〈Ａ〉／決闘／登っていった少年／〈無題〉『中学二年生の時』。
少年小説から小説への系譜。

定価（本体4800円＋税）
ISBN978-4-477-16006-1

＊螢いろの灯／空気ポンプ／自転車物語／百牛物語／山から来る少年／小さい
薔薇の花／父／芍薬／名無指物語／鯛造さんの死／天狗／帰郷／一枚の葉書他
少年小説から小説への系譜。

定価（本体4800円＋税）
ISBN978-4-477-16007-8

＊喜劇役者〈Ａ〉
〈Ｂ〉／風車〈Ａ〉
〈Ｂ〉／騙された羊飼／樽屋伍助／大人の童話／
自殺宣言／雨の夜の出来事／古女房／牛飼の花嫁／ヘボ詩人疲れたり 他。
未発表小説の他に〈無題〉作品および〈断簡〉類を多数収録。
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新美南吉
読み物

第２巻

童話・小説Ⅰ

＊編集委員＊
与田凖一 鳥越
信
向 川 幹 雄 清水たみ子
大石源三 続橋達雄
根 本 正 義 斎藤寿始子
揃定価（揃本体72200円＋税）

Ａ５判 上製
NDC.918

第８巻

新美南吉
読み物

第９巻

第10巻

第11巻

貼箱入

月報付

480～712頁

詩・童謡・短歌・俳句

全日

装幀：辻村益朗

定価（本体4800円＋税）
ISBN978-4-477-16008-5

＊墓碑名／貝殻／わが靴の破れたるごとく／ひらがな幻想 他。
「詩稿ノート」にのこされた詩、「赤い鳥」に掲載された童謡をはじめ270余篇
の詩・童謡と、短歌60余首、俳句440余句を収録。

戯曲・評論・随筆・翻訳・雑纂

全日

ISBN978-4-477-16009-2

定価（本体4800円＋税）

＊〈戯曲〉病む子の祭／自由を我等に／馬車の来るまで／〈評論・随筆〉童
話に於ける物語性の喪失／バイロンについて／〈翻訳〉ミルン、スティーブ
ンソンの童謡／マンスフィールド、ローレンスの短編、メグロズの詩論 他。

日記・ノートⅠ

全日

日記・ノートⅡ

全日

定価（本体5800円＋税）
ISBN978-4-477-16010-8

＊小・中学時代の「綴方帳」
、
「作文草稿帳」、「昭和四年自由日記」、詩・童謡・
短歌・俳句も書きしるされている「文芸自由日記」、
「少年少女ダイアリー」、
「ス
パルタノート」
。

定価（本体5800円＋税）
ISBN978-4-477-16011-5

＊1934年10月17日使用開始の「メモ＆日記」から、1939年2月14日使用終了し
た「昭和十四年ノートⅠ」を収録。

第12巻

別巻Ⅰ

別巻Ⅱ

日記・ノートⅢ・書簡・画帖

全日

ISBN978-4-477-16012-2

定価（本体5800円＋税）

＊「昭和十四年ノートⅢ」、「昭和十五年Ⅰ」
、「安城勤務メモ」、「昭和十六・
十七年ノート」
、
「嬰児殺しノート」
、書簡137通、画帖「三人道中」「六根晴天」
「筆勢非凡」
。

新美南吉年譜ほか

全日

補遺・諸目録・諸索引

全日

定価（本体5800円＋税）
ISBN978-4-477-16013-9

＊30年の生涯を〈行動〉
〈往来〉〈鑑賞〉〈創作〉
〈周辺〉に分けて、刻明に記
録した420ページにおよぶ年譜。また蔵書目録と、本全集の南吉著作中に記さ
れた、新聞・雑誌・書名・音楽・映画の索引を収録。

品切れ

定価（本体5800円＋税）
ISBN978-4-477-16014-6

＊本全集収録の全作品の「作品名索引」、作品を解くカギを示唆する「キーワード
一覧」、童話・童謡作品における使用語彙を調査した「語彙索引」、および「色彩
語索引」、また、作品・日記などに現われた人名検索のための「人名索引」等。
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おもしろ落語図書館
三遊亭円窓・著 長野ヒデ子・画
古典落語の傑作を児童・生徒のために新しく口演した、
爆笑の落語全集。各10話を収録。
小学校上級以上～一般向 A5判変型 各定価（各本体1748円＋税）
全5巻セット／揃定価（揃本体8740円＋税）ISBN978-4-477-01664-1 NDC779

〈その一〉

全日
ISBN978-4-477-00645-1

寿限無・首屋・饅頭恐い・松山鏡・一目上がり・ガマの油・垂乳根・
試し酒・子ほめ・帯久／楽しい楽しい古典落語10話で構成。

ISBN978-4-477-00646-8

看板のピン・転失気・祗園会・芋泥・閑かさや・千両蜜柑・洒落番
頭・鬼の涙・厩火事・本膳／人情、お国自慢、礼式で大騒動。

〈その三〉

全日
ISBN978-4-477-00647-5

山号寺号・芝浜・からくり料理・明日ありと・時そば・道灌・桶屋裁き・
チリトテチン・孝行糖・三方一両損／きわめつけの10話。

〈その四〉

全日
ISBN978-4-477-00648-2

平林・宿屋の富・半分垢・そば清・松竹梅・鼓が滝・長屋の花見・留守番
小坊主・後生鰻・花見酒／花見や当たりくじで大にぎわいの10話。

〈その五〉

全日
ISBN978-4-477-00649-9

十徳・桃太郎・強情灸・壺算・牛ほめ・勘定の神・親子酒・有馬の秀吉・
甲府い・野晒し／親子の様々からあの世の人までの10話。
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語

全日

落

〈その二〉

詩を読もう！
12人の詩人が奏でるさまざまな言葉のメロディー。
ユニークな執筆陣が自慢の詩集シリーズです。
小学校中級～一般向 B6判 各定価（各本体1200円＋税）
全12巻セット／揃定価（揃本体14400円＋税）ISBN978-4-477-01106-6 NDC911

みんなやわらかい

全日
ISBN978-4-477-01054-0

谷川俊太郎・詩 広瀬弦・絵
「しかくはときどきはずかしくて／くねくねとまるくなる」……表題
詩をはじめ、独自の “宇宙” を感じるスケールの大きな詩集です。

おなかの大きい小母さん

全日
ISBN978-4-477-01060-1

詩

まど・みちお・詩 はたこうしろう・絵
道ばたの花にも草にも木にも、カにも人にも犬にも注がれる詩人のあ
たたかな眼差し。まどさんならではの、心なごむ作品がいっぱい。

いつもどこかで

●第47回産経児童出版文化賞JR賞

全日

ISBN978-4-477-01055-7

新川和江・詩 みやがわよりこ・絵
鳥や雲や空や風によせる共感を、あふれる思いでつづりました。生命
と自然への愛しさに満ちた、すがすがしい読後感の詩集です。

空への質問

●第4回三越左千夫少年詩賞

全日
ISBN978-4-477-01056-4

高階杞一・詩 おーなり由子・絵
この広い宇宙に、なぜぼくはいるんだろう？……時にユーモラスに、
時に深遠に、存在の意味を問いかける詩集。さわやかな味わいです。

今日からはじまる

日
ISBN978-4-477-01057-1

高丸もと子・詩 水内喜久雄・写真
あなたに会えてよかった、あなたがいたから気づいたことがたくさん
……初恋のときめき、明日に向かう若い命の鼓動が聞こえる詩集です。
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ほんとこうた・へんてこうた

全日

ISBN978-4-477-01058-8

阪田寛夫・詩 織茂恭子・絵
おじいちゃんと男の子のやりとりが楽しい表題作ほか、動物たちのゆ
めをえがいた詩、春夏秋冬の詩など、ユーモアたっぷりの詩集です。

かさなりあって

全日
ISBN978-4-477-01059-5

島田陽子・詩 橋本淳子・絵
テンポのよい大阪弁の詩、生き物の命と向きあう詩、言葉あそびの詩
など、言葉から豊かなイメージが次々に広がっていく詩集です。

またすぐに会えるから

●第31回赤い鳥文学賞

全日

ISBN978-4-477-01061-8

はたちよしこ・詩 佐野洋子・絵
見過ごしてしまいそうなちいさな場面を大切に切り取って、清新な言
葉でつむぎます。はっと胸をつかれるフレーズにきっと出会える詩集。

五つのエラーをさがせ！

全日
ISBN978-4-477-01062-5

十秒間の友だち

全日
ISBN978-4-477-01063-2

大橋政人・詩 森川百合香・絵
電車がすれちがう時、あっちの電車の女の子ともし目があったら、ぼ
くらは十秒間の友だち……やさしい思いが行間からにじみます。

詩なんか知らないけど

全日
ISBN978-4-477-01064-9

糸井重里・詩 中川いさみ・絵
「スナオになりたい／スナオになれそう／なれるかもしれない」……
独特のリズム感が心地よい詩集。思わず口ずさむ楽しさです。

もうだいじょうぶだから

全日
ISBN978-4-477-01065-6

木村信子・詩 たかはさち・絵
自分の内面へ、内面へとおりていきながら、カラッとかわいた印象を
のこす詩集。シンプルな言葉で深みのある世界をえがきます。
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詩

木坂 涼・詩 渡辺洋二・絵
てんとうむしは「赤いミニ天文台」
、
「ダイヤモンド・カットをほどこ
された」日の光……みずみずしい感性がぴかっと光っています。

小さい詩集
やわらかな女性の感性でつづる、
ちょっとおしゃれでかわいい詩集です。
小学校上級～一般向 B6判 各定価（各本体1000円＋税）
全6巻セット／揃定価（揃本体6000円＋税）ISBN978-4-477-00291-0 NDC911

雲の窓

あなたが好き

全

全

武鹿悦子・詩／牧野鈴子・絵

立原えりか・詩／門田俊明・絵

とおい雲の城の窓から、
だれかがきらっとあた
しをみた――だれもが
心のおくに持ってい
る、美しい憧れをかき
たてられる詩集です。

あなたが好き。わがま
まだから、笑ってるか
ら、くいしんぼうだか
ら好き。ロマンチック
な、立原えりか初めて
の書きおろし詩集。

ISBN978-4-477-00065-7

ISBN978-4-477-00068-8

詩

ぴかぴかコンパス 全 日

絵のような村で

こやま峰子・詩／田中槇子・絵

江間章子・詩／土橋佐喜子・絵

１本足のコンパスは、
まるでぴかぴかのホー
ムラン王。何気ない毎
日もこんなに輝いてい
るんだね。あたたかな
ユーモアがいっぱい！

まっすぐな心で見れば、
人も自然も、もっとま
っすぐに語りかけてく
れる――「夏の思い出」
の詩人が、あふれる思
いを綴りました。

ISBN978-4-477-00069-5

ISBN978-4-477-00066-4

星のおしごと

全

あいたくて

全日

●第22回日本童謡賞

全日

新川和江・詩／南塚直子・絵

工藤直子・詩／佐野洋子・絵

子どもたちがねむるこ
ろ、空の星たちのおし
ごとが始まります。ほ
ほえみと、明るい夢と、
やさしさだけをつめこ
んだ詩集です。

だれかにあいたくて、
なにかにあいたくて、
今日も手をのばしてい
る――あなたの心にふ
れたい気持ちでいっぱ
いの詩集です。

ISBN978-4-477-00067-1

ISBN978-4-477-00070-1
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小学校上級～一般向

四六判

各定価（本体1600円＋税）

もっと伝えたい

NDC.369

日厚

−コミュニケーションの種をまく−

ISBN978-4-477-01928-4
藤田康文 著
だれもがわかりやすい新聞、バリアフリー映画、拡大読書器、脳波で意志
を伝える最新機器など、コミュニケーションの世界にもさまざまな「ＵＤ」
の精神が生きています。コミュニケーションの手段として、
「ＵＤ」に取
り組んだ人たちの話を紹介します。

伴走者たち

品切れ

全厚

−障害のあるランナーをささえる−

一緒に達成感を得る、ランナーと伴走者の絆を紹介するドキュメンタリー。

一人ひとりのまちづくり

全厚

−神戸市長田区・再生の物語−

ISBN978-4-477-01930-7
中和正彦 著
「ここでもう一度、みんなでいっしょに幸せになりたい」阪神・淡路大震
災後、壊れたまちを見ながら多くの神戸市民は思いました。まちの再生、
経済復興が、人々のつながりや絆の中から生まれたことを語るドキュメン
タリー。

旅の夢かなえます

厚

−だれもがどこへでも行ける旅行をつくる−

ISBN978-4-477-01931-4
三日月ゆり子 著
現地の人とふれあい、現地の物を食べ、新たな発見をして気持ちがワクワ
クすることが、旅の楽しみです。目が見えなくても、車いすでも、気持ち
よく旅ができるよう、工夫をしている人たちを紹介したドキュメンタリー。
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ノン
フィクション

ISBN978-4-477-01929-1
星野恭子 著
目の見えない人、義足の人、知的障害のある人など、障害があっても「走
りたい」と思っている人たちと、ともに走る「伴走者」
。互いを気づかい、

みんなが主人公の学校

全日厚

−学校はみんなでつくる場所−
保井隆之

著

ISBN978-4-477-01991-8

不登校になったり、ひきこもったり。長い人生において、子ども
時代に元気でいられるように、他人が信じられるように、子ども
と大人がコミュニケーションをとりながら生き生きとした学校づ
くりをしている人たちのドキュメント。

自分らしく働きたい

全

−だれもが自信と誇りをもって−
清水直子

著

ISBN978-4-477-01992-5

どんな仕事にもきびしさがあります。本書は、障害が理由だった
り、リストラされたりなどの壁にぶつかったときに、一人で抱え
込まず、みんなで乗り越えられるよう、社会で奮闘する人たちを
紹介したドキュメント。

だれもが使えるものづくり

日

ノン
フィクション

−くらしを豊かにするために−
くごうえり

著

ISBN978-4-477-01993-2

だれの身近にもいる「左利き」の人から、障害者と一緒に遊べる
おもちゃづくりをする開発者まで、ものづくりの世界で便利なグ
ッズを考え、追求する人たちのUDの精神を紹介したドキュメント。

五感の力でバリアをこえる

全日厚

−わかりやすさ・ここちよさの追求−
成松一郎

著

ISBN978-4-477-01994-9

視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚。五感は、生きるうえでとても大
切なもの。どれかに不自由があったとしても、他の感覚を研ぎ澄
ませて、ここちよく生きていける社会づくりをしている人たちを
紹介したドキュメント。
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ノンフィクション・ワールド
日本というかきねを超え、世界へはばたく世代へ－
人種を超えた交流、苦悩に満ちた選択やあらゆる生きざまを通して、
人間、社会、科学とは何かを考えていきます。
小学校上級～中学生向

四六判

NDC.290ほか

難民少女ランちゃん ■お医者さんになったベトナムの少女
全日

吹浦忠正・著

高田

勲・絵

ISBN978-4-477-00415-0

定価（本体1068円＋税）

ベトナムの少女トラン・ゴク・ランは、命がけで祖国を脱出し香港に
上陸します。やがて来日し、懸命な努力で医者をめざします。

全
キャプテン・クックの動物たち 第15回吉村証子記念
「日本科学読物賞」
■すばらしいオセアニアの生きもの

ISBN978-4-477-00416-7

羽田節子・著 今井桂三・絵
定価（本体1262円＋税）
18世紀、クックの持ち帰った有袋類は人々に驚きをもって迎えられま

地球をつつむ「愛のポシェット」

全

ISBN978-4-477-00599-7

柳瀬房子・著
定価（本体1165円＋税）
日本の子どもたちからカンボジアの子どもたちへ、善意のポシェット
が９万個贈られました。やがてこの運動は世界へと広がります。

上野動物園サル山物語

全日
ISBN978-4-477-00687-1

川口 幸男・著
定価（本体1262円＋税）
飼育係が長年見続けた、サルたちの記録。ボスの交代劇、メスガシラ
一族の攻防、サルの命名法、見分け方などをまとめました。

タバコの害とたたかって ■スモークバスター奮戦記
全日
渡辺

ISBN978-4-477-00743-4

文学・著

定価（本体1262円＋税）

タバコがひきおこす健康被害や火災などの社会的損失はもう見逃せま
せん。煙退治人の元気な活動記。
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ノン
フィクション

した。種の存続と、人間と自然とのあり方を考えます。

走れ！ソーラーカー ■光と夢の3000キロレース 全 日
●'97読書感想画中央コンクール指定図書

ISBN978-4-477-00744-1

中部 博・著
定価（本体1359円＋税）
オーストラリア大陸縦断ソーラーカーレースの現地取材ルポ。ホンダ
チームの感動の全記録。

君に生きていてほしい

ISBN978-4-477-00781-6

桝田武宗・著

定価（本体1300円＋税）

いじめや暴力で若者が自らの命を絶っている。かけがえのない命を守
り生き抜いてほしい。いじめに勝ち抜くためのメッセージ。

ハイテクで解く縄文の謎

全日
ISBN978-4-477-00852-3

岩田一平・著
定価（本体 1350円＋税）
縄文・弥生時代の遺跡に最新科学の光を当ててみると？ そこには、
通説をつくがえすほど、驚くほど豊かで知恵のある生活が見えてくる。

補聴犬ノンコ物語

全
ISBN978-4-477-00857-8

鎌奥哲男・著
定価（本体 1300円＋税）
耳の不自由な著者の補聴器がわりになってくれる愛犬ノンコは、元は
ノン
フィクション

雑種のすて犬。この物語を通してペットの意味やマナーも考える。

人間が地雷をすてる日

全
ISBN978-4-477-00940-7

柳瀬房子・著
定価（本体 1350円＋税）
戦争が終わっても罪のない人々を傷つけ殺し続ける悪魔の兵器の対人
地雷。本書は地雷廃絶への入門書。１冊の売上げで２㎡がクリアに。

月の輪熊は山へ帰った！

■人とクマ、共生への道

全

まいた

米田一彦・著

ISBN978-4-477-00939-1
定価（本体 1300円＋税）
山奥の村に住み、クマの被害とクマの保護、相反する現実を前に、著
者は悩み、迷いながら、村人とクマの共生の道をさぐります。

極小オーディオをきりひらく

全

ISBN978-4-477-01030-4

姫野卓治・松本吉生・著
定価（本体 1350円＋税）
エジソン以来の録音の歴史をたどり、現在極限に近くまで小型化され
デジタル化されたオーディオのうち、極小の録音機の誕生を記録。
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身勝手な飼い方をされるペットたち
■獣医はうったえる！

全

ISBN978-4-477-01040-3

本田三緒子・著
定価（本体 1300円＋税）
空前のペットブームといわれている現在。動物病院から保健所勤務に
なった獣医が、犬猫をはじめペットの飼い主をつぶさに見てきた記録。

海岸林が消える？！

全日
ISBN978-4-477-01155-4

近田文弘・著
定価（本体1350円＋税）
各地の海岸林を訪ねながら、その意義・役割について考え、国土開発
などによって消えつつある美しい海岸林の保全・復活を考える。

よみがえった黒こげのイチョウ
■命を守り震災や戦災を伝える樹木

ISBN978-4-477-01201-8

唐沢孝一・著

定価（本体1350円＋税）

戦争や大地震で焼かれながら今に生き残る各地の樹木は、歴史の生
き証人。これらの樹木から平和の尊さ、防災、地域の歴史を考える。

「日本」誕生のなぞ
■卑弥呼とワカタケル

岡本健一・著
邪馬台国はどこにあったのか？

ISBN978-4-477-01219-3

定価（本体1350円＋税）
古墳は何の形か？ など、
「日本」

希望へ！

全日

■人間は何をしてきたのか？ 悲劇の現場をめぐって ISBN978-4-477-01553-8

桃井和馬・著
定価（本体1190円＋税）
人間はどこまで残酷になれるのか。その実験のような大虐殺がルワ
ンダで起きた。世界の悲劇の地にたち、人間の未来、希望をさぐる。

椅子職人

日

■旭川家具を世界ブランドにした少年の夢

ISBN978-4-477-01554-5

川嶋康男・著
定価（本体1286円＋税）
逆境の中で椅子づくりを志し、旭川家具のデザインに革新をもたら
し、世界的ブランドにおしあげた、夢多き一人の職人の物語。

なぞなぞパワーのヒミツ
■きみの知らないなぞなぞの歴史

ISBN978-4-477-01574-3

このみひかる・著
定価（本体1400円＋税）
みんなが大すきななぞなぞ。ルーツはなんと平安時代！ あっと驚
くなぞなぞの歴史を、この道60年の著者がかたります。
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ノン
フィクション

古代史上最大の謎解きに挑み、考古学のおもしろさを伝える。

ROUGE GAME（ルージュ・ゲーム）

ISBN978-4-477-01678-8

sanae ・著
定価（本体1143円＋税）
女子高校生るいの、デリケートで切ない純愛物語。忌まわしい過去の
キズを抱える彼女の悩み、心の動きが同世代に共感をよんでいます。

マカロン白書

くら

が

全
ISBN978-4-477-01947-5

sanae ・著
定価（本体1300円＋税）
デブで貧乏な少女ちありと、裕福な家庭の真矢、華、朱夏の仲良し
４人組が卒業後再会した。ある青年をめぐった思惑が表面化し、ち
ありは傷つくが、めげずにパティシエの道を進む姿を描く。
ぬま

闇ヶ沼影伝説

全

ヤ ン グ
アダルト

ISBN978-4-477-01879-9

ひろのみずえ・著
定価（本体1500円＋税）
千夏の前に現れたのは、影を操る少年「栖軽」。千夏を拐かし、友
人の陽にも罠を仕掛けるが…。日本的神秘が漂う伝奇小説。

首七つ

全
ISBN978-4-477-01902-4

ひろのみずえ・著
定価（本体1300円＋税）
あの世に導かれる女子中学生を始め、いつのまにか不可解な出来事
にまきこまれていく少女たちを巧みに描く７編のホラー小説。

瓜ふたつ

全
ISBN978-4-477-01943-7

ひろのみずえ・著
     定価（本体1500円＋税）
大樹お兄ちゃんが２人いた！ 友だちの直子も２人、美弥子さんも
２人！ そして、皆、消えた……。どこにでもひそんでいるドッペ
ルゲンガーの恐怖の世界へ読者を誘います。
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ひかるこ

全
ISBN978-4-477-01881-2

釛子ふたみ・著
定価（本体1500円＋税）
死への願望、生への執念のはざまで揺れる美少女・美留と隣に住む
少女ゆずな。ふたりの少女の心情を細やかに描く幻想的小説。

やまわろ

全 日
ISBN978-4-477-02362-5

釛子ふたみ・著
定価（本体1300円＋税）
無気力に生きる少女・絆奈。授業の山登りで遭難し、闇夜の山中を
彷徨い見たものは……。少女の疑念と絶望を織り交ぜた幻想小説。

窓ぎわのゴースト

日
ISBN978-4-477-01926-0

ゆうきえみ・著
定価（本体1500円＋税）
取り壊し寸前のぼろアパートに住み続ける４人のゴーストたち。天国
に行けないゴーストたちが、アパートに居続ける理由とは……。恋愛
あり、悲哀あり、コミカルタッチのホラー小説！

水辺のゴースト

全

ISBN978-4-477-02006-8

恐竜少女ディナ

全
ISBN978-4-477-01934-5

一の瀬光・著
定価（本体1300円＋税）
落ち葉の山から出現した泥だらけの美少女。美少女のペースにすっか
りはまってしまったオオバ・タクミは、想像を超えた企みの手助けを
するはめになる。美少女ディナの正体は？

3Ｄ恋（スリーディーラブ）ディナ

ISBN978-4-477-01987-1

一の瀬光・著
定価（本体1500円＋税）
「恐竜少女ディナ」の続刊。今回は、弟〈テオ〉が登場。美人警官〈桜
山〉が、
〈テオ〉に急接近し、美少女ディナを窮地に！ オーディショ
ン会場で、ディナ達に生死を分ける壮絶な戦いが待ち受けている。
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ヤ ン グ
アダルト

ゆうきえみ・著
定価（本体1500円＋税）
喜多郎池にゴースト出現の噂を耳にした、ルコたちゴーストバスタ
ー３人組は、早速調査にのりだしたが……。現世に未練を残し、さ
まようゴーストたちと３人組の不思議な関係があきらかになる！

月下花伝

時の橋を駆けて

全
ISBN978-4-477-01907-9

越水利江子・著
定価（本体1300円＋税）
女優の姉を追い映画界入りする秋飛。だが現実はエキストラ。ある
夜、憧れの沖田総司が現れ……。少女の成長を描いた爽かな小説。
か

てん

花天新選組

—君よいつの日か会おう—

全

ISBN978-4-477-01942-0

越水利江子・著
定価（本体1500円＋税）
現代の少女・秋飛がタイムスリップし、幕末の新選組隊士に！ 憧れ
の沖田総司ほか、そうそうたる隊士の中で歴史の渦にまきこまれる。
総司への思いを胸に、鳥羽伏見の戦いへ……。
「月下花伝」の続編。

誰かの見たもの — 口伝怪奇譚

全日
ISBN978-4-477-02053-2

新井由木子 作・絵
定価（本体1400円＋税）
日本各地の72人から聞いた、本当にあった怖い話、怖くて切ない話、
怖くてユーモラスな話を集めました。美しくて怖い絵も不可思議さ
を倍増させます。見開き１頁の読み切りで、好きなところから読め
る不思議で怖い体験談集。

シャッフル

全

ISBN978-4-477-02360-1

ヤ ン グ
アダルト

しんやひろゆき・著
定価（本体1300円＋税）
ぼくはおじいちゃんに、おじいちゃんがぼくに!? 雷が轟く日の夜、
家族の人格が全て入れ替わってしまった。もとに戻りたいと試行錯
誤するが問題が山積みで･･･。家族の大騒動がはじまります！

名づけられた葉なのだから

全日
ISBN978-4-477-02375-5

新川和江・詩
定価（本体1200円＋税）
自然と一体のみずみずしさ、母に包み込まれるやさしさ。それが新
川和江の詩の世界。表題作は、合唱曲として中学生にも親しまれて
います。室生犀星賞、日本童謡賞など数々の賞を受賞した、現代詩
の代表的な作家がうたいあげる48編。

キャラクターデザインの仕事 —ハッピークリエーター
たかいよしかず— 全

ISBN978-4-477-02615-2

たかいよしかず・著
定価（本体1400円＋税）
お化けギャルソン、マーブルわんちゃんなど、超人気キャラクター
を作ったデザイナーの仕事、考え方を初めて１冊にまとめました。
元気のいい生き方を望む人に、特におすすめです！
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いっしょに走ろっ！―夢につながる、はじめの一歩―

全

ISBN978-4-477-02634-3

星野恭子・著
定価（本体1400円＋税）
「走ること」をキーワードにした３つのチャレンジにまつわる物語。
障害者アスリートと彼らを支える人々のつながりを、
「伴走者」と
してスポーツボランティアに参加経験のある著者が細かな視点で描
く感動ストーリー。

スクールミッション

―世界はいつでも君のもの！―

全

ISBN978-4-477-02689-3

高橋大樹・著
定価（本体1400円＋税）
心にモヤモヤを抱える４人の高校生にふりかかった、インド・ロンド
ン・ニューヨーク・香港などの海外へ飛ぶ、連帯責任形式の「特別生
活指導」って何っ！？ 果たして彼ら・彼女らのモヤモヤは晴らせる
のか？ 自分探し世代におススメの小説です。

ヤ ン グ
アダルト
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小学校中級〜上級向 AB判 各定価（各本体3000円＋税）
全4巻セット／揃定価（揃本体12000円＋税）ISBN978-4-477-02655-8 NDC470

ジャガイモ

イネ・米

全

ISBN978-4-477-02651-0

世界の四大作物のひとつジャガイ
モ。実は優れたパワーの持ち主で
あった。これ一冊を読めばジャガ
イモ博士になれます。

コムギ

全

ISBN978-4-477-02652-7

世界の四大作物のひとつ米。植物
や作物としてのイネ・米や歴史に
関する記述も豊富で、これ一冊で
イネ・米博士になれます。

トウモロコシ

全

学習・知識

ISBN978-4-477-02653-4

全

ISBN978-4-477-02654-1

学

科

科

理

世界の四大作物のひとつコムギ。
植物や作物としてのコムギや実験
も交えた説明も豊富で、これ一冊
でコムギ博士になれます。

世界の四大作物のひとつトウモロ
コシ。植物や作物としての記述、
歴史や現代での利用法などの説明
も豊富な一冊です。
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小学校中級～上級向 B5判変型 各定価（各本体2500円＋税）
全5巻セット／揃定価（揃本体12500円＋税）ISBN978-4-477-02376-2 NDC400

自然の観察
上薗

明・著

全日
ISBN978-4-477-02370-0

八木澤

薫・写真

自然と親しみながら、その中でいだく疑問を解決するためのヒントや
ポイントを提示し、観察で確かめていきます。

風で動くもの、ゴムで動くもの

全日

ISBN978-4-477-02371-7

増田和彦・著 いとうみき・絵
工作物をつかって風やゴムで物が動く様子を調べます。工作物のつく
りかたを丁寧に図解しました。

体が動くしくみ

全
ISBN978-4-477-02372-4

雲と天気の変化

全日
ISBN978-4-477-02373-1

ISBN978-4-477-02374-8

後藤富治・著
電気の私たちの生活への供給の流れをわかりやすく説明。電気は、
光、
音、熱に変換でき、多方面で利用されている事にも気づきます。
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学

全日

科

電気を起こす・ためる・利用する

科

基本10種類の雲を取り上げ、その成分や天気とのかかわりについて丁
寧に説明しました。

理

椎野純一・著

学習・知識

増田和彦・著 工藤晃司・絵
骨や筋肉、関節の存在や動きを、大きく精密なイラストでわかりやす
く図解しています。

小学校中級～一般向 B5判変型 各定価（各本体2500円＋税）
全5巻セット／揃定価（揃本体12500円＋税）ISBN978-4-477-02630-5 NDC440

宇宙・銀河系外

全日
ISBN978-4-477-02625-1

渡部潤一・著
ビッグバン、宇宙膨張、暗黒物質・エネルギーなど宇宙の最新理論、
宇宙の構造を形づくる銀河団、銀河群、銀河などを解説しています。

恒星・銀河系内

全日
ISBN978-4-477-02626-8

渡部潤一・著
わたしたちの銀河系の棒渦巻銀河や、その基本要素である恒星の一生
について、それに関係する星雲、星団などとあわせて紹介しています。

太陽系・惑星科学

全日
ISBN978-4-477-02627-5

学習・知識

渡部潤一・著
地球をふくめた太陽系の８惑星、準惑星、小天体の分布や構造、軌道
などについて、最新の情報を入れてていねいに解説しています。

宇宙開発

全日

学

科

科

理

ISBN978-4-477-02628-2

山田陽志郎・著
火薬からロケット開発までの歴史、人工衛星から現在の国際宇宙ステ
ーション、惑星探査機に行きつくまでを丹念に紹介しています。

天体観測入門

全日
ISBN978-4-477-02629-9

渡部潤一・著
肉眼での観望から、安価・簡単操作の望遠鏡購入で天体観測の楽し
さを知り、さらなる機材や測定法の紹介で深めていきます。
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ぼくはクロテン

全日
ISBN978-4-477-02381-6

富士元寿彦・文と写真

定価（本体1500円＋税）

北海道の森にすむクロテンは、毛皮用に撃たれ、数少なくなった動
物です。四季の移り変わりの中で生きてゆく珍しい姿を紹介します。

モンシロチョウ

日
ISBN978-4-477-02382-3

倉兼 治・文と写真
定価（本体1500円＋税）
モンシロチョウの交尾、産卵から羽化までのようすや、青虫から成
虫になるまでに待ちうけている数々の天敵などをカメラで追う。

かわいいナキウサギ

全日
ISBN978-4-477-02383-0

鈴木欣司・文 長谷川和良・写真
定価（本体1500円＋税）
北海道の十勝岳の岩場にすんでいるかわいいナキウサギ。なんと氷

ハクチョウのくびはどうしてながい

日

今年もハクチョウがやってきました。どこから来て、どんな生活をし
ているのか、エサの食べ方、群れの様子などその生態をさぐります。

学

ハス池に生きるカワセミ

全
ISBN978-4-477-02385-4

中川雄三・文と写真
定価（本体1500円＋税）
小さなハス池をテリトリーとするカワセミ。魚とり、
なわばり争い、
求愛、子育てなど、カワセミの生活を写真で見ていきます。
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科

定価（本体1500円＋税）

科

久・文と写真／岡田成弘・写真

理

ISBN978-4-477-02384-7

石部

学習・知識

河期から生き続けて来た珍しい種です。知られざる姿を紹介。

オタマジャクシの尾はどこへきえた
●’98課題図書●緑陰指定図書 全 日 厚

ISBN978-4-477-02386-1

山本かずとし・文 畑中富美子・絵
定価（本体1500円＋税）
オタマジャクシがカエルになるのは知っている。でもどうして子ども
とおとなはぜんぜん違うの？

疑問を楽しく絵で解いていきます。

よるのどうぶつえん
川口幸男・文

全日
ISBN978-4-477-02387-8

村田エミコ・絵

定価（本体1500円＋税）

よるのどうぶつたちは何をしているの？ふだん見ることのできない
すがたを、木版画で紹介したユニークな絵本。

オオタカのひなのそだつ里

全日
ISBN978-4-477-02388-5

松山史郎・文と写真
定価（本体 1500円＋税）
街の近くに豊かな自然をのこす里山で、オオタカのひなが巣だつま
でを追いながら、人間と野生の共存と自然のしくみを考える。

まるきばしをわたる動物たち

全

ISBN978-4-477-02389-2

まいた

米田一彦・文と写真
定価（本体 1500円＋税）
人間と同じように動物たちも、向こうの世界をめざして橋をわたりま
す。倒木などでできたまるきばしをわたる動物たちの四季。

メダカのたんじょう

全

学習・知識

ISBN978-4-477-02390-8
●緑陰指定図書
岩松鷹司・文 森上義孝・絵
定価（本体 1500円＋税）
子どもたちに親しまれているメダカの誕生から冬越しまでを観察し
ながら、体のつくりなど、豊富な知識をもりこんだ絵本。

よい歯 つよい歯 かわいい歯

全日

学

科

科

理

ISBN978-4-477-02656-5

落合靖一・文 川上三智子・絵
定価（本体1500円＋税）
夜もねむれないほど痛む虫歯。この本は、歯の構造、虫歯の発生の
原因、進行の様子を見ながら歯の大切さを説いていきます。

とんではねて子ジカのバンビ

全

ISBN978-4-477-00629-1

松田忠徳・文と写真
定価（本体1262円＋税）
北海道にすむエゾシカに赤ちゃんが誕生しました。大きなひとみの
バンビがはじめてひとり歩きし、出会ったものは……。
80

紙でつくってあそぼう

全
ISBN978-4-477-00631-4

ヒダ・オサム・作
定価（本体1262円＋税）
紙を切ったり、折ったり、貼ったりしながら、紙のもつ特性を十分
に生かした楽しいおもちゃをつくります。遊び方も紹介。

木でつくってあそぼう

全日
ISBN978-4-477-00799-1

福井智昭・作 河口峰子・絵
定価（本体1300円＋税）
木の枝などを素材にし、木のもつ温かみ、特質を生かしたおもちゃを
つくります。工作用の道具の使い方も、ていねいな絵で説明します。

でっかいぞアメリカザリガニ

全日

ISBN978-4-477-00800-4

飯村茂樹・文と写真
定価（本体1300円＋税）
まっかで大きなアメリカザリガニは大人気。
この本はからだの特徴、
生活場所をはじめ、釣り方、飼い方を写真で解説します。

うずまき 右まき 左まき

全日
ISBN978-4-477-00801-1

永田英治・文 長田火出良・絵
定価（本体1300円＋税）
アサガオのつるの巻き方はどちらむき？ 視点を変えたときの巻きの
方向は？ 蚊とり線香、
時計の針などを使ってうずまきの世界をさぐる。

土でつくってあそぼう

全日
ISBN978-4-477-00887-5

長谷川豊／長谷川三津子・作
定価（本体 1333円＋税）
ねん土をこねて、自分の好きなものを作る楽しさを陶芸作家が写真
学習・知識

や図をつかって、恐竜や小動物の作り方をていねいに指導。

学

科

科

理
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かがくだいすき
「かがく」をむずかしく考えないで、子どもの生活・あそびから芽
ばえた疑問をさぐることから、かがくがだいすきになるシリーズ！
小学校初級～中級向

Ｂ５変型判

定価各（本体1333円＋税）

イソギンチャクのちえ

NDC.468ほか

全
ISBN978-4-477-01078-6

塚崎慎一郎＝文と写真
干潮になると陸の上に露出して動けないイソギンチャク等、磯の生物
の水がなくても生きぬく知恵を、簡単な実験と観察で確認します。

ごはんだいすき！

全日
ISBN978-4-477-01081-6

足立己幸・越智直実＝文／佐藤真紀子 ＝絵
ごはん茶わんの大きさがちがうのはなぜ？ ごはんの味って？ ご
はんからたくさんの疑問がわいてきます。
家族で考えるごはん絵本。

ウンチをしたのはだーれ？

全
ISBN978-4-477-01079-3

石原 誠＝文と写真
森の中で見つけたウンチ。いつもは何かの上にのっている。なくな
学習・知識

るとまたあるウンチ。ウンチのサインやその主をさぐります。

きれいだねアゲハチョウ

全

学

科

科

理

ISBN978-4-477-01082-3

蛭川憲男＝文 蛭川善高 ＝絵
庭にきたアゲハ。とびっきり大きくて、きれい！ 卵、さなぎ、成
長の秘密、食べ物を調べたり、庭へチョウをよぶ工夫も試みます。

くらやみでもへっちゃら

●緑陰指定図書

全日

ISBN978-4-477-01080-9

桃井和馬＝文 長野ヒデ子 ＝絵
明るい夜は人間の本来もっている「五感」を鈍らせる。暗闇でいかに
行動できるか？ 五感をとぎすますレッスンを提案します。
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うずまき・うずまき・かたつむり

全日

ISBN978-4-477-01165-3

津田真帆＝文と絵
子どもたちの大のお気に入りのかたつむり。庭にたくさん出現する
かたつむりを観察し、生態をダイナミックな絵本にまとめました。

犬とあそぼう

全
ISBN978-4-477-01166-0

倉澤七生＝文と絵
犬はどんな動物？ 何を言おうとしている？ など、子どもたちが
これから犬を飼うときに知ってほしいとことをまとめた絵本です。

どうしてわかる きょうりゅうのすがた

全日

ISBN978-4-477-01167-7

工藤晃司＝文と絵
生きている恐竜はいないのに、どうしてリアルに復元できるのか？
皮膚の色や質感はどうしてわかるか、復元の実際を絵本にしました。

さかな・食べるのだいすき！

全日

ISBN978-4-477-01168-4

竹内昌昭・越智直実＝文 佐藤真紀子＝絵
食べる魚の栄養だけでなく、食べ方、新鮮な魚の見分け方、調理法
から生物としての魚の特徴などまるごと魚についてわかる知識絵本。

草の名前が葉っぱでわかる

全日
ISBN978-4-477-01169-1

近田文弘＝文 おくやまひさし・かわうちやよい＝絵
足もとの野草の名前がわかったらどんなに楽しいでしょう。この本は葉

ねことあそぼう

全
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学

ISBN978-4-477-01459-3

鈴木欣司＝文と写真
野生動物は、夜活発に動きます。テントや山小屋で待っていると、
アライグマやヤマネたちが訪ねてきます。さて、次の訪問者は？

科

全

科

夜のほうもんしゃ

理

ISBN978-4-477-01458-6

太田さゆり＝文と絵
外国から来た猫のルーク。えさは生肉。かわいいペットの猫も、実は
ライオンの仲間なのです。“動物” としての猫を再認識しましょう！

学習・知識

の形から特徴を類別し、野草名がわかるようにした画期的図鑑です。

やさい だいすき！

全
ISBN978-4-477-01461-6

吉田企世子・越智直実＝文 村田まり子＝絵
今、急速に見直されている野菜。ガン、アレルギーなど病気に対する
抵抗力を強める成分を含む「野菜の力」を絵本形式で紹介します。

雲のかたちで天気がわかる
新田

全
ISBN978-4-477-01462-3

尚＝文

雲の基本10形にあてはめながら、雲の形を見て明日の天気を予測する
本。見開きごとに、雲に関する疑問に答えるコーナーを設けました。

リモコンのふしぎ

全
ISBN978-4-477-01460-9

大竹三郎＝文 やまたか・まきこ＝絵
毎日疑問もなくテレビ、エアコン等をON ／ OFFするのに使うリモコ
ン。箱の中は一体どうなってるの？ リモコンの正体をさぐります。

ウンチのてがみ

全
ISBN978-4-477-01557-6

石原 誠＝文と写真
野生動物はウンチで情報を伝える。ウンチは何を意味するのかを考え
ていきます。またウンチで紙づくりをし、野生動物を身近に感じます。

つつんで・むすんで

日

学習・知識

■ふろしきワンダーランド
ISBN978-4-477-01558-3
森田知都子＝作 森さつき＝絵
古いイメージのふろしき。でもコンパクトでエコバッグとしても便利。
伝統的な包み方、現代的な利用法、自在に楽しむ方法を提案します。

スピード・パズル

学

科

科

理

■十二支の動物あそび
ISBN978-4-477-01559-0
みなみざわ みよじ＝作 おおくぼヒロアキ＝絵
十二支の動物をストーリーにそいながら、各ピースを使って完成させ
るタングラム。十二支の動物や順序がわかり、集中力がつきます。

はっけん！ミズカマキリ

日 全
ISBN978-4-477-01560-6

湯浅政治＝文と写真
開発後、気づいたときには全滅していたというのが水生昆虫。ミズカ
マキリの観察を通して、驚きの世界を目に、命の尊さに感動します。
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水を食べる！

日 全
ISBN978-4-477-01561-3

足立己幸・越智直実＝文 ひろのみずえ＝絵
水を単に飲料水としてでなく、
栄養素のひとつとしてとらえました。
水の必要性、体内でのはたらき、効用などを絵で説明します。

書評から
◎どうしてわかる きょうりゅうのすがた―――骨や歯
の化石からは、きょうりゅうの形や大きさ、食べていた
物がわかります。……あしあと・タマゴ・巣の化石から
は、きょうりゅうの行動がわかります。むれで移動して
いたかどうか、どれくらいのスピードで歩いていたか、
こどもをどのように育てていたかなどです。きょうりゅ
うの模型や写真などを見る時に、この本に書かれている
ことを、確かめてみるとよいでしょう。
（読売新聞）
◎うずまき・うずまき・かたつむり―――カタツムリの
殻は右巻き？左巻き？中身はどうなってるの？雨の日の
人気者、カタツムリの不思議をダイナミックに描いた絵
本。生態が分かるにつれ、いとおしくなりますよ。
（朝日新聞）
◎さかな・食べるのだいすき！―――日本人はむかしか
ら魚を食べてきました。じょうずな食べ方、お店での選
び方、さばき方、魚の体のしくみや栄養、地球環境のこ
とまで、楽しい絵でよくわかります。塩焼きや干物づく
りにチャレンジしたら、みんなに自まんできそう！
（朝日小学生新聞）

学習・知識
学

科

科

85

理

「つつんで・むすんで」より

子ども科学図書館
自然のすばらしさをうたい科学のこころをつたえる
－豊富なカラー写真や絵で読書をつうじて、
自然やものを見る目をそだてます
小学校中級～上級向

黒つちがもえた

Ｂ５判変型

NDC.488ほか

●産経児童出版文化賞 全 日 厚
●'75課題図書

ISBN978-4-477-16537-0

大竹三郎・文 古屋 勉・絵
定価（本体1300円＋税）
人間にもっとも身近な土を材料にして、当然なこととして見すごして
しまいがちなことをもう一度見直させ、科学の方法を教える本。

シャボン玉の中は夢のくに

■わたしはシャボン玉の中にはいった！

全日
ISBN978-4-477-16566-0

佐藤早苗・文と写真
定価（本体1300円＋税）
シャボン液の性質をさぐりながら、大きなシャボン玉を作る工夫を重
ねて、ついにその中に入ることに成功！――科学する楽しさを展開。

北の森にヒグマを追って

●'92課題図書 全

学習・知識

ISBN978-4-477-00169-2
■ヒグマ研究にかけた情熱
青井俊樹・文
定価（本体1204円＋税）
北大ヒグマ研究グループの一員だった著者が、日本初のヒグマのテ
レメトリー調査の体験から、野生動物研究の困難や情熱を語ります。

トンボの沼から

学

科

科

理

■ベッコウトンボの最後の沼をまもって

全日

細田昭博・文と写真 定価（本体1204円＋税）ISBN978-4-477-00194-4
開発の手がのびてきた桶ヶ谷沼。貴重なベッコウトンボの沼です。著者
は環境破壊でトンボの消える日は人類の消える日と訴えます。

子うさぎチャメの１年

全日

■ユキウサギのふしぎな行動

ISBN978-4-477-00216-3

富士元寿彦・文と写真
定価（本体1204円＋税）
北海道の原野で生まれた子うさぎチャメの観察から、ユキウサギが厳
しい自然の中で、いかに生きぬいていくかを見ていきます。
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海の森・マングローブをまもる
■もう一つの地球環境問題

全日
ISBN978-4-477-00236-1

定価（本体1204円＋税）

向後元彦・文と写真
人口増加などで消滅寸前のマングローブ。著者は役立たずとされた森
に注目し、生き物を育む重要さを訴え、保護と再生を試みます。

異常気象のなぞ

■冷たい夏や暖かい冬はなぜおこるか

全日厚

新田 尚・著
定価（本体1262円＋税）   ISBN978-4-477-00383-2
暑いはずの夏が寒かったり、寒いはずの冬が暖かかったり、大雨や干
ばつが続発している地球上の異常気象の原因をさぐります。

ふところにいだく生命の水・富士の自然 ●'95課題図書
全日厚
ISBN978-4-477-00526-3

近田文弘・西川 肇・著
定価（本体1311円＋税）
富士山のふもとが大規模に開発されようとしている。大学の専門家を
中心に、富士山が開発されることの影響について詳しく報告する。

田んぼの生き物たち

全日

ISBN978-4-477-00527-0

伴 幸成・文 渡辺あきお・絵
定価（本体1262円＋税）
田んぼにすむ小さな生き物たちは、イネにとって大切な役割をもって
います。人間と生物の関わり、自然界のバランスを学習します。

イネの生命力をさぐる

全日厚
ISBN978-4-477-00763-2

倉兼 治・文と写真
定価（本体1400円＋税）
農薬や化学肥料を使わないで、イネ本来の生命力をひきだし病気や害

落ち葉はどこへ消えた？

■こおっていく水のふしぎ

ISBN978-4-477-00858-5

佐藤早苗・文と写真
定価（本体1400円＋税）
水が凍るとき、水の中にとけこんでいる空気はどうなるかな？ 冷凍
庫を使って実験をしていると、何と富士山そっくりの氷ができて……。
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学

全日厚

科

コップの中の大火山

科

塚本明美・岩田進午・著
定価（本体1400円＋税）
アメリカで落ち葉を燃やさずに木の根元に掃き寄せている光景を目に
した著者は、一年かけて微生物による土づくりを調べます。

理

■土のでき方を見る

全日
ISBN978-4-477-00764-9

学習・知識

虫に負けないイネづくりを田んぼ、プランターなどで実験します。

飛べ！エゾモモンガ

全日
ISBN978-4-477-00882-0

富士元寿彦・文と写真
定価（本体 1400円＋税）
夜の森をみごとにダイビングするエゾモモンガのくらしを追って、子
育てのようすや、天敵に襲われる自然のきびしさを感動的に伝える。

どうしたらへらせるか

この有害なダイオキシン
長崎武昭・鈴木康之・文

全日厚
ISBN978-4-477-00965-0

井上正治・絵

定価（本体 1400円＋税）
人間の体内にはいったらなかなか出ないダイオキシン−この化学物質
の正体と、どうしたら発生をくいとめられるかを提案します。

消えていくこん虫・命のすばらしさ

水生こん虫

全日

タイコウチの1年

湯浅政治・文と写真 定価（本体 1400円＋税） ISBN978-4-477-01038-0
どこにでもいた虫が、ある日どこをさがしても見あたらない。タイコ
ウチもそうなりつつある虫。観察を通して命の大切さを学びます。

アナグマ・ファミリーの１年

全

ISBN978-4-477-01136-3

鈴木欣司・文と写真
定価（本体1400円＋税）
ムジナとよばれ、
時には恐れられているアナグマ。タヌキとまちがわれ、
正体を知る人は少ない。他の野生動物とのかかわりを紹介。

土は地球のエアコンだ

全日厚


ISBN978-4-477-01152-3
塚本明美・文
定価（本1400円＋税）
夏の暑さ、冬の寒さの調節など、土が大事な役割をはたしていること

学習・知識

を観察、簡単な実験を重ねて確かめ、地球環境なども考える。

はかる！心から物の重さまで

全

学

科

科

理

■そして天びんからコンピュータへ

大竹三郎・文と写真 定価（本体1400円＋税） ISBN978-4-477-01200-1
天びんは物を量るばかりでなく、昔から心の重さを量る道具とされて
きた。天びんの変遷、仕組みからコンピュータ・スケールまでを考察。

これがカモ！

●日本野鳥の会推薦図書

全日
ISBN978-4-477-01222-3

■カモなんでも図鑑

大畑孝二・文と写真 山本浩伸・絵
定価（本体1400円＋税）
カモは何を食べる？ なぜ浮く？  耳や歯はあるの？  知っているよう
で知らないカモについての疑問に答えるカモ観察図鑑。
88

落ちて流れて旅するタネ
■モダマを追って
深石隆司・文と写真

全日
ISBN978-4-477-01565-1

定価（本体1400円＋税）

巨大な種子モダマはどこから、どう流れ着いたのか。海流や漂着種子
の定着の実際を丹念に調査した貴重な報告。

書評から
学習・知識

◎アナグマ・ファミリーの１年―――アナグマ一家は東
京・青梅市の郊外にある里山に住んでいる。肩が盛り上
がり、貫祿のある父親、顔の模様の色が濃く、美人の母
親、母親似の娘、鼻っ柱の強い息子。魅力的な家族の１
年をカラー写真で紹介する。
（東京新聞）

学

89

科

科

「アナグマ・ファミリーの1年」より

理

◎落ち葉はどこへ消えた？―――アメリカの公園では、
落ち葉は日本のように燃やしたりしないで、木の根元に
もどしています。これには何か意味があるのでしょう
か？……落ち葉のゆくえは、土の中の生物の存在やその
役割とともに、物質の循環について教えてくれます。自
然は、人間が驚くほどよくできています。 （読売新聞）

デ

科学deクイズ１・２・３
折井雅子・著
友だちや家族と楽しむ科学クイズの本。「動物編」「植物編」
「実験観察編」それぞれに50問を収録。物知り博士になれます。
小学校中級～上級向 A5判変型 各定価（各本体1238円＋税）
全3巻セット／揃定価（揃本体3714円＋税）ISBN978-4-477-01484-5 NDC400

科学deクイズ１･ ２･ ３ 動物編
「サルにも指紋がある？」「シロウサギの目はなぜ赤
い？」
「カタツムリは右巻き？ 左巻き？」
「カエルに
はなぜへそがない？」など、動物に関するなぞに答え
ます。
（絵・せりふみこ）
ISBN978-4-477-01472-2

科学deクイズ１･ ２･ ３ 植物編
「木にもオス、メスがある？」
「レンコンのあなの役わ
りは？」
「サツマイモを食べるとなぜおならが？」
「マ

学習・知識

ツの木にわらを巻くのはなぜ？」など、植物に関する
質問がいっぱい。
（絵・田中亜里）
ISBN978-4-477-01473-9

学

科

科

理

科学deクイズ１･ ２･ ３ 実験観察編
「人間にもカビが生える？」
「星はなぜまたたくの？」
「ドライアイスのけむりの正体は？」
「雲は何からでき
ている？」など、自然現象や実験に関する疑問を集め
ました。

（絵・おおさわまき）
ISBN978-4-477-01474-6

90

まんが

小学生の自由研究

自由研究で、なにをテーマにしたらよいか迷う小学生に参
考になるシリーズ。まんがですごく簡単に、面白く、
わかりやすく、自由研究ができるようなっています。
小学校中級以上向 B5判 各定価（各本体1300円＋税）
全7巻セット／揃定価（揃本体9100円＋税）ISBN978-4-477-01107-3 NDC423 ほか

①がびょうがういた？
佐藤早苗＝作／かわうちやよい＝絵

ISBN978-4-477-01071-7

水の中では物が軽くなるって、ほんとう？ ぽっかり
浮かんだ画びょうを見て疑問に思った少年しゅん君
が、水、塩水、砂糖水の重さを測って比べ、その理由
を確かめます。この３つの液を使った遊びも提案し、
ぞんぶんに自由研究をたのしみます。

②茶ばしらはなぜたつか？
佐藤早苗＝作／かわうちやよい＝絵

ISBN978-4-477-01072-4

茶ばしらが立つと、とてもよい事があるといわれてき

学

ISBN978-4-477-01073-1

あたたまったびんの口にのせた十円玉が、パタパタと動
きだす不思議をさぐるため、あきら君は、お湯、氷を使
って原因をつきとめ、やがて膨張・収縮の実験をするこ
とになり、その成果をくわしく発表します。まんがの形
式でたのしく自由研究ができます。
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科

科

佐藤早苗＝作／かわうちやよい＝絵

理

③ひとりでにおどる十円玉

学習・知識

ました。たけし君たちは苦しみながら、ついに茶ばし
らの模型（モデル）を作り、茶ばしらの立つわけを調
べていくうちに、ついに実験成功！ 身近にテーマを
発見するたのしさが伝わります。

④なぜできる？ ドライアイスの大火山
佐藤早苗＝作／かわうちやよい＝絵

全

ISBN978-4-477-01074-8

ドライアイスの性質を調べていくうち、図書館で見つけ
た「氷の大火山」を、今度はドライアイスで作ってみる
ことになりましたが、失敗、失敗の連続。
「こうすれば、
こうなるだろう」と仮説をたて、検証していく過程が、
自由研究の参考になります。

⑤あっとおどろくソーラーパワー
佐藤早苗＝作／かわうちやよい＝絵

全

ISBN978-4-477-01075-5

ソーラーポンド、つまり「太陽池」は、熱をためてお
けるので、未来に役立つクリーンエネルギーとして可
能性があるのかどうか？ ソーラーポンドを作り、晴
れの日、雨の日も実験・観察を重ね、データをとると
意外な結果が……。

⑥小鳥の体重はなんグラム？
佐塚京市＝作／かわうちやよい＝絵

全
ISBN978-4-477-01076-2

学習・知識

庭の小鳥が、
季節がくると外国へ「渡って」いきます。
そのとき、この小鳥はどれだけ栄養をとり、体力をつ
けていくのか、工夫をこらし小鳥の体重を測定し、デ
ータをとってみると……。小鳥の習性をうまくつかん
で、そこから大きな真実がわかります。

学

科

科

理

⑦見えないものの重さをはかろう！ 全
松本

泉＝作／かわうちやよい＝絵

ISBN978-4-477-01077-9

発泡入浴剤からでてくる「泡」（二酸化炭素）に重さ
はあるのでしょうか？ 測定用にてんびんを自作し
て、泡の重さの測定をすると、データのなかから意外
な「きまり」がわかりました。この本を参考に見えな
いものの重さをはかってみよう。
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小学校中級以上向

B5判変型

定価（本体1553円＋税）

①はんにんは塩水か？

NDC.430

全日

■しんとう圧をやさしく科学する

ISBN978-4-477-00421-1

食事のとき、
おじいちゃんがおいしそうに食べている、
だいこんの “つけもの” のしわは、どうしてできるの
かと疑問をもったあきら少年。実験や観察を重ねなが
ら、野菜の水を吸いとった犯人をさがしていくうちに、
浸透圧のことを知ることになります。

②みそ山のふん火

全日

■対流をやさしく科学する

ISBN978-4-477-00422-8

朝食のとき、おわんの中のみそ汁が、真中から周りに

品切れ

学

■ふっとうをやさしく科学する

ISBN978-4-477-00423-5

なべの底のとうふが、熱せられて泡をふいて踊っている
ようすに興味をおぼえたあきら少年は、とうふや白玉ダ
ンゴにいろいろ工夫をこらし、何度も実験や観察をくり
かえしていくうちに、やがてふっとうの現象について知
るようになります。
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科

科

全日

理

③とうふのあわおどり

学習・知識

向かってパッと広がり、時間と共に真ん中で山になる
のはなぜだろう？そこに注目したあきら少年は、お母
さん、おじいちゃんの協力で、実験・観察をつづけな
がら、やがて、対流について知るようになります。

④お塩の山登り

全日

■毛管現象をやさしく科学する

ISBN978-4-477-00424-2

うがいに使った塩水が、コップから結晶になって、外
にあふれて出ているようすを見たあきら少年は、さっ
そくこの現象に注目し、工夫を重ねて実験・観察をつ
づけていくうちに、やがて毛管現象について知るよう
になります。

⑤鉄だって燃えちゃう

全日

■燃焼をやさしく科学する		

ISBN978-4-477-00425-9

火をつけても燃えない水を入れた紙のなべや、鉄なの
に簡単に燃えてしまうスチールウール。この不思議な
現象に着目したあきら少年は、いろいろな実験や観察
を重ねながら、しだいに化合・酸化について知ります。

品切れ

⑥大きなシャボン玉

全

■表面張力をやさしく科学する

ISBN978-4-477-00426-6

学習・知識

夏祭りのシャボン玉コーナーで、
おじいちゃんが巨大、
ふたご、ダイヤモンド形を連発しているのを見たあき
ら少年は、せっけん水でできるシャボン玉が、どうし
て水ではできないのか疑問をもち、工夫を重ね実験・
観察のすえ、表面張力について知るようになります。

学

科

科

理

⑦ “うめぼし電池” のあかり
■電流をやさしく科学する		

全日

ISBN978-4-477-00427-3

つばをつけた10円玉と１円玉で電気が起こる？ 塩
水、うめぼし、レモンなどすっぱいものではどうか、
あきら少年は、うめぼし電池、フルーツ電池を工夫し
てつくりあげ、さらに実験や観察をつづけながら、パ
ワーのある “あきらの電池” を完成させました。
94

くさ

き

学校のまわりの草木図鑑
おくやま ひさし・解説と写真
学校の校庭・周辺・通学路などで目にする「雑草」とよばれる
草や樹木の名前、見わけかた、分布などを解説し、カラーで紹介。
小学校中級以上向 B6判 各定価（各本体2427円＋税）
全4巻セット／揃定価（揃本体9708円＋税）ISBN978-4-477-00675-8 NDC470

春

夏

全

ISBN978-4-477-00641-3

アゼナルコ、イヌムギ、ジシバリ、
タネツケバナ、クヌギ、ネコヤナ
ギ、ノアザミなどを含む141種。

イヌビユ、ウリクサ、ネジバナ、
ノカンゾウ、ナツツバキ、ハナミ
ズキ、ムクゲなどを含む122種。

冬

全

全

ISBN978-4-477-00644-4

ウマノスズクサ、エノキグサ、オ
ギ、キクイモ、ヌスビトハギ、ブ

オオバジャノヒゲ、ガガイモ、セ
ンダン、ナズナ、エノキ、ギシギ

タクサ、クズなどを含む135種。

シ、センリョウなどを含む133種。

理 科
自然・環境

ISBN978-4-477-00643-7

学習・知識

秋

全

ISBN978-4-477-00642-0
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小学校上級以上向

B6判

定価（本体2500円＋税）

NDC.470

ISBN978-4-477-02097-6

北の森、南の森の接点である東京。そのなかで植物の宝庫といわれる
皇居東御苑内にある400種以上の植物を見ながら、子どもたちの身の回
りの植物を発見し、さらに環境や自然に目を向けるきっかけをあたえ
る図鑑。

植物名に日本語のほ
か、学名のラテン語、
英語、中国語、韓国語
を併記！

学習・知識

小学校中級以上向 B6判 各定価（各本体2429円＋税）
全4巻セット／揃定価（揃本体4858円＋税）ISBN978-4-477-01485-2 NDC470

理 科
自然・環境

春・夏

秋・冬

全日

全日

ISBN978-4-477-01468-5

ISBN978-4-477-01469-2

春、夏の樹木を取り上げ、花期、分布、科
や木の見分け方のポイント、有毒か食用か
も解説しました。

秋、冬の樹木を取り上げました。実際に街
路樹や個人の庭などの木を観察できる便利
なハンドブックです。
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小学校初級向 B5判変型 各定価（各本体1262円＋税）
全10巻セット／揃定価（揃本体12620円＋税）ISBN978-4-477-00281-1 NDC519

①カゲロウのけっこんしき

全

ISBN978-4-477-00328-3
井上正治・絵
一日かぎりの命のカゲロウは、はなまる少年に “生まれてくる子どもの

ためにきれいな川を残して”と願いをたくして、結婚式場へと急ぎます。

②あおむしのへんしん

全

ISBN978-4-477-00329-0
伊東美貴・絵
大嫌いな青虫が変身の名人と知ったはなまる少年は、チョウの誕生に
たちあい、自然の中の虫たちの神秘・不思議さを感じとっていきます。

③バッタのひなたぼっこ

全

ISBN978-4-477-00330-6
山口みねやす・絵
転がる小石にとびつくバッタの不思議な行動。そのわけを知ったはなま
る少年は、都会の空き地にメスバッタの卵を生んでもらいましたが…。

全
ISBN978-4-477-00331-3

ぜっぺきから飛び降りて敵から逃げるには？ はなまる少年は、タン
ポポの自然界で生き抜く知恵をヒントに、見事に解決します。

⑤ヤドカリのマイホーム

全

ISBN978-4-477-00332-0
山口みねやす・絵
ゴミを食べて片づけるヤドカリでも、人工のゴミはだめです。はなま

る少年が、係の人が片づけてくれると、ヤドカリに言うと……。
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理 科
自然・環境

永井泰子・絵

学習・知識

④タンポポのたびだち

⑥ミズカマキリのしっぽ

全

ISBN978-4-477-00333-7
伊東美貴・絵
ミズカマキリに、長時間水中にいられる方法を教えてもらったはなま
る少年は、お礼に都会の公園にあるきれいな池を教えますが……。

⑦クモははらぺこ

全

中島美弥・絵

ISBN978-4-477-00334-4

クモはいいな、待っていればいつでもエサにありつける、と思ってい
たはなまる少年は、クモの大変な苦労を知ることになります。

⑧ミツバチのおつかい

全

永井泰子・絵

ISBN978-4-477-00335-1

花から蜜と花粉を持っていくミツバチに文句を言ったはなまる少年も、
自然界ではお互いが助け合い、成り立っていることを知ります。

⑨カブトムシのきのぼり
山口みねやす・絵

全
ISBN978-4-477-00336-8

木登りの術をカブトムシに学んだはなまる少年は、カブトムシと約束
します。それは、都会の公園へ案内することでした……。

⑩はるをまつ ちいさないのち

全

学習・知識

ISBN978-4-477-00337-5
井上正治・絵
“自然から学ぶ” にんじゃじゅくのはなまる少年に、花や虫などの先生
がねむりにつく冬がきて、一年の修行を終え、卒業する時がきました。

理 科
自然・環境

「ミズカマキリのしっぽ」より
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小学校上級～中学生向 B5判 各定価（各本体2800円＋税）
全5巻セット／揃定価（揃本体14000円＋税）ISBN978-4-477-00999-5 NDC471

１.さまざまな木のすがた

全日
ISBN978-4-477-00976-6

山岡好夫・著
樹木と草のちがい、生育条件、年輪、寿命、広葉樹・針葉樹のちがい、
葉の形、花など、木に関する科学的な事項をくわしくのべる。

２.木と人間の歴史

全日
ISBN978-4-477-00977-3

三輪雄四郎・著
古代文明と木、縄文時代の木や木の生活用具、道具、工芸、楽器、和
紙など、木のもたらす産物と利用の歴史をのべる。

３.現代における木の利用

全日
ISBN978-4-477-00978-0

４.森ができるまで

全日

５.人間を生かす森

全日
ISBN978-4-477-00980-3

田中正則・著
緑豊かな森。この森は単に美しいばかりでなく、防災、産物、森林浴
効果など、人間にとってとても重要であることをのべる。
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理 科
自然・環境

ISBN978-4-477-00979-7

小澤普照・著
世界の森林相、森林持続のしくみや水・炭素の循環と森林、都会・海
岸・砂漠の森づくりを紹介し、森が地球環境に重要なことをのべる。

学習・知識

三輪雄四郎・著
甘味料、樹液、フィルム、接着剤、スーパーウッド、エンジニアード
ウッドなど、現代の人間生活で利用されている木と可能性をのべる。

小学校中級～上級向 B5判 各定価（各本体2800円＋税）
全4巻セット／揃定価（揃本体11200円＋税）ISBN978-4-477-01482-1 NDC519

①地球と自然現象

②環境破壊と保護

ISBN978-4-477-01224-7

ISBN978-4-477-01225-4

全

全

マグマ、プレートテクトニクス、
アメダスなど、ことばの意味から、
地球環境を考えます。

酸性雨、大気汚染、生態系、ラム
サール条約……地球を守るために
何ができるかことばから探ります。

学習・知識

③資源とエネルギー

④健康とエコライフ

全

全

ISBN978-4-477-01226-1

ISBN978-4-477-01227-8

理 科
自然・環境

食べ物も金属もエネルギー資源も
みんな地球からのおくりもの。限

くらしの中にはさまざまな危険が
ひそんでいます。アレルギー、食

りある資源についての１冊です。

品添加物などについて考察します。
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里山は自然の宝庫

日
ISBN978-4-477-00891-2

定価（本体2200円＋税）
八板美智夫・著
人間の生活圏の近くに、ぽつんととり残されたような里山も、一歩足
を踏み入れると、驚くほど豊かな自然が現れて、人を感動させる。

環八雲ってどんな雲？

全 日 厚 特別推薦
ISBN978-4-477-00892-9

定価（本体2200円＋税）
塚本治弘・著
東京の幹線道路・環状八号線に沿って、雲が発生する！ この無気
味な雲は、なぜ、どのようにできるのか？ 人間生活との関係は？

下町によみがえったトンボの楽園
●第46回産経出版文化賞推薦

全日厚

ISBN978-4-477-00893-6

川をのぼろう石のふるさとさがし

全日

定価（本体2200円＋税）
川原の白、黒や緑の石。この石はどこからきたか、どうして色がちが
うのか、川をさかのぼり探検し、石が語る事実を解きあかす。

富士のすそ野のメダカの学校

全

ISBN978-4-477-00895-0

定価（本体2200円＋税）
中川雄三・著
気がつくとすっかり姿を消してしまった野生のメダカ。このメダカを
よびもどすために、自然環境を見直し、池の整備を始めたけれど……。
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理 科
自然・環境

ISBN978-4-477-00894-3

渡辺一夫・著

学習・知識

定価（本体2200円＋税）
野村圭佑・著
東京の工場跡の池に、トンボや野鳥がやってきた。どうして？ 池を
めぐる環境の変化を見つめるうち、その謎がとけていく。

森をつくったのはだれ？

全日
ISBN978-4-477-00968-1

定価（本体2200円＋税）

川道美枝子／合地信生／山崎猛・著
北海道・斜里平野の海に面した広大な森はどうしてできたのか。ここ
は元来海だったのだが？ 陸と森のできるまでを科学の目でさぐる。

どうなる東京湾の干潟の生き物

日

ISBN978-4-477-00970-4

定価（本体2200円＋税）

香原知志・著

東京湾に残された三番瀬、盤洲の干潟。この干潟をよりどころに多く
の生き物が生きているが、開発の手がのびる中、どうなるか？

鳥たちが教える琵琶湖の未来

全日

ISBN978-4-477-00971-1

定価（本体2200円＋税）

飯村茂樹・著

水鳥のいこう琵琶湖。よく見ると今まで普通にいた鳥が急激に減り、
いなかった鳥がふえている。この変化のなぞを科学的な目で追う。
み

作物に魅せられたチョウは害虫？

全日

ISBN978-4-477-00972-8

定価（本体2200円＋税）
原聖樹・著
モンシロチョウ、スジグロチョウなど田畑のチョウは害虫にされてい
るがはたしてそうか？ チョウのルーツを探りながら検証していく。

学習・知識
理 科
自然・環境
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小学校上級向 B5判変型 各定価（各本体2500円＋税）
全3巻セット／揃定価（揃本体7500円＋税）ISBN978-4-477-00908-7 NDC519

エコアップ大作戦①学校編

全

ISBN978-4-477-00873-8

職員室のエコ度をチェックしたり、先生といっしょに
学校のエコアップに挑戦します。
プールのヤゴを救え！／野鳥をよぼう／学校なんでも
鑑定／ほか

エコアップ大作戦②地域編

全

ISBN978-4-477-00874-5

家のまわりや地域に出かけて、どうしたらエコアップ
ができるか考えます。
ツバメの巣調べ／水をじっくり調べよう／まいごのあ
学習・知識

きカン君／ほか

ISBN978-4-477-00875-2

家の中でも、エネルギーのむだづかいや、節約の方法
など、家の人といっしょにチェックします。
落ち葉で腐葉土を作ろう／ベランダにチョウをよぼ
う／わが家のゴミ調べ／ほか
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全

理 科
自然・環境

エコアップ大作戦③家庭編

ダイノワールド

恐竜の世界

工藤晃司・絵と文
子どもたちが大好きな恐竜の世界を、大型の絵本で展開
する迫力あるシリーズ。おなじみの恐竜たちが登場します。
小学校中級以上向

A4判

各定価（本体1524円＋税）

ティラノサウルス

NDC.457

全
ISBN978-4-477-01463-0

肉食恐竜の狩りのようす、なわばり争いなど、ティラノサウルスの
主人公ディノの生活を、科学的見地にたって描くリアルな大型絵本。

トリケラトプス

全
ISBN978-4-477-01464-7

草食恐竜トリケラトプスは、食べ物を求めて群れで大移動します。
肉食恐竜の脅威とたたかいながら前進する姿を描きます。

ベロキラプトル

全
ISBN978-4-477-01467-8

鳥のように羽根でおおわれていてもベロキラプトルは恐竜です。砂
漠の中で、食う食われるの激しいたたかいをしながら生きています。
学習・知識
理 科
自然・環境
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小学校初級向 A4判変型 各定価（各本体1500円＋税）
全3巻セット／揃定価（揃本体4500円＋税）ISBN978-4-477-02646-6 NDC807

はっけん！ がっこうのあっ！

全日

ISBN978-4-477-02632-9

学校ってどんなところ？ 音・色・形・匂いを手がか
りに、思わず「あっ！」って言っちゃうような面白い
ものを見つけてみよう。なぞなぞやだじゃれも楽しい
言葉遊び絵本。

はっけん！ まちのあっ！

全
ISBN978-4-477-02635-0

みんなでまちに出かけたら、誰に会えるかな？ 何が
待っているかな？ 自分だけの面白い「あっ！」を見
つけよう。楽しい出会いが満載の言葉遊び絵本。

はっけん！ ことばあそびのあっ！

全

学校では、あちこちに「ことばあそびめいじん」が隠
れているんだって。みんなでめいじんを見つけて、尻

学習・知識

取り・連想・穴埋め・折句などのいろんな言葉遊びに
チャレンジ！

生活科

ISBN978-4-477-02636-7

「はっけん！
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ことばあそびのあっ！」より

小学校初級向 A4判変型 各定価（各本体1500円＋税）
全3巻セット／揃定価（揃本体1500円＋税）ISBN978-4-477-02623-7 NDC596

ありがとう！きゅうしょく

全

ISBN978-4-477-02616-9

給食ってどんな人が、どんなふうに作ってるの？

楽

しく読みながら、栄養の大切さや食への感謝の気持ち
を育てる「食育」絵本です。

そだてておいしい！ピーナッツ

全

ISBN978-4-477-02617-6

小学校の生活科の授業で習う「落花生（ピーナッツ）
」
や大豆を楽しく育てて、おいしく食べられるように描
いた「食育」絵本です。

学習・知識

チャレンジ！どんぐりクッキー

全

ISBN978-4-477-02618-3

生活科

小学校の生活科の授業で取り上げられる「どんぐり」
。
拾ったどんぐりからクッキーを作り、秋の味覚をおい
しくいただく「食育」絵本です。

「そだてておいしい！ピーナッツ」より
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小学校初級向

Ｂ５判変型

各定価（本体1200円＋税）

①さらわれた６ぴきのいぬ

NDC.410

全

ISBN978-4-477-00027-5
井上正治・絵
いじわる魔女にさらわれた６ぴきの犬をさがして、すうちゃんは残さ

れた６つの首輪を持って、魔女の森へでかけていきますが……。

②５にんのおひめさま

全

ISBN978-4-477-00028-2
井上正治・絵
５人のおひめさまがさらわれてしまった！ すうちゃんは、ねこのた
まと一緒に、リスに姿をかえられたおひめさまをさがしあてます。

③魔女のいたずら

全

ISBN978-4-477-00029-9
井上正治・絵
おうさまが苦労して調べた動物の数がふしぎな言葉にかえられてしま
った。トカゲに教えられて、すうちゃんはこの謎を解きます。

全
ISBN978-4-477-00030-5

⑤ふえるじゅうす

全

ISBN978-4-477-00031-2
加藤 晃・絵
コップ１杯のジュースが、たくさんふえて、いくつものコップに注が

れます。ジュースは、ほんとうにふえたのでしょうか？
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数

おうさまの大事な馬が２頭消えてしまった。ふしぎな計算の式を残し
ていった犯人は誰か？ すてられた老馬をヒントに問題を解決。

算

井上正治・絵

学習・知識

④ぬすまれたうま

⑥きえたおしろ

品切れ

全

ISBN978-4-477-00032-9
加藤 晃・絵
お城とおうさまが消えてしまった！ すうちゃんと大臣は、矢印の迷
路を１つ１つときながら、ついにお城とおうさまを発見します。

⑦おりのなかのおうさま
加藤 晃・絵

全
ISBN978-4-477-00033-6

おうさまが、おりにとじこめられてしまった！ ３つのカギの計算を
２つも間違えた大臣は困って、すうちゃんにたすけをもとめます。

⑧おうさまのみちくさ
山口みねやす・絵

全
ISBN978-4-477-00034-3

おばあさんの123個のブローチを数えきれないで、すっかり困っている
おうさまをたすけて、すうちゃんが簡単な数え方を教えます。

⑨たからのちず

品切れ

山口みねやす・絵

全

ISBN978-4-477-00035-0

宝さがしを頼まれたすうちゃんのあとを、ちゃっかりと魔女がつけて
きて、あわよくば横どりしようとたくらんでいますが……。

⑩さよならおうさま

全

学習・知識

ISBN978-4-477-00036-7
山口みねやす・絵
遠くへ引越しするので、すうちゃんがおわかれに行くと――たくさん
の魔女がおうさまの国の乗っとりを計画。さあ、たいへん！

算
数

「おうさまのみちくさ」より
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5.6歳～小学校初級向 B5判変型 各定価（各本体1238円＋税）
全5巻セット／揃定価（揃本体6190円＋税）ISBN978-4-477-00673-4 NDC410

①２のだん・３のだん

全
ISBN978-4-477-00636-9

ゲームを楽しみながら九九の学習ができる！パッキーくんたちが、
２のだん村、３のだんシティをぶたいに大かつやくします。

②４のだん・５のだん

全
ISBN978-4-477-00637-6

ぬすまれたよんよん花をとりかえし、５のだんのにせの王様を
やっつける！ゲームを楽しみながら、むりなく九九が覚えられます。

③６のだん・７のだん

全
ISBN978-4-477-00638-3

６のだん村のお料理フェスティバル、７のだん遊園地の冒険など、
かけ算の勉強をしながら遊べる、楽しいゲームブックです。

全
ISBN978-4-477-00639-0

全
ISBN978-4-477-00640-6

２のだんから９のだんまで、いろんなかけ算が登場するゲームブッ
ク。楽しい冒険をくりかえしながら、九九学習のまとめを！

109

数

⑤これでパーフェクト

算

８のだんで川下りレース、９のだんで虹色のヒヨコの飼育に挑戦！
楽しくかけ算が覚えられる、画期的なゲームブック。

学習・知識

④８のだん・９のだん

小学校中級～上級向 B5判 各定価（各本体2500円＋税）
全5巻セット／揃定価（揃本体12500円＋税）ISBN978-4-477-01182-0 NDC490

①

運動のしくみ

全日
ISBN978-4-477-01156-1

手足は、どうして自由に動かすことができるのだろう……。からだ
と健康、環境と健康を考える子どもの活動を支援します。

②

生命をささえる

全日
ISBN978-4-477-01157-8

体を動かすエネルギーは、どこからくるのだろう…。消化・呼吸・
血液・心臓など、人間のすばらしいからだのしくみを考えます。

③

からだの司令塔

全日
ISBN978-4-477-01158-5

喜んだり、感動したり、人間は気持ちをどこで判断しているのだろ
う……。五感から神経・脳の働きまで、体験にてらして調べます。
学習・知識

④

栄養と健康

全日
ISBN978-4-477-01159-2

保

人間は生きていくために、どうして栄養が必要なのだろう……。生

健

涯にわたる健康への関心を高めるため「食」について考えます。

⑤

大人へのステップ

全日
ISBN978-4-477-01160-8

大人になるために、心やからだはどのように変化していくのだろう
…。成長にともなう子どもの不安と悩みについてＱ&Ａで答えます。
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歯の健康図鑑
落合靖一・著
歯の大切さ、その保守（歯みがき）、歯の構造、各部の名称、役割、
特徴などを、イラストをメインに解説。歯についての認識が強まります。
小学校上級以上向 B5判変型 各定価（各本体2000円＋税）
全4巻セット／揃定価（揃本体8000円＋税）ISBN978-4-477-00827-1 NDC497

①歯のしくみとはたらき

日

②歯ならびと健康 全 日

毛利 綾・絵 ISBN978-4-477-00790-8
歯ならびの悪くなる原因、健康へ
の影響を説明。悪い例もあげなが
らどのような治療を行えばよいか
をていねいに説く。

永井泰子・絵 ISBN978-4-477-00789-2
乳歯と永久歯の違い、歯各部の名
称などのほか、むし歯のできる場
所、 防 止 法、 治 療 に つ い て ふ れ、
歯について広く考えていきます。

日

④動物の歯といのち

日
学習・知識

③むし歯をなおす武器

保
健

川上三智子・絵  ISBN978-4-477-00791-5
こわくてなぞの多いイメージの歯科
医院の内部は？ キーンという音の正
体は？ ひとつひとつなぞを解明し、

城谷英男・絵

ISBN978-4-477-00792-2

動物が歯を失ったらすぐ死んでし
まうが、人間は歯の大事さを受け
とめているのか？ 動物の歯から
人間の歯の重要さを考えます。

読むうちに安心感が。
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小学校初級～上級向 B5判変型 各定価（各本体1333円＋税）
全4巻セット／揃定価（揃本体5332円＋税）ISBN978-4-477-01663-4 NDC596

ごはんだいすき！

さかな・食べるのだいすき！

全日

全日

足立己幸・越智直実＝文／佐藤真紀子 ＝絵

竹内昌昭・越智直実＝文／佐藤真紀子＝絵

ごはん茶わんの大きさがちがうのはな
ぜ？ ごはんの味って？ ごはんからた
くさんの疑問がわいてきます。家族で考
えるごはん絵本。

食べる魚の栄養だけでなく、食べ方、新
鮮な魚の見分け方、調理法から生物とし
ての魚の特徴など、まるごと魚について
のべる知識絵本。

ISBN978-4-477-01081-6

ISBN978-4-477-01168-4

やさい だいすき！

水を食べる！

学習・知識

全

全日

食
育
吉田企世子・越智直実＝文 村田まり子＝絵

足立己幸・越智直実＝文 ひろのみずえ＝絵

今、急速に見直されている野菜。ガン、
アレルギーなど病気に対する抵抗力を強
める成分を含む「野菜の力」を絵本形式
で紹介します。

水を単に飲料水としてでなく、栄養素の
ひとつとしてとらえました。なぜ水が必
要か、体内でのはたらき、効用などを絵
で説明します。

ISBN978-4-477-01461-6
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ISBN978-4-477-01561-3

栄養の世界－探検図鑑
1998年度今和次郎賞（日本生活学会）受賞

足立己幸・著
食べるの大すき！ でも栄養やカロリーはどうなっているのかな？
栄養の視点から、広く食生活、食環境について考えます。
小学校中級以上向 B5判変型 各定価（各本体2200円＋税）
全4巻セット／揃定価（揃本体8800円＋税）ISBN978-4-477-00907-0 NDC498

①からだの中の栄養

②わたしたちの食事と栄養

全日

全日

ISBN978-4-477-00896-7
伊東美貴・絵
「太っている」をテーマに、栄養のバラン
スとは何か、体脂肪や栄養素についても
考え、成長過程に大切な食事について再
認識する。

ISBN978-4-477-00897-4
まの・よしを・絵
「朝ごはん、食べてきた？」軽視されがち
な「朝食」が、健康のためにどんなに大
切かを、具体的な朝食例を上げながら、
納得！

全

全日

ISBN978-4-477-00898-1
佐藤真紀子・絵
産地から消費者の手にわたるまでの野菜
の栄養の変化、スーパーなどに並んでい
る加工品の正体や、添加物の知識などに
ついて考える。

ISBN978-4-477-00899-8
津田真帆・絵
世界のさまざまな国ぐにの食事から、そ
の国の食生活の現状、健康食や伝統食の
あり方を調べ、21世紀へ向けて栄養につ
いて考える。

食

④世界の食生活と栄養
学習・知識

③食物の流通と栄養

育
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生活の基本図鑑
都筑二郎・著 井上正治・絵
ルール、マナー、身の守り方などを知り、周りに
迷惑をかけず、生活を楽しくするコツを紹介
小学校中級向 B5判 各定価（各本体2800円＋税）
全3巻セット／揃定価（揃本体8400円＋税）ISBN978-4-477-01001-4 NDC379

①家

庭

全
ISBN978-4-477-00973-5

はしの持ち方／洗たくできるかな？／ひとりでるす
番／おさら洗い／小学生のゴミ問題／おかず、食器の
ならべ方／おふろにはいる／家の中でけがをした
ら／新聞を読んでみよう／オゾンホールから肌をまも
る／地震と火事から身をまもる／家族で決めよう避難
場所／お菓子をえらぶ／これからの家族などをはじめ
小学生に必要なマナー、ルールや生活技能、危険予知
法を絵入りで、わかりやすく解説します。

②学

校

全
ISBN978-4-477-00974-2

学習・知識

朝礼中に気分が悪くなったら／本の朗読／あぶな
い！ 階段だ／図書室へ行こう！／キケンがいっぱ
い！ 登下校／Ｏ− 157をブロックせよ／授業って、
どう聞いたらいいの？／自由研究って、どうやるの？
（テーマの見つけ方、まとめ方）／グループ学習の学
び方／英語（国際理解への道しるべ）などをはじめ、
小学生に必要なマナー、ルールや生活技能、危険予知
法を絵入りでわかりやすく解説します。

生
活

③地

域

全
ISBN978-4-477-00975-9

電車の乗り方・降り方／電話のかけ方／小学生がすぐ
に使える敬語／郵便局の使い方／手紙を書く／きっぷ
の買い方／訪問のしかた／災害から身をまもる／町の
マシンを使いこなす／家の外でけがしたら／町でのリ
サイクル／知らない人が近づいてきたら／カサのさし
方、持ち方／地域に参加するにはなどをはじめ、小学
生に必要なマナー、ルールや生活技能、危険予知法を
絵入りでわかりやすく解説します。
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●大阪国際児童文学館・編

日本児童文学大事典
編集委員

鳥越 信 勝尾金弥 続橋達雄
西田良子 向川幹雄
装
丁 安野光雅
第18回日本児童文学学会特別賞
Ｂ５判 全３巻 総項目約4000 揃定価（揃本体104854円＋税）
ISBN978-4-477-00376-4
         ＊分売不可

■第1巻−

人名（あ〜と）

■第2巻−

人名（な〜わ）
・事項
逐次刊行物

■第3巻−

叢書・児童文学賞一覧
巻末資料・索引

特色
①内容は、原資料にあたることを原則とし、情報の正確さを期した。
②先例を見ないグローバルな情報を網羅した。
③現在の研究の到達点を示す参考文献を掲載した。
④顔写真や初版本・雑誌の創刊号の写真を入れて資料性を高め、親しみやすくした。
⑤読者の便を考えた索引を付した。
⑥本事典は、『日本近代文学大事典』
（日本近代文学館・編）と常備・併用することに
よって、わが国の近代文学史の大きな流れとさまざまな事蹟をとらえることができ
る、必備の基本的な図書である。

【書評から】

と登場する。これまで二、三を除いてはこうした事典で取り挙げられる
ことが無かったマージナルな人達である。本を読む人間が少なくなると
きこうした人物群について読み、それらの間に存在するネットワーク関
係を知るというのは無上の愉しみになるに違いない。
（読売新聞）
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児童文学
研究

◎この大事典の魅力は、他の分野のはざ間に置かれた人物を掬いあげて
いるところから来ている。ということは今では忘れられた人物の名が続々

書名索引
あ⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝

⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝

う

おしろのばん人とガレスピー31

あいたくて��������66

上野動物園サル山物語���69

オタマジャクシの尾はどこへきえた�80

あおむしのへんしん����97

ウォーリーと16人のギャング30

落ちて流れて旅するタネ��89

あかいろうそく������59

うさぎがいっぱい�����38

落ち葉はどこへ消えた？��87

あかちゃんがいるの！���22

牛をつないだつばきの木��59

お月さまにとんでいったデブール�47

（新版）
あかちゃんが生まれました�56

うずまき・うずまき・かたつむり�83

おつきさまはまあるくなくっちゃ！�10

秋
（学校のまわりの草木図鑑）
�95

うずまき 右まき 左まき��81

おとこの子とおもっていた犬37

あきっぽいまじょとなかまたち

うすむらさきの花の下は？�41

大人へのステップ�����110

うた時計と狐�������59

おとん����������15

そらとぶパンがま����26
あきっぽいまじょとなかまたち
おそろしいかえりみち��26
あきっぽいまじょとなかまたち

宇宙開発���������78

おなかの大きい小母さん��64

宇宙・銀河系外������78

おのちゃんクラスがばくはつだ�44

うほ・うほ・ほ！�����43

おのちゃんクラスのやさしい星�44

ぬすまれたおくりもの��26

海の森・マングローブをまもる�87

おはいんなさい������26

秋・冬
（町の木公園の木図鑑）
�96

“うめぼし電池” のあかり��94

おばけにてそうろう����28

アシナものがたり�����57

瓜ふたつ���������72

おばけのチョウちゃん���24

あっとおどろくソーラーパワー�92

ウンチのてがみ������84

おひさまおはよう�����11

アナグマ・ファミリーの１年88

ウンチをしたのはだーれ？�82

おひなさまSOS�������50

あなたが好き�������66

運動のしくみ�������110

おふくさん��������� 7

あなたはだぁれ������40

え

おふくさんのおふくわけ��� 7

あはっとおばあさん����20

栄養と健康��������110

おふろおばけ�������21

アベくん・コベくん・アベコベくん�50

エースケをさがせ�����42

オポッサムはないてません���32

あべこべものがたり����37

エースはだれが決めるのか？53

おめでとうおばけ�����27

雨ふらしぬまがたいへんだ！47

エコアップ大作戦①学校編�103

おもしろ落語図書館〈その一〉～〈その五〉�63

ありがとう！きゅうしょく�106

エコアップ大作戦②地域編�103

おやすみ、かけす�����10

ありがとうを三つ�����49

エコアップ大作戦③家庭編�103

おりのなかのおうさま���108

ありさんどうぞ������� 9

絵のような村で������66

おれたちはステップブラザー50

アンテナのぼうし�����43

い

いじめられっ子と探偵団��50

お

王さまのアイスクリーム��36
おうさまのみちくさ����108

おんせんたまご������13
女の子に負けないぞ物語��52

か⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝

書 名
索 引

異常気象のなぞ������87

巨男（おおおとこ）の話��18

⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝

椅子職人���������71

おおきいツリー ちいさいツリー�24

海岸林が消える?!������71

いそがしいクリスマス���35

大きなシャボン玉�����94

かいぶつのとしょかん���29

イソギンチャクのちえ���82

オオタカのひなのそだつ里�80

科学deクイズ１・２・３ 実験観察編�90

いちご����������� 4

おおやさんはねこ�����57

科学deクイズ１・２・３ 植物編�90

いっしょに走ろっ！����75

おかあさんの耳������46

科学deクイズ１・２・３ 動物編�90

五つのエラーをさがせ！��65

おかん����������15

かぎはどこだ�������34

いつもどこかで������64

おかんとおとん������15

かくれんぼてぶくろ����42

犬とあそぼう�������83

おじいさんのランプ����60

カゲロウのけっこんしき��97

イネ・米���������76

おじいちゃんのたからもの�45

かさなりあって������65

イネの生命力をさぐる���87

お塩の山登り�������94

風で動くもの、ゴムで動くもの�77

いろいろバス�������10

おしょうがつのかみさま��29

かたつむりぼうやとかめばあちゃん�26
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がちょうのたんじょうび��59

極小オーディオをきりひらく70

コムギ����������76

カッパのパワー������43

きらいだいすき������39

これがカモ！�������88

花天新選組��������74

きれいずきのマグスおばさん31

これでパーフェクト����109

がびょうがういた？����91

きれいだねアゲハチョウ��82

ごんぎつね（絵本）�����18

カブトムシのきのぼり���98

く

かまきりのカマーくんといなごのオヤツちゃん�23

草の名前が葉っぱでわかる�83

かまきりのカマーくん どうだ！まいったか�23

首七つ����������72

ごん狐（童話集）������60
ごんぎつねとてぶくろ���59

さ⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝

カミーユせんせいはまほうつかい!? �23

雲と天気の変化������77

⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝

カミーユとすてきなうみのおくりもの�23

雲のかたちで天気がわかる�84

さかな・食べるのだいすき！�83・112

かみちゃん��������21

くもの巣とり�������42

作物に魅せられたチョウは害虫？�102

紙でつくってあそぼう���81

雲の窓����������66

里山は自然の宝庫�����101

かみなのに��������21

クモははらぺこ������98

さまざまな木のすがた���99

かものはしくんのわすれもの28

闇ヶ沼（くらがぬま）影伝説72

さよならおうさま�����108

体が動くしくみ������77

くらやみでもへっちゃら��82

さらわれた６ぴきのいぬ��107

からだの司令塔������110

ぐるりんラグりん�����13

サンタクロースがよっぱらった�42

からだの中の栄養�����113

クレヨンぞうさん�����41

サンタクロースのはるやすみ31

かわいいナキウサギ����79

黒い海賊船を追え�����51

かわいくなくていいもん��44

黒つちがもえた������86

川をのぼろう石のふるさとさがし�101

け

し

ジェリーの あーな あーな�� 4
ジェリーの こーろ ころん�� 5

環境破壊と保護������100

月下花伝���������74

ジェリーの ながーい ながーい� 5

かんすけさんとふしぎな自転車�49

けむし先生はなき虫か���49

資源とエネルギー�����100

環八雲ってどんな雲？���101

元気のさかだち������57

しずかな  しずかな  みずうみ� 8

健康とエコライフ�����100

自然の観察��������77

キーコがとんだ！�����46

現代における木の利用���99

下町によみがえったトンボの楽園�101

きえた犬のえ�������34

ケンムン・ケンとあそんだ海47

詩なんか知らないけど���65

き

きえたおしろ�������108

こ

しにがみとおばあさん���19

皇居東御苑の草木図鑑���96

自分らしく働きたい����68

北の森にヒグマを追って��86

子うさぎチャメの１年���86

ジャガイモ��������76

きつね����������18

恒星・銀河系内������78

ジャックがつくったせかい�43

きつねうどん

たぬきうどん28

校定新美南吉全集（全12巻・別巻2）�61

シャッフル��������74

（新版）
きつね三吉������55

こうまくん��������12

シャボン玉の中は夢のくに�86

（新版）
きつねみちは天のみち�55

こおろぎとおきゃくさま��41

（新版）ジャムねこさん����55

木でつくってあそぼう���81

五感の力でバリアをこえる�68

十秒間の友だち������65

木と人間の歴史������99

こぐまくん、ないしょだよ�22

しょう太とねこのサーカス�20

希望へ！���������71

こげよブランコ もっと高く�49

食物の流通と栄養�����113

君に生きていてほしい���70

こぞうさんとおばけ����21

しょぽろタクシーのおきゃくさま�47

キャプテン・クックの動物たち�69

こぞうさんのおきょう���59

しろいいぬ？くろいいぬ？�38

キャラクターデザインの仕事74

コップの中の大火山����87

しろくまくんの  このあな  なぁに？� 8

今日からはじまる�����64

こどものすきなかみさま��59

しんぞうぴっかぴか����43

きょうのそらはどんなそら�12

小鳥の体重はなんグラム？�92

きょうはかぜでおやすみ��30

５にんのおひめさま����107

水生こん虫 タイコウチの1年�88

恐竜少女ディナ������73

ごはんだいすき！���82・112

スウェーデンこくおうをすくえ！�33

きょうりゅうのきって���34

こびとのピコ�������54

すえっこメリーメリー���50
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す

書 名
索 引

きえた草のなぞ������35

すきなことのみつけかた��16

ちがう

スクールミッション����75

地球と自然現象������100

ともだち

すずめのくつした�����36

地球をつつむ「愛のポシェット」�69

ともだちのつくりかた���16

スピード・パズル�����84

ちびっこ大せんしゅ����36

とらとおじいさん�����37

3D恋
（スリーディーラブ）
ディナ�73

茶ばしらはなぜたつか？��91

とらんぽりん ぽーん����� 5

チャレンジ！どんぐりクッキー�106

鳥右エ門諸国をめぐる���59

せ

生活の基本図鑑①家庭���114
生活の基本図鑑②学校���114

ちがう������28

（新版）
注文の多い料理店���56

つ

ともだちができちゃった！�37
どれだ？����11

とりかえっこ� 5

とりかえっこ

トリケラトプス������104

生活の基本図鑑③地域���114

月の輪熊は山へ帰った！��70

鳥たちが教える琵琶湖の未来102

生命をささえる������110

土でつくってあそぼう���81

どろぼううでくらべ����40

せかいいちたかいすべりだい25

土は地球のエアコンだ���88

どんぐり���������� 4

世界の食生活と栄養����113

つつんで・むすんで����84

とんたんイスたん�����13

ぞうのはなちゃんと冷蔵庫ホテル�45

デイビッド・マックチーバーと29ひきの犬�31

ぞうのびっくりパンやさん�28

ティラノサウルス�����104

とんねる とんねる������ 9

そだてておいしい！ピーナッツ�106

でっかいぞアメリカザリガニ81

トンボの沼から������86

そ

て

とんではねて子ジカのバンビ80
どんどんくるくる�����11

そらからふるものなんだっけ？�29

でっかいねずみとちっちゃなライオン�38

そらとぶガムガム�����40

でっかくなりたいもん���44

⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝

空への質問��������64

鉄だって燃えちゃう����94

なきむし つよがり きつねのズズト�44

空をとぶ一輪車������46

てぶくろを買いに�����18

なきんぼあかちゃん����27

ソロモンの壷はどこへいった？�53

デ・ラ・メア物語集１～３�58

なくなったかいものメモ��34

電気を起こす・ためる・利用する�77

ナージャの５つのがっこう�15

⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝

でんぐりごろりん������ 5

なぜできる？ ドライアイスの大火山�92

だいじなはこをとりかえせ�35

天使のまささんおひるね中�47

なぞなぞパワーのヒミツ��71

だいじょうぶ・ダック���22

天体観測入門�������78

なぞのかみきれをおえ！��33

（新版）
大造じいさんとガン��56

でんでんむしのかなしみ��25

夏（学校のまわりの草木図鑑）�95

大ちゃん���������51

てんぷらぴりぴり�����54

名づけられた葉なのだから�74

た⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝

太陽系・惑星科学�����78
たからのちず�������108

と

どうしたらへらせるか

な⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝

なないろの花はどこ����24
なんだか気になるんだもん�45

この有害なダイオキシン�88

なんでもふたつさん����37

（新版）
たっちゃんとトムとチム�56

どうしてわかる きょうりゅうのすがた�83

なんのん にんのん�����39

だって、生きてるんだもん�45

どうなる東京湾の干潟の生き物�102

難民少女ランちゃん����69

タバコの害とたたかって��69

どうぶつ どのみち いっぽんみち�20

旅の夢かなえます�����67

どうぶつどんどん�������12

にげだしたファングをさがせ！�33

誰かの見たもの������74

動物の歯といのち�����111

２のだん・３のだん����109

だれのあしあと������11

とうふのあわおどり����93

日本児童文学大事典（全3巻）�115

だれもが使えるものづくり�68

トウモロコシ�������76

「日本」誕生のなぞ�����71

たんけんクラブ シークレット・スリー�31

とおい ほしから������41

2るいベースがぬすまれた?!�35

田んぼの生き物たち����87

時のかなたからの訪問者��51

人間が地雷をすてる日���70

タンポポのたびだち����97

どっしーん！�������� 9

人間を生かす森������99

たんぽぽはたんぽぽ����12

ドッジの風��������51

にんじんじゃのおもしろにんじゃずかん�14

飛べ！エゾモモンガ����88

にん・にん・じんのにんじんじゃ�14

トミーは大いそぎ�����38

にん・にん・じんのにんじんじゃ ぜにがめの巻�14

書 名
索 引

（新版）
たけのこくん�����56

ち

ちいさなククル������24
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に

ぬ

ほ

バラの声���������52

ぬすまれたうま������107

ハリーとうたうおとなりさん30

ぼく、とうさんの足になる�49

春（学校のまわりの草木図鑑）
�95

ぼく、のぼっちゃったんだもん�45

ねえ おかあさん������25

春がすみやまからとどきました�47

ぼくのわく星かんらん車��44

ねこがかいたえほん����39

春・夏（町の木公園の木図鑑）
�96

ぼくはくまですよ�����32

ネコが手をかすレストラン�46

はる・なつ・あき・ねこ��22

ぼくはクロテン������79

ねことあそぼう������83

はるをまつ ちいさないのち�98

ぼくらの十円堂を守れ！��53

ねむいねむいじけん����35

ハロウィンにきえたねこ��33

星のおしごと�������66

伴走者たち��������67

（新版）星野くんの二塁打���55

はんにんは塩水か？����93

ぽたぽた���������57

ね

の

のら犬����������18
乗り合いUFO�������51

ひ

補聴犬ノンコ物語�����70

ぴかぴかコンパス�����66

ポポおばさんとことりたち�19

⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝

ひかるこ���������73

ポポがはしった！�����43

ハーナンとクーソン����27

ぴっちゃん  ぽっちゃん���12

ポレポレやまのぼり����25

バービー人形を盗んだ犯人を追え！�53

ひとりでにおどる十円玉��91

ほんとこうた・へんてこうた65

はいたつされたふしぎなじゅもん�41

一人ひとりのまちづくり��67

ハイテクで解く縄文の謎��70

ひみつの空のにわ�����44

⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝

はかる！心から物の重さまで88

ひみつの友だち、みつけたよ！�47

マカフシギ物語������46

ハクチョウのくびはどうしてながい�79

ひめさまと二十日ねずみ��50

マカロン白書�������72

ばけばけばけばけ ばけたくん� 6

ひよこ����������� 4

マギマギのともだち����� 9

ばけばけばけばけ ばけたくん おまつりの巻� 6

ピンボケ５人ＱＱ車のなぞ�48

（新版）まけないアキラ����56

ばけばけばけばけ ばけたくん おみせの巻� 6

ピンボケ５人と春一番のプレゼント�49

まじょかもしれない����46

ばけばけばけばけ ばけたくん おるすばんの巻� 7

ピンボケ５人とわらう仮面鬼48

魔女のいたずら������107

ばけばけばけばけ ばけたくん かくれんぼの巻� 7

ピンボケ５人のすてきな探偵48

またすぐに会えるから���65

ばけばけばけばけ ばけたくん たんじょうびの巻� 6

ピンボケ５人のゆうれい探検48

は⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝

ま⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝

まって

まって������� 8

窓ぎわのゴースト�����73

パジャマくん�������57

ふ

ふえるじゅうす������107

まなちゃん��������10

走れ！ソーラーカー����70

ふしぎな玉��������40

まほうつかいへのてがみ��40

ハス池に生きるカワセミ��79

ふしぎなひこうき�����39

マヤの一生��������54

８のだん・９のだん����109

富士のすそ野のメダカの学校�101

（アニメ版）マヤの一生���54

はっけん！ がっこうのあっ！�105

ふたつのバレンタインじけん33

まよなかのはんにん����34

はっけん！ ことばあそびのあっ！�105

ぶたのトントン������20

まるいくに��������42

はっけん！ まちのあっ！��105

ぶたの・ポテトはこわがりや45

まるきばしをわたる動物たち80

はっけん！ ミズカマキリ��84

ぶたの・ポテトはひとりぼっち? �45

まるごとごくり！�����30

バッタのひなたぼっこ���97

ふところにいだく生命の水・富士の自然�87

花いっぱいになぁれ����39

冬（学校のまわりの草木図鑑）
�95

見えないものの重さをはかろう！�92

バナナおいしくなーれ���� 9

（新版）
フライパンが空をとんだら�55

（新版）みえなくなった赤いスキー�56

花のき村と盗人たち
（童話集）
�60

プララのとんねるぶっぶー�� 8

身勝手な飼い方をされるペットたち�71

ばけばけばけばけ ばけたくん ばけくらべの巻� 7
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