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岩田明子／ぶん・え

絵

ばけたくん シリーズ
食べたものにばけちゃう、食いしん坊のおばけ“ばけたくん”
。
2019 年で、ばけたくんは誕生して 10 周年を迎えました。

本

ば け た く ん だ け で な く、
ばけたくんの家族やおばけ
のお友達、ばけくらべ相手
のタヌキの“ぽんた”など、
ばけたくんの世界はどんど
ん広がっています。これか
らも、ばけたくんシリーズ
をお楽しみに！

ばけばけばけばけ ばけたくん
ISBN978-4-477-01988-8

A4 判変型

定価（本体 1300 円＋税）

学

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！？ 食べた物にばけちゃっ
た！

び

〈2歳から〉

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

A4 判変型

定価（本体 1300 円＋税）
食べるとばけるばけたくん。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
べた物にばけちゃうおもしろさがパワーアップ！

読

〈2歳から〉

み

ばけばけばけばけ ばけたくん おまつりの巻

も

ISBN978-4-477-02633-6

A4 判変型

の

定価（本体 1300 円＋税）
食べるとばけるばけたくんが、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。
〈2歳から〉

ばけばけばけばけ ばけたくん たんじょうびの巻
ISBN978-4-477-02814-9

A4判変型

定価（本体1300円＋税）

本

〈3歳から〉

絵

食べるとばけるばけたくん。自分の誕生日会で、
好物をいっぱい、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！？

ばけばけばけばけ ばけたくん かくれんぼの巻
ISBN978-4-477-03037-1

A4判変型

定価（本体1500円＋税）
食べるとばけるばけたくん。「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？

学

〈3歳から〉

ばけばけばけばけ ばけたくん ばけくらべの巻
び

ISBN978-4-477-03077-7 A4判変型

定価（本体1300円＋税）
野菜畑でつまみ食い中のばけたくん。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
ぽんたに勝てるかな？
〈3歳から〉

おるすばんの巻
A4判変型

み

ISBN978-4-477-03168-2

読

ばけばけばけばけ ばけたくん

も

定価（本体1300円＋税）

の

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？
〈3歳から〉

1

岩田明子／ぶん・え
とんねる とんねる
絵

ISBN978-4-477-02369-4

A4判変型

定価（本体1300円＋税）

本

「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
ながつくるとんねるを次々にくぐって、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。
〈３歳から〉

どっしーん！
ISBN978-4-477-02690-9

A4判変型

定価（本体1300円＋税）

学

「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。
〈３歳から〉

び

どんどんくるくる
中尾昌稔／ぶん

岩田明子／え

ISBN978-4-477-02815-6

A4判変型

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
っこしましょう。親子で読んでも、読み聞かせ
でも楽しい絵本です。

〈３歳から〉

読
み

そらからふるものなんだっけ？
ISBN978-4-477-03114-9

A4判変型

も

定価（本体1300円＋税）

の

「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？

〈３歳から〉

2

こがようこ／ぶん・え
いちご
A4判変型

絵

ISBN978-4-477-03073-9

定価（本体1000円＋税）

本

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。食べる
ことが大好きな赤ちゃんにピッタリの絵本で
す。
〈0歳から〉

ひよこ
ISBN978-4-477-03074-6

A4判変型

定価（本体1000円＋税）

学

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、ひよこが出たりかくれたりす
る様子が楽しい絵本です。
〈0歳から〉

び

どんぐり
ISBN978-4-477-03147-7

A4判変型

定価（本体1000円＋税）
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。
〈0歳から〉

読

ISBN978-4-477-03042-5

み

わがまんまちゃん
A4判変型

も

定価（本体1300円＋税）

の

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。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…。
〈４歳から〉

3

ふくだじゅんこ／ぶん・え
とりかえっこ とりかえっこ
絵

ISBN978-4-477-03040-1

A4判変型

定価（本体1300円＋税）

本

りんごちゃんやみかんくん、ばななさん、めろ
んど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！ どうなっちゃうの？

〈2歳から〉

とらんぽりん ぽーん
ISBN978-4-477- 03113-2

A4判変型

定価（本体1300円＋税）

学

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
うの！？
〈2歳から〉

び

でんぐりごろりん
ISBN978-4-477-03170-5

A4判変型

定価（本体1300円＋税）
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。
〈２歳から〉

読
み

おつきさまはまあるくなくっちゃ！
ISBN978-4-477-02665-7

A4判変型

も

定価（本体1300円＋税）

の

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？
〈３歳から〉

4

こぐまくん、ないしょだよ
ISBN978-4-477-02280-2

A4判変型

定価（本体1400円＋税）

本

〈５歳から〉

絵

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！

新井洋行／さく
とんたんイスたん
ISBN978-4-477-03167-5

A4判変型

定価（本体1200円＋税）

〈１歳から〉

学

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！きみのだす音、どんな音？

ぐるりんラグりん
A4判変型

び

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、ぞうさんがぐるりん、
じゃなくどっしーん！それからだんごむし、へび…。
どんなふうにぐるりんするのかな？きみもぐるりん
できるかな？
〈１歳から〉

読

ともだち どれだ？
B5判変型

み

ISBN978-4-477-03038-8

定価（本体1300円＋税）

も
の

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。
〈３歳から〉

5

うえだしげこ／ぶん・え
ぱぱぱぱ ぱんつ
絵

ISBN978-4-477-03164-4

A4変形型

定価（本体1200円＋税）

本

「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で
す。
〈２歳から〉

にん・にん・じんのにんじんじゃ
ISBN978-4-477-02663-3

A4変形型

定価（本体1300円＋税）

学

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
んしに負けず、おちょうしもののにんじんじゃ
は無事に役目を果たせるのでしょうか？
〈５歳から〉

び

にん・にん・じんのにんじんじゃ

ぜにがめの巻

ISBN978-4-477-02990-0

A4変形型

定価（本体1300円＋税）
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
ちになれると思った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？
〈５歳から〉

読
み

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

A4変形型

も

定価（本体1300円＋税）

の

にんじゃになりたいじんた。そこへにんじんじ
ゃがあらわれて…。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
くわかる一冊。きみもにんじゃになれるかな。
〈５歳から〉

6

服部美法／ぶん・え
おふくさん
A4判変型

絵

ISBN978-4-477-02991-7

定価（本体1300円＋税）

本

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？ 笑う門には福来たる。
〈４歳から〉

おふくさんのおふくわけ
ISBN978-4-477-03078-4

A4判変型

定価（本体1300円＋税）

〈４歳から〉

学

おふくさんたちがご飯を食べていると、おれに
も食わせろとお腹をすかせた鬼がやってきた。
でも残っているのは、おいもがひとつだけ。鬼
も巻き込んでつくったものは？ 福をわければ
笑顔いっぱい。

たしろちさと／ぶん・え
び

どうぶつどんどん
ISBN978-4-477-03131-6

A4判変型

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？ 動物たちの生き
いきとした様子を、臨場感あふれる動きで描い
た、親子で楽しめる絵本です。
〈１歳から〉

読

ISBN978-4-477-02619-0

み

ポレポレやまのぼり
A4判変型

も

定価（本体1400円＋税）

の

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。
〈4歳から〉

7

accototo
（ふくだとしお+あきこ）
／さく・え
だれのあしあと
絵

ISBN978-4-477-01982-6

A4判変型

定価（本体1300円＋税）

本

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
きる楽しい絵本です。
〈２歳から〉

みんなにこにこ
ISBN978-4-477-01981-9

B5判変型

定価（本体1200円＋税）

学

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、てんとうむしくん
のおかげでにこにこに！小さなテントウムシく
んがみんな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です。
〈２歳から〉

び

ぴっちゃん ぽっちゃん
ISBN978-4-477-01945-1

B5判変型

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
やかたつむりたち。出会ったみんなでおうたを
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。
〈２歳から〉

読
み

きょうのそらはどんなそら
ISBN978-4-477-02001-3

A4判変型

も

定価（本体1300円＋税）

の

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です。
〈３歳から〉

8

ちがう ちがう
ISBN978-4-477-03104-0

A4判変型

定価（本体1300円＋税）

本

〈４歳から〉

絵

「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！

武内祐人／さく・え
まって

まって
ISBN978-4-477-01918-5

B5判変型

定価（本体1100円＋税）

学

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。

〈１歳から〉

ISBN978-4-477-02000-6

び

プララのとんねるぶっぶー
B5判変型

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。

A4判変型

も

ISBN978-4-477-02645-9

み

マギマギのともだち

読

〈２歳から〉

定価（本体1300円＋税）

の
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。
〈２歳から〉

9

矢野アケミ／ぶん・え
ジェリーの あーな あーな
絵

ISBN978-4-477-01989-5

A4判変型

定価（本体1100円＋税）

本

ジェリーは、あながだいすき。砂のお山から長
靴、果ては、おでんやドーナツまで！？いろい
ろな穴に入っていきます。ねこの鼻に入ってい
くと……！？
〈1歳から〉

ジェリーの ながーい ながーい
ISBN978-4-477-02294-9

A4判変型

定価（本体1100円＋税）

学

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……！？

〈1歳から〉

び

ジェリーの こーろ ころん
ISBN978-4-477-02295-6

A4判変型

定価（本体1100円＋税）
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…
…！？
〈1歳から〉

読
み

バナナおいしくなーれ
ISBN978-4-477-03109-5

A4判変型

も

定価（本体1200円＋税）

の

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？
〈１歳から〉

10

おくはらゆめ／さく
たんぽぽはたんぽぽ
A4判変型

絵

ISBN978-4-477-02813-2

定価（本体1300円＋税）

本

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。
〈３歳から〉

おしょうがつのかみさま
ISBN978-4-477-03348-8

A4判変型

定価（本体1300円＋税）

学

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。

〈３歳から〉

び

たにうちつねお／さく
かみちゃん
ISBN978-4-477-02543-8

A4判変型

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。

読

〈４歳から〉

み

ISBN978-4-477-03169-9

も

かみなのに
A4判変型

の

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！
〈４歳から〉

11

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。

絵

お

と

ん
ISBN978-4-477-01936-9

A4判変型

定価（本体1400円＋税）

本

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！？ぼ
くとおとんのほんわかストーリー。
〈４歳から〉

お

か

ん
ISBN978-4-477-01990-1

A4判変型

定価（本体1400円＋税）

学

●第5回 ようちえん絵本大賞
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！ぼくとおかんのほんわかストーリー。

び

〈４歳から〉

おかんとおとん
ISBN978-4-477-03033-3

A4判変型

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
話で笑顔になれる絵本です。

読
み
も
の
12

〈４歳から〉

翻訳絵本
おおきいツリー ちいさいツリー
ISBN978-4-477-01141-7

光吉夏弥／やく

絵

ロバート・バリー／さく

B5判変型

定価（本体1300円＋税）

本

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りながら、
みんなを幸せに。かわいらしいクリスマス・ス
トーリーです。
〈５歳から〉

よるのねこ

ISBN978-4-477-02003-7

学

ダーロフ・イプカー／ぶん・え
光吉夏弥／やく
B5判変型

定価（本体1300円＋税）

び

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。
〈４歳から〉

おやすみ、かけす
み

ISBN978-4-477-01983-3

読

マリー・ホール・エッツ／ぶん・え
まさきるりこ／やく
B5判変型

も

定価（本体1200円＋税）

の

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……。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です。
〈１歳から〉

13

ぶたのトントン
キャロライン・ジェイン・チャーチ／さく
石津ちひろ／やく
ISBN978-4-477-02541-4

A4判変型

絵

定価（本体1300円＋税）

本

「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。
〈４歳から〉

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
ユーモラスな絵本シリーズです。
A4判変型

学

ワニのライルがやってきた
ISBN978-4-477-16281-2

定価（本体1600円＋税）

び

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……。

ワニのライルとなぞの手紙
ISBN978-4-477-16284-3

定価（本体1456円＋税）

ワニのライル、おかあさんをみつける
読

ISBN978-4-477-16285-0

定価（本体1456円＋税）

み

ワニのライルとどろぼうじけん

も

ISBN978-4-477-00658-1

定価（本体1456円＋税）

の

ワニのライルは社会のにんきもの
ISBN978-4-477-00659-8

定価（本体1456円＋税）

ワニのライルのクリスマス
ISBN978-4-477-01068-7

定価（本体1476円＋税）
〈５歳から〉

14

ジャック・デュケノワ／さく 石津ちひろ／やく
カミーユせんせいはまほうつかい!?
絵

ISBN978-4-477-02054-9 B4判変型

定価（本体1500円＋税）

本

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……？
〈５歳から〉

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

B4判変型

定価（本体1500円＋税）

学

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！？
〈５歳から〉

び

幼児絵本
いろいろバス
tupera tupera ／さく
ISBN978-4-477-02659-6

A4判変型

定価（本体1300円＋税）

も
の

tupera tuperaさんの絵本です。

〈2歳から〉

み

第一回やなせたかし文化賞を受賞された

読

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。

重版累計10万冊を突破
しましたユーモア絵本です。
なにがとうじょうするのか？
おたのしみ！
15

しずかな

しずかな

みずうみ

やまだうたこ／ぶん・え
ISBN978-4-477-01916-1

B5判変型

定価（本体838円＋税）

絵

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。

本

〈１歳から〉

しろくまくんの

このあな

なぁに？

菅野由貴子／ぶん・え

ISBN978-4-477-01917-8

B5判変型

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」で終わるベッドタイムストーリーとして
もおすすめの１冊。好奇心旺盛な子どもの心と、そ
れを見守るお母さんとのあたたかな絵本です。

学

〈２歳から〉

ありさんどうぞ
び

中村牧江／ぶん

林健造／え

ISBN978-4-477-02004-4

A4判変型

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。
〈２歳から〉

読

おんせんたまご

み

中尾昌稔／ぶん

河本徹朗／え

も

ISBN978-4-477-03163-7 A4判変型

定価（本体1200円＋税）

の

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……！？予
想外のお話に引き込まれる絵本です。
〈２歳から〉

16

みんなでつくっちゃった
長

新太／さく

ISBN978-4-477-02808-8 A4判変型

定価（本体1500円＋税）

こうまくん

本

〈３歳から〉

絵

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？長新太待望の復刊絵本
です。

きくちちき／ぶん・え
ISBN978-4-477-03034-0 A4判変型

定価（本体1500円＋税）
「ぼく、はしってるの」とみんなに喜びを伝えながら、
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
を描いた絵本です。

学

〈３歳から〉

おひさまおはよう

び

鈴木智子／さく
ISBN978-4-477-03106-4 B5判変型

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。

〈３歳から〉

読

まなちゃん

A4判変型

も

ISBN978-4-477-02547-6

み

森田雪香／さく

定価（本体1300円＋税）

の

「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。
〈３歳から〉

17

おはなし絵本
かいぶつのとしょかん
絵

ふくいりえ／さく
ISBN978-4-477-03347-1

A4判変型

定価（本体1300円＋税）

本

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。
〈４歳から〉

かものはしくんのわすれもの

かないずみさちこ／ぶん・え
ISBN978-4-477-03105-7

A4判変型

定価（本体1300円＋税）

学

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？

〈４歳から〉

び

きつねうどん たぬきうどん
古内ヨシ／さく

ISBN978-4-477-03108-8 B5判変型

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。ある日、
きつねうどんとたぬきうどんの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……。
〈４歳から〉

読
み

ねえ おかあさん

下田冬子／ぶん・え

も

ISBN978-4-477-02546-9

A4判変型

定価（本体1300円＋税）

の

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。
〈４歳から〉

18

おはいんなさい

西平あかね／ぶん・え
ISBN978-4-477-02544-5

A4判変型

定価（本体1300円＋税）

本

〈４歳から〉

絵

郵便やさんごっこの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
西平あかね／ぶん・え

ISBN978-4-477-02661-9

A4判変型

定価（本体1300円＋税）
なかよしのかたつむりぼうやとかめばあちゃんは、
公園へお出かけ。ぶらんこ、すべり台、かくれんぼ
……。かたつむりぼうやとかめばあちゃんの、ほの
ぼのとした一日。

学

〈４歳から〉

ハーナンとクーソン

ISBN978-4-477-02657-2

び

山西ゲンイチ／ぶん・え
A4判変型

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？
〈４歳から〉

読

ぞうのびっくりパンやさん

B5判変型

も

ISBN978-4-477-02658-9

み

nakaban ／ぶん・え

定価（本体1300円＋税）

の

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？
〈４歳から〉

19

おばけにてそうろう

井上洋介／ぶん・え
ISBN978-4-477-02664-0

A4判変型

定価（本体1300円＋税）

絵

「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。

本

〈４歳から〉

なきんぼあかちゃん

穂髙順也／ぶん

よしまゆかり／え

ISBN978-4-477-02638-1

A4判変型

定価（本体1300円＋税）

学

「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。
〈４歳から〉

おふろおばけ
び

村田エミコ／ぶん・え
ISBN978-4-477-01980-2

A4判変型

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。
〈４歳から〉

読
み

あらいゆきこ／ぶん・え

も

定価（本体1300円＋税）

の

おめでとうおばけ

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。

ISBN978-4-477-02637-4

A4判変型

〈４歳から〉

20

なないろの花はどこ

はまざきえり／ぶん・え
ISBN978-4-477-02361-8

A4判変型

定価（本体1400円＋税）

本

〈４歳から〉

絵

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……。

こぞうさんとおばけ

はせがわかこ／ぶん・え
ISBN978-4-477-01946-8

A4判変型

定価（本体1400円＋税）

〈５歳から〉

学

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です。

しにがみとおばあさん

ISBN978-4-477-01900-0

び

鎌田暢子／ぶん・え
A4判変型

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。
〈５歳から〉

読

しょう太とねこのサーカス

ISBN978-4-477-01901-7

み

かわかみ味智子／ぶん・え
A4判変型

も

定価（本体1400円＋税）

の

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。
〈５歳から〉

21

ララちゃんのダンス

大和田美鈴／ぶん・え
ISBN978-4-477-01919-2 A4判変型

定価（本体1400円＋税）

絵

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……。

本

〈５歳から〉

おばけのチョウちゃん

長野ヒデ子／ぶん・え
ISBN978-4-477-02545-2

A4判変型

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。

学

〈５歳から〉

かまきりのカマーくんといなごのオヤツちゃん
び

田島征三／さく

ISBN978-4-477-02279-6

A4判変型

定価（本体1400円＋税）
かまきりのカマーくんは、いなごをオヤツに決めま
した。でも、オヤツちゃんがくもなどに狙われて大
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友情を描いた絵本です。
〈５歳から〉

読
み

田島征三／さく

も

定価（本体1400円＋税）

の

かまきりのカマーくんといなごのオヤツちゃん どうだ！まいったか

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、今度はカマーくんを、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？

ISBN978-4-477-02620-6

A4判変型

〈５歳から〉

22

みつあみちゃん

くみこ／ぶん・え
ISBN978-4-477-01944-4

A4判変型

定価（本体1400円＋税）

本

〈５歳から〉

絵

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です。

ポポおばさんとことりたち

おおしまりえ／ぶん・え
ISBN978-4-477-01897-3 A4判変型

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です。

学

〈５歳から〉

あはっとおばあさん

ISBN978-4-477-01935-2

び

山口みねやす／ぶん・え
A4判変型

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。おばあさんのおおらかな気
持ちが心なごませる絵本です。
〈５歳から〉

林健造／え

ISBN978-4-477-02368-7

み

中村牧江／ぶん

読

どうぶつ どのみち いっぽんみち

A4判変型

も

定価（本体1300円＋税）

の

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。
〈５歳から〉

23

もぐらとのらねこ

いのうえまこと／ぶん・え
ISBN978-4-477-01998-7

A4判変型

定価（本体1400円＋税）

絵

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！ 動物たちが飛び出してきそう
な、パワフルな絵が魅力の絵本です。

本

〈５歳から〉

はる・なつ・あき・ねこ

くわの木すずめ／ぶん・え
ISBN978-4-477-02012-9

A4判変型

定価（本体1400円＋税）

学

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
はずむ絵本です。
〈５歳から〉

だいじょうぶ・ダック
び

わたなべまゆみ／ぶん

ひろのみずえ／え

ISBN978-4-477-02091-4

A4判変型

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
本です。
〈５歳から〉

読
み

いとうみき／ぶん・え

も

定価（本体1400円＋税）

の

ライオンのおとしもの

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、見つけることができるのでしょうか？

ISBN978-4-477-01915-4 A4判変型

〈５歳から〉

24

ちいさなククル

はんまけいこ／ぶん・え
ISBN978-4-477-02296-3

A4判変型

定価（本体1400円＋税）

本

〈５歳から〉

絵

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。

ゆきのひのわすれもの

かさいまり／ぶん・え
ISBN978-4-477-01925-3

A4判変型

定価（本体1400円＋税）

〈５歳から〉

みずうみ

ISBN978-4-477-02706-7

び

千葉智江／ぶん・え

学

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。

A4判変型

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、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…。
〈５歳から〉

山崎克己／絵

ISBN978-4-477-02809-5

み

加藤志異／文

読

せかいいちたかいすべりだい

A4判変型

も

定価（本体1400円＋税）

の

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？
〈５歳から〉

25

ようかいびっくりハウス

中尾昌稔／ぶん

村田桃香／え

ISBN978-4-477-03069-2

A4判変型

定価（本体1400円＋税）

絵

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。おそるおそる
家の中に入ってみると……。ワクワクドキドキのユ
ーモア絵本です。

本

〈５歳から〉

あきっぽいまじょとなかまたち

そらとぶパンがま

うえつじとしこ／ぶん・え
ISBN978-4-477-01986-4

A4判変型

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…。

学

〈６歳から〉

あきっぽいまじょとなかまたち おそろしいかえりみち
び

うえつじとしこ／ぶん・え
ISBN978-4-477-02013-6

A4判変型

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…！

〈６歳から〉

読
み

うえつじとしこ／ぶん・え

も

定価（本体1400円＋税）

の

あきっぽいまじょとなかまたち ぬすまれたおくりもの

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。

ISBN978-4-477-02608-4

A4判変型

〈６歳から〉

26

でんでんむしのかなしみ

新美南吉／さく

ISBN978-4-477-01023-6

かみやしん／え

A4判変型

定価（本体1300円＋税）

絵
本

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。
一年詩集の序／でんでんむしのかなしみ／
春の里、山の春／木の祭り／でんでんむし

2019年に、美智子様とともにメディアで紹介されました。

学
び
〈６歳から〉

絵本 新美南吉の世界

新美南吉／さく

読
み

ごんぎつね
遠藤てるよ／え
B4判変型

も

ISBN978-4-477-01839-3

の

定価（本体1700円＋税）
いたずらぎつね「ごん」の償い、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。
〈6歳から〉

27

のら犬
鶴田陽子／え
ISBN978-4-477-01840-9

B4判変型

定価（本体1700円＋税）

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。

本

〈6歳から〉

てぶくろを買いに
ひろのみずえ／え
ISBN978-4-477-01841-6

B4判変型

定価（本体1700円＋税）
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
愛情があることを描いた絵本です。

学

〈6歳から〉

きつね
鎌田暢子／え

び

ISBN978-4-477-01842-3

B4判変型

定価（本体1700円＋税）
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……。母の子ども
への愛情がしみじみと心に迫ってくる絵本で
す。
〈6歳から〉

読

巨男（おおおとこ）の話

み

津田真帆／え

も

ISBN978-4-477-01843-0

B4判変型

定価（本体1700円＋税）

の
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、つらい試練に耐えるので
すが……。巨男の優しさが心にしみる絵本です。
〈6歳から〉

28

学び
ともだちのつくりかた
ISBN978-4-477-03032-6

絵

たかいよしかず／さく
A4判変型

定価（本体1400円＋税）

本

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
もが一緒に楽しく考えられる絵本です。
〈6歳から〉

すきなことのみつけかた
たかいよしかず／さく
ISBN978-4-477-03107-1

A4判変型

定価（本体1400円＋税）

学

「何で勉強しなきゃいけないの？」と聞かれた
ら「好きなことを見つけるためだよ」とこたえ
よう。子どもにとってのよくある疑問が解決し、
様々な角度から考えられるようになる絵本で
す。
〈6歳から〉

び

ゆめのかなえかた
たかいよしかず／さく
ISBN978-4-477-03350-1

A4判変型

定価（本体1400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く読みなが
ら考えられる絵本です。

〈6歳から〉

読
み
も
の
29

ナージャの5つのがっこう
キリーロバ・ナージャ／ぶん
ISBN978-4-477-03130-9

市原淳／え

A4判変型

定価（本体1400円＋税）

絵

ロシア生まれの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
ることをいろいろな角度から紹介します。

本

〈6歳から〉

九九パーフェクトゲームブック

このみひかる／さく
モピートさんさん／え

ISBN978-4-477-00673-4 NDC410

B5判変型

全5巻セット／揃定価（揃本体6190円＋税）
各定価（各本体1238円＋税）

学

めいろ、まちがいさがしなどを
使って九九学習ができる
画期的なゲームブックです。

び

①２のだん・３のだん

ISBN978-4-477-00636-9

②４のだん・５のだん

ISBN978-4-477-00637-6

③６のだん・７のだん

ISBN978-4-477-00638-3

④８のだん・９のだん

ISBN978-4-477-00639-0

⑤これでパーフェクト

ISBN978-4-477-00640-6

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。

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。

読

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。

み
も
の

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。

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！
〈７歳～小学校初級向〉

30

こころのほんばこ

小宮 由／やく

ハリーとうたうおとなりさん
ISBN978-4-477-03043-2

A5判

絵

Ｇ.ジオン／ぶん Ｍ.Ｂ.グレアム／え
定価（本体1400円＋税）

本

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。
〈小学校初級向〉

ウォーリーと16人のギャング
Ｒ.ケネディ／ぶん Ｍ.シーモント／え
ISBN978-4-477-03044-9

A5判

定価（本体1400円＋税）

学

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。
〈小学校初級向〉

Ｐ.ハッチンス／ぶん・え

ISBN978-4-477-03045-6

び

へっちゃらトーマス
A5判

定価（本体1400円＋税）
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。
〈小学校初級向〉

読

Ｐ.マクラクラン／ぶん Ｗ.Ｐ.デュボア／え
A5判

も

ISBN978-4-477-03046-3

み

きょうはかぜでおやすみ

の

定価（本体1400円＋税）
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。
〈小学校初級向〉

31

まるごとごくり！ーロシアの昔話
Ｃ.ジェイムソン／再話 Ａ.ローベル／え
ISBN978-4-477-03047-0

A5判

定価（本体1400円＋税）

絵

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
しゃべりだし……。

本

〈小学校初級向〉

おしろのばん人とガレスピー
Ｂ.エルキン／ぶん Ｊ.ドーハーティ／え
ISBN978-4-477-03070-8

A5判

定価（本体1400円＋税）
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。

学

〈小学校初級向〉

サンタクロースのはるやすみ
び

Ｒ.デュボアザン／ぶん・え
ISBN978-4-477-03071-5

A5判

定価（本体1400円＋税）
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！
〈小学校初級向〉

読

たんけんクラブ シークレット・スリー

み

Ｍ.マイリック／ぶん Ａ.ローベル／え

も

ISBN978-4-477-03072-2

A5判

定価（本体1400円＋税）

の

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。
〈小学校初級向〉

32

きれいずきのマグスおばさん

イーディス・サッチャー・ハード／ぶん
クレメント・ハード／え
ISBN978-4-477-03352-5

A5判

定価（本体1400円＋税）

本

〈小学校初級向〉

絵

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
マーガレット・ホルト／ぶん
ウォルター・ロレイン／え
ISBN978-4-477-03353-2

A5 判

定価（本体 1400 円＋税）

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！？

こころのかいだん

学

〈小学校初級向〉

小宮 由／やく

び

ぼくはくまですよ
フランク・タシュリン／ぶん・え
ISBN978-4-477-03160-6

A5判

定価（本体1400円＋税）

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…
…！？
〈小学校中級向〉

読
み

オポッサムはないてません
フランク・タシュリン／ぶん・え
A5判

も

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。
オポッサムを笑顔にするために町へ連れて行きま
すが……！？

の

定価（本体1400円＋税）

〈小学校中級向〉

33

ぼくはめいたんてい

M.W.シャーマット／ぶん
M.シーモント／え

ハロウィンにきえたねこ
絵

小宮 由／やく

ISBN978-4-477-02666-4

A5判

定価（本体1200円＋税）

本

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……。
〈小学校初級向〉

なぞのかみきれをおえ！
小宮 由／やく

ISBN978-4-477-02667-1

A5判

定価（本体1200円＋税）

学

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。
〈小学校初級向〉

び

スウェーデンこくおうをすくえ!
小宮 由／やく

ISBN978-4-477-02668-8

A5判

定価（本体1200円＋税）
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。
〈小学校初級向〉

読
み

ふたつのバレンタインじけん
小宮 由／やく

も

ISBN978-4-477-02669-5

A5判

の

定価（本体1200円＋税）
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。
〈小学校初級向〉

34

にげだしたファングをさがせ!
小宮 由／やく

ISBN978-4-477-02670-1

A5判

定価（本体1200円＋税）

きえた犬のえ

本

〈小学校初級向〉

絵

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
ートに聞きながらみんなで事件を解決します。

新装版
光吉夏弥／やく

ISBN978-4-477-02694-7

A5判

定価（本体1200円＋税）
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。

まよなかのはんにん

学

〈小学校初級向〉

新装版

ISBN978-4-477-02695-4

び

光吉夏弥／やく

A5判

定価（本体1200円＋税）
となりのオリバーの家のごみ入れかんが、毎晩
あらされる事件が！ 名探偵ネートは、相棒の
犬のスラッジと犯人をさがすのですが……。
〈小学校初級向〉

新装版
A5判

も

ISBN978-4-477-02696-1

み

光吉夏弥／やく

読

なくなったかいものメモ

定価（本体1200円＋税）

の

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が……。
〈小学校初級向〉

35

きょうりゅうのきって

新装版

光吉夏弥／やく

ISBN978-4-477-02697-8

A5判

定価（本体1200円＋税）

絵

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が事
件解決の大切な鍵を与えてくれましたが……

本

〈小学校初級向〉

かぎはどこだ

新装版
光吉夏弥／やく

ISBN978-4-477-02698-5

A5判

定価（本体1200円＋税）

学

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」。そこはいったい……。
ネートは鍵を見つけ出せるでしょうか？
〈小学校初級向〉

ゆきの中のふしぎなできごと

新装版

び

光吉夏弥／やく

ISBN978-4-477-02699-2

A5判

定価（本体1200円＋税）
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……。
〈小学校初級向〉

読

いそがしいクリスマス

新装版

み

神宮輝夫、ほか／やく

も

ISBN978-4-477-02704-3

A5判

定価（本体1200円＋税）

の

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。ネートはいやいや事件を引き受けるこ
とに……。
〈小学校初級向〉

36

きえた草のなぞ

新装版
神宮輝夫／やく

ISBN978-4-477-02700-5

A5判

定価（本体1200円＋税）

ねむいねむいじけん

本

〈小学校初級向〉

絵

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。

新装版

神宮輝夫、ほか／やく

ISBN978-4-477-02701-2

A5判

定価（本体1200円＋税）
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?!

学

〈小学校初級向〉

新装版

ISBN978-4-477-02702-9

び

神宮輝夫、ほか／やく

A5判

定価（本体1200円＋税）
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。
〈小学校初級向〉

新装版
A5判

も

ISBN978-4-477-02703-6

み

神宮輝夫、ほか／やく

読

だいじなはこをとりかえせ

定価（本体1200円＋税）

の

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。
〈小学校初級向〉

37

ペット・コンテストは大さわぎ

新装版

神宮輝夫／やく

ISBN978-4-477-02705-0

A5判

定価（本体1200円＋税）

絵

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します。
〈小学校初級向〉

本

ゆかいなゆかいなおはなし
王さまのアイスクリーム
F.ステリット／ぶん 土方重巳／え
光吉夏弥／やく
ISBN978-4-477-02078-5

A5判

定価（本体1200円＋税）

学

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
長は娘の知恵をかります。
〈小学校初級向〉

び

すずめのくつした
G.セルデン／ぶん P.リップマン／え
光吉郁子／やく
ISBN978-4-477-02079-2

A5判

定価（本体1200円＋税）
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……。

〈小学校初級向〉

読
み

わにの はいた
M.ドリアン／ぶん・え 光吉夏弥／やく

も

ISBN978-4-477-02080-8

A5判

の

定価（本体1200円＋税）
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……。
〈小学校初級向〉

38

ちびっこ大せんしゅ
S.ホフ／ぶん・え 光吉夏弥／やく
ISBN978-4-477-02081-5

A5判

定価（本体1200円＋税）

本

〈小学校初級向〉

絵

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、ピンチヒッターで打席にたつと……。

りすのスージー
M.ヤング／ぶん A.ロベル／え
光吉郁子／やく
ISBN978-4-477-02082-2

A5判

定価（本体1200円＋税）
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……。

学

〈小学校初級向〉

ともだちができちゃった！
ISBN978-4-477-02083-9

び

S.アシャロン／ぶん S.パール／え
光吉夏弥／やく
A5判

定価（本体1200円＋税）
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？
〈小学校初級向〉

読

なんでもふたつさん
A5判

の

定価（本体1200円＋税）

も

ISBN978-4-477-02084-6

み

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？
〈小学校初級向〉

39

おとこの子とおもっていた犬
C.アネット／さく W.ロレイン／え
光吉夏弥／やく
ISBN978-4-477-02085-3

A5判

絵

定価（本体1200円＋税）
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……。

本

〈小学校初級向〉

あべこべものがたり
北欧民話 光吉夏弥／再話 箕田源二郎／え
ISBN978-4-477-02086-0

A5判

定価（本体1200円＋税）
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……。

学

〈小学校初級向〉

わたしのおかあさんは世界一びじん
び

B.ライアー／ぶん R.ガネット／え
光吉郁子／やく
ISBN978-4-477-02087-7

A5判

定価（本体1200円＋税）
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……。
〈小学校初級向〉

読

とらと おじいさん

み
も

A.トレセルト／ぶん A.アキノ／え
光吉夏弥／やく
ISBN978-4-477-02379-3

A5判

の

定価（本体1200円＋税）
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……。
〈小学校初級向〉

40

うさぎがいっぱい
P.パリシュ／ぶん L.ケスラー／え
光吉夏弥／やく
ISBN978-4-477-02548-3

A5判

絵

定価（本体1200円＋税）
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
ぱいに！こまったおばあさんは……。

本

〈小学校初級向〉

しろいいぬ？くろいいぬ？
M.B.クック／ぶん 池田龍雄／え
光吉夏弥／やく
ISBN978-4-477-02549-0

A5判

定価（本体1200円＋税）
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お話。

学

〈小学校初級向〉

でっかいねずみとちっちゃなライオン
ISBN978-4-477-02550-6

び

E.タイタス／ぶん L.ワイズガード／え
光吉夏弥／やく
A5判

定価（本体1200円＋税）
人間の世界を見に行きたいと思っていた、ね
ずみとライオンが妖精に魔法をかけられて！！
ねずみとライオンはどうなるでしょう？
〈小学校初級向〉

読

トミーは大いそぎ
A5判

の

定価（本体1200円＋税）

も

ISBN978-4-477-02551-3

み

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？
〈小学校初級向〉

41

子ども図書館
マヤの一生
絵

椋 鳩十／作 吉井 忠／画
ISBN978-4-477-02096-9

B5判

定価（本体1200円＋税）

本

ニワトリやネコと一緒に飼っていた愛犬マヤ。
思い出を語りながら、マヤを残酷な死に追いや
った戦争の痛ましさを伝える作品。
〈小学校中級以上向〉

アニメ版

マヤの一生
椋 鳩十／原作 加藤伸代／文
ISBN978-4-477-00681-9

A4判

定価（本体1262円＋税）

学

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。

〈小学校中級以上向〉

び

こびとのピコ
寺村輝夫／作 和歌山静子／画
ISBN978-4-477-17365-8

B5変型

定価（本体777円＋税）
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。68年の課題
図書にもなった名作。
〈小学校中級以上向〉

読
み

てんぷらぴりぴり
まど・みちお／作 杉田 豊／画

も

ISBN978-4-477-02095-2

B5変型

の

定価（本体950円＋税）
「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。教科書にも載った名作。
〈小学校中級以上向〉

42

新美南吉童話選集
ごんぎつねとてぶくろ
ISBN978-4-477-16116-7

絵

深沢省三／え
B5判変型

定価（本体1262円＋税）

本

ごんぎつね／てぶくろを買いに

〈小学校初級向〉

あかいろうそく
渡辺三郎／え
ISBN978-4-477-16117-4

B5判変型

定価（本体1262円＋税）

学

あかいろうそく／こうし／きのまつり／ひより
げた／でんでんむしのかなしみ／かげ／うまや
のそばのなたね
〈小学校初級向〉

び

がちょうのたんじょうび
杉田 豊／え
ISBN978-4-477-16120-4

B5判変型

定価（本体1262円＋税）
がちょうのたんじょうび／あし／うさぎ／ろば
のびっこ／二ひきのかえる／おかあさんたち／
さるとさむらい／げたにばける／かごかき／あ
めだま
〈小学校初級向〉

読
み

こどものすきなかみさま
谷内六郎／え
B5判変型

の

定価（本体1262円＋税）

も

ISBN978-4-477-16118-1

こどものすきなかみさま／うまれてくるすずめ
たち／みちこさん／はな／せんせいのこ／いつ
のことだかどこのことだか／ひとつのひ／うら
れていったくつ／かなづち／ひろったラッパ
〈小学校初級向〉

43

こぞうさんのおきょう
遠藤てるよ／え
ISBN978-4-477-16119-8

B5判変型

定価（本体1262円＋税）

絵

こぞうさんのおきょう／かんざし／おとした一
せんどうか／一ねんせいたちとひよめ／ついて
いったちょうちょう／たけのこ／くまのこ／さ
とのはる、やまのはる／うぐいすぶえをふけ
ば／おしのせみ／まつのすきなおじいさんのは
なし

本

〈小学校初級向〉

ランプと胡弓ひき
山口晴温／画
ISBN978-4-477-17117-3

B5判変型

定価（本体1262円＋税）

学

おじいさんのランプ／最後の胡弓ひき
〈詩〉百姓家／氷雨
〈小学校中級～上級向〉

び

鳥右エ門諸国をめぐる
野口昻明／画
ISBN978-4-477-17119-7

B5判変型

定価（本体1262円＋税）
鳥右エ門諸国をめぐる／煙の好きな若君の話
〈詩〉寓話／蜜蜂
〈小学校中級～上級向〉

読
み

花のき村と盗人たち

も

村上 豊／画
ISBN978-4-477-17120-3

B5判変型

の

定価（本体1262円＋税）
花のき村と盗人たち／百姓の足、坊さんの足
〈詩〉悪魔／おとな
〈小学校中級～上級向〉

44

牛をつないだつばきの木
吉井 忠／画
ISBN978-4-477-17118-0

B5判変型

定価（本体1262円＋税）

本

〈小学校中級～上級向〉

絵

牛をつないだつばきの木／和太郎さんと牛
〈詩〉むかしパリーの／ひらがな幻想／ひよこ

うた時計と狐
三井永一／画
ISBN978-4-477-17121-0

B5判変型

定価（本体1262円＋税）
うた時計／狐／いぼ
〈詩〉手／天国
〈小学校中級～上級向〉

学

新装版 新美南吉童話集 全３巻
び

「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

ごん狐

ISBN978-4-477-02648-0

ISBN978-4-477-02650-3

の

花のき村と盗人たち

も

ISBN978-4-477-02649-7

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

み

おじいさんのランプ

読

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

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
〈小学校中級～一般向〉

45

詩を読もう！
みんなやわらかい
絵

谷川俊太郎／詩 広瀬弦／絵
ISBN978-4-477-01054-0 B6判

定価（本体1200円＋税）

本

「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。

〈小学校中級～一般向〉

おなかの大きい小母さん
まど・みちお／詩 はたこうしろう／絵
ISBN978-4-477-01060-1

B6判

定価（本体1200円＋税）

学

道ばたの花や草木、犬など、あらゆるものにも
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の詩集です。

〈小学校中級～一般向〉

び

いつもどこかで
新川和江／詩 みやがわよりこ／絵
ISBN978-4-477-01055-7 B6判

定価（本体1200円＋税）
●第47回産経児童出版文化賞JR賞
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。
〈小学校中級～一般向〉

読
み

空への質問
高階杞一／詩 おーなり由子／絵

も

ISBN978-4-477-01056-4 B6判

の

定価（本体1200円＋税）
●第4回三越左千夫少年詩賞
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、さわやかな味わいの詩集です。
〈小学校中級～一般向〉

46

今日からはじまる
高丸もと子／詩 水内喜久雄／写真
ISBN978-4-477-01057-1 B6判

定価（本体1200円＋税）

本

〈小学校中級～一般向〉

絵

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。

ほんとこうた・へんてこうた
阪田寛夫／詩 織茂恭子／絵
ISBN978-4-477-01058-8 B6判

定価（本体1200円＋税）
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。

学

〈小学校中級～一般向〉

かさなりあって
び

島田陽子／詩 橋本淳子／絵
ISBN978-4-477-01059-5 B6判

定価（本体1200円＋税）
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。
〈小学校中級～一般向〉

読

またすぐに会えるから

定価（本体1200円＋税）

も

ISBN978-4-477-01061-8 B6判

み

はたちよしこ／詩 佐野洋子／絵

の

●第31回赤い鳥文学賞
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、清新な言葉でつむぐ、はっと胸を
つかれるフレーズに出会える詩集です。
〈小学校中級～一般向〉

47

五つのエラーをさがせ！
木坂 涼／詩 渡辺洋二／絵
ISBN978-4-477-01062-5 B6判

定価（本体1200円＋税）

絵

日常の中の些細なできごと。季節、風景、生き
ものなどをみずみずしい感性で表現された詩集
です。

本

〈小学校上級～一般向〉

十秒間の友だち
大橋政人／詩 森川百合香／絵
ISBN978-4-477-01063-2 B6判

定価（本体1200円＋税）
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でる詩集です。

学

〈小学校上級～一般向〉

詩なんか知らないけど
び

糸井重里／詩 中川いさみ／絵
ISBN978-4-477-01064-9 B6判

定価（本体1200円＋税）
「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。思わず口ずさみたくなるような詩集です。
〈小学校上級～一般向〉

読

もうだいじょうぶだから

み

木村信子／詩 たかはさち／絵

も

ISBN978-4-477-01065-6 B6判

定価（本体1200円＋税）

の
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、シンプルな言葉
で深みのある世界をえがく詩集です。
〈小学校上級～一般向〉

48

小さい詩集
雲の窓
絵

武鹿悦子／詩 牧野鈴子／絵
ISBN978-4-477-00065-7 B6判

定価（本体1000円＋税）

本

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。
〈小学校上級～一般向〉

あなたが好き
立原えりか／詩／門田俊明／絵
ISBN978-4-477-00068-8 B6判

定価（本体1000円＋税）

学

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です。
〈小学校上級～一般向〉

び

ぴかぴかコンパス
こやま峰子／詩 田中槇子／絵
ISBN978-4-477-00066-4 B6判

定価（本体1000円＋税）
１本足のコンパスは、まるでぴかぴかのホームラ
ン王。 何気ない毎日を独特な感性でつづった、
優しい気持ちになれる詩集です。
〈小学校上級～一般向〉

読

江間章子／詩 土橋佐喜子／絵

の

定価（本体1000円＋税）

も

ISBN978-4-477-00069-5 B6判

み

絵のような村で

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、あふれる思いを綴った詩集です。
〈小学校上級～一般向〉

49

星のおしごと
新川和江／詩 南塚直子／絵
ISBN978-4-477-00067-1 B6判

定価（本体1000円＋税）

絵

●第22回日本童謡賞
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。

本

〈小学校上級～一般向〉

あいたくて
工藤直子／詩 佐野洋子／絵
ISBN978-4-477-00070-1 B6判

定価（本体1000円＋税）
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。

学

〈小学校上級～一般向〉

おもしろ落語図書館

三遊亭円窓／著
長野ヒデ子／画

習

おもしろ落語図書館〈その一〉
ISBN978-4-477-00645-1

A5判変型

定価（本体1748円＋税）
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。

〈小学校中級以上～一般向〉

読
み

おもしろ落語図書館〈その二〉
ISBN978-4-477-00646-8

A5判変型

も

定価（本体1748円＋税）

の

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。

〈小学校中級以上～一般向〉

50

おもしろ落語図書館〈その三〉
ISBN978-4-477-00647-5

A5判変型

定価（本体1748円＋税）

本

〈小学校中級以上～一般向〉

絵

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。

おもしろ落語図書館〈その四〉
ISBN978-4-477-00648-2

A5判変型

定価（本体1748円＋税）
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。

ISBN978-4-477-00649-9

A5判変型

習

おもしろ落語図書館〈その五〉

学

〈小学校中級以上～一般向〉

定価（本体1748円＋税）
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。

〈小学校中級以上～一般向〉

読
み
も
の
51

ユニバーサルデザイン
もっと伝えたい―コミュニケーションの種をまく―
絵

藤田康文／著
ISBN978-4-477-01928-4 四六判

定価（本体1600円＋税）

本

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。
〈小学校上級～一般向〉

一人ひとりのまちづくり―神戸市長田区・再生の物語―
中和正彦／著
ISBN978-4-477-01930-7 四六判

定価（本体1600円＋税）

学

「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
ト。
〈小学校上級～一般向〉

び

旅の夢かなえます―だれもがどこへでも行ける旅行をつくる―
三日月ゆり子／著
ISBN978-4-477-01931-4 四六判

定価（本体1600円＋税）
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ト。
〈小学校上級～一般向〉

読
み

みんなが主人公の学校―学校はみんなでつくる場所―
保井隆之／著

も

ISBN978-4-477-01991-8 四六判

の

定価（本体1600円＋税）
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。
〈小学校上級～一般向〉

52

自分らしく働きたい―だれもが自信と誇りをもって―
清水直子／著
ISBN978-4-477-01992-5 四六判

定価（本体1600円＋税）

本

〈小学校上級～一般向〉

絵

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―くらしを豊かにするために―
くごうえり／著
ISBN978-4-477-01993-2 四六判

定価（本体1600円＋税）
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Ｕ
Ｄ精神を紹介したドキュメント。

学

〈小学校上級～一般向〉

五感の力でバリアをこえる―わかりやすさ・ここちよさの追求―
び

成松一郎／著
ISBN978-4-477-01994-9 四六判

定価（本体1600円＋税）
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。そ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。
〈小学校上級～一般向〉

読

いっしょに走ろっ！―夢につながる、はじめの一歩―

み

星野恭子／著

も

ISBN978-4-477-02634-3 四六判

定価（本体1400円＋税）

の

「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。
〈小学校上級～一般向〉

53
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ミニえほん

岩田明子／ぶん・え
ISBN978-4-477-03356-3 B5 判変型
3 冊セット ケース入り（分売不可）

揃定価（本体 2700 円＋税）
くいしんぼうのおばけ「ばけたくん」。台所や
お店、お祭りの屋台でいろんなものをパクパク
パク。あれあれ…食べた物にばけちゃった！？
人気の「ばけたくん」シリーズが、お出かけサ
イズで 3 冊セットになりました！
〈2歳から〉

おべんとう ひゅーるひゅる
古内ヨシ／ぶん・え
ISBN978-4-477-03362-4

B5 判変型

定価（本体 1300 円＋税）
きつねくんが、お弁当をとりだすと、トンビが
空からひゅーるひゅる！たいへん！エビフライ
をくわえて、とんでいっちゃった！いろんな動
物たちが、ひゅーるひゅると出てきては、きつ
ねくんのお弁当を…！？５月中旬発売予定
〈4歳から〉

えだまめ
こがようこ／ぶん・え
ISBN978-4-477-03360-0

A4 判変型

定価（本体 1000 円＋税）
だれでも読めば自然に語りかけになる絵本シ
リーズ第 4 弾。赤ちゃんも大好きなえだまめ
が元気よく飛び出る様子と読みながらパクッと
食べられる楽しい内容です。５月中旬発売予定
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