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絵
本

18×18cm・B5変型判／21P～24P
色やかたち，音やにおいなど，様々なものに興味をもち
はじめる赤ちゃん。そんな幼い心をはずませる，愛らし
い絵本がそろっています。リズミカルな文と色あざやか
な絵が調和した，ファーストブックの決定版。

赤ちゃんえほん

定価935円（税込）
ISBN978-4-323-03901-5

初版発行2007年1月

あかちゃんのおと
みやにしたつや

かちゃかちゃ，びりびり，しーしーしー。赤
ちゃんのまわりにある，ごきげんな音，楽し
い音，かわいらしい音，そんな愛らしい音を
集めました。パパやママが赤ちゃんへ語りか
けながら読むことのできる一冊です。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価935円（税込）
ISBN978-4-323-03902-2

初版発行2007年1月

ぽんぽんポコポコ
長谷川義史

動物たちが次々とおなかをポコポコたたいて
いくユーモラスな絵本。お父さんも赤ちゃん
のおなかをポコポコ。でも，お母さんは赤ちゃ
んのおなかをそっと「ないない」。ぽんぽん
ポコポコの繰り返しで楽しく遊べる一冊。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価935円（税込）
ISBN978-4-323-03903-9

初版発行2007年4月

つみき
中川ひろたか　ぶん／平田利之　え

つみきがひとつ，ふたつとつみあげられてい
きます。とうとう10こになった時，てんとう
虫がつみきにとまります。するとゆらゆらゆ
れて，ついにがっしゃーんとくずれてしまい，
思わず「あーあ」。シンプルでゆかいな絵本。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価935円（税込）
ISBN978-4-323-03904-6

初版発行2007年7月

ばいばい またね
さとうわきこ

遊びにきたひよこが帰る時に「ばいばい」，散
歩のネコが通りすぎる時，お日様が沈む時に

「ばいばい」。トイレにしたうんちにも「ばい
ばいまたきてね」。「またね」という気持ちを
こめた様々な「ばいばい」を集めた絵本。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価935円（税込）
ISBN978-4-323-03905-3

初版発行2007年9月

ことり
中川ひろたか　ぶん／平田利之　え

小鳥が１わ，２わと集まってきて10ぱに。そ
こへ猫がやってきて小鳥に近づくと思いきり
小鳥に向かってジャンプ！　でも，小鳥は一
斉に飛び立ってしまい，猫は「あーあ」とがっ
かりしてしまいました。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価935円（税込）
ISBN978-4-323-03906-0

初版発行2008年2月

たまご
中川ひろたか　ぶん／平田利之　え

いろんな動物のたまごから，次々と赤ちゃん
が生まれます。ところが，にわとりのたまご
が１つだけなかなか割れません。みんなが心
配して集まると…。
誕生をまちわびる気持ちと喜びを描きます。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価935円（税込）
ISBN978-4-323-03907-7

初版発行2008年5月

ひよこ
中川ひろたか　ぶん／平田利之　え

にわとりのたまごがひとつ。ひびがはいった
かと思うと，少しずつカラがやぶれてひよこ 
が生まれます。ひよこは，とことことこと，わ
きめもふらず歩きつづけ，やがてお母さんの
もとへ。親子のあたたかい絆を描きます。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価935円（税込）
ISBN978-4-323-03908-4

初版発行2008年8月

あっ！
中川ひろたか　ぶん／柳原良平　え

部 屋 の す み に あ る ミ ニ カ ー を み つ け て
「あっ」。次の場面では運転手の“ぼく”が「ぶっ
ぶー」とごきげん。電車，船と次々にのりか
えた“ぼく”は，最後に飛行機の操縦席から 

「ばいばい」。イメージの広がりを楽しめる絵
本。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価935円（税込）
ISBN978-4-323-07174-9

初版発行2010年5月

みんな おかえり
飯森ミホ

きょうもたくさん遊んだね。ボールさんは
ボールさんのおうちへ，クレヨンさんはクレ
ヨンさんのおうちへ，くまさんは優しいママ
のおひざへかえります。「おうち」の安心感
に心があたたかくなる絵本。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定
◆日本図書館協会選定

定価935円（税込）
ISBN978-4-323-03909-1
初版発行2011年11月

あいさつ
いもとようこ

おはよう・いってきます・こんにちは・さよ
うなら・ごめんなさい。あいさつは言葉の握
手。人と人とのつながりの最初の一歩です。
元気なあいさつはみんなを元気にします。赤
ちゃんのときから挨拶が身につく絵本。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定
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絵
本

定価935円（税込）
ISBN978-4-323-03910-7

初版発行2012年9月

うんち
いもとようこ

ありのうんち，ぞうのうんち，かたつむりの
うんち，おとうさんのうんち。色や大きさは
ちがうけど，みんなうんちをするんだね。人
気絵本作家が描く「うんち」のファーストブッ
ク。トイレやうんちに興味を持たせる絵本。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価935円（税込）
ISBN978-4-323-03911-4

初版発行2013年8月

かずのえほん
いもとようこ

ぞうさんが１とう。きりんさんが２とう。く
まさんが３びき。ぶたさんが４ひき。いぬさ
んが５ひき。ゆびさんが10ぽん。動物をかぞ
えながら数字を勉強します。『あいさつ』『う
んち』に続く人気絵本作家の赤ちゃん絵本。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価935円（税込）
ISBN978-4-323-03912-1

初版発行2014年4月

おかあさんといっしょ！
おとうさんといっしょ！
いもとようこ
赤ちゃんが大好きな生き物の親子が登場して「お母さ
んと一緒」「お父さんと一緒」と展開していく赤ちゃ
ん絵本。実際にオスが子育てするペンギンや魚も出て
きて，親子の絵本タイムを楽しく温かくする絵本です。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定
◆日本図書館協会選定

定価935円（税込）
ISBN978-4-323-03913-8

初版発行2015年4月

いろ
いもとようこ

赤はりんご，黄色はばなな。自然には色がいっ
ぱい。色と色が混ざってまたいろんな色がで
きます。自然の色を通して色を知り，色を楽
しむ赤ちゃん絵本。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価935円（税込）
ISBN978-4-323-03914-5

初版発行2016年4月

おふろ
いもとようこ

どろんこになっちゃった！　さあ，おふろに
入りましょう。せっけんであわあわぶくぶく。
シャワーできれいになったでしょ。あわあわ
ぶくぶく，あわだらけのこの子は，だれかな？　
おふろが好きになる赤ちゃん絵本。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価858円（税込）
ISBN978-4-323-00101-2

初版発行1980年9月

おつむ てん てん
なかえよしを・上野紀子

さっちゃんが，おつむてんてん。おくちは，あ
わわ。それをみていた，にゃんこがまねた。お
つむてんてん。おくちは…。 ─柔らかな色
合いの絵と愉快な言葉のくり返しでつづる，
なかえ・上野の絵本の世界。

定価858円（税込）
ISBN978-4-323-00102-9

初版発行1980年9月

おくちは どーこ
なかえよしを・上野紀子

さっちゃんの，おくちは，どーこ，どこでしょ
ね。おくちは，ここです，ありました。では，
では，おはなは，どこかしら…。赤ちゃんの
大好きな，ぱんだやこぶたが次々に登場して，
ゆかいな表情を見せてくれます。

定価858円（税込）
ISBN978-4-323-00107-4

初版発行1981年7月

このいろなあに
せなけいこ

おばけってなにいろ!?──あかちゃんは，澄
んだ瞳で身のまわりのさまざまな色をみてい
ます。ページいっぱいに広がる色を，おかあ
さんと一緒にあそびながら覚えましょう。手
作りの味わいのあたたかなはりえ絵本。

定価858円（税込）
ISBN978-4-323-00105-0
初版発行1980年12月

ハティちゃんの いち・に・さん
わらべきみか

いち
4 4

ごは，いっこ。にわ
4 4

とりは，にわ
4 4

。じゃあ，
さん
4 4

たくろーすは，なんにんかなあ？──１か
ら10までの数を，楽しいごろ合わせをしながら
覚えましょう。かわいいハティちゃんが，色々
な動物や食べ物を紹介してくれます。
◆全国学校図書館協議会選定

定価858円（税込）
ISBN978-4-323-00106-7
初版発行1980年12月

ハティちゃんのまる・さんかく・しかく
わらべきみか

まんまる，まるまる，たぬきさん。さんさん，
さんかく，きつねさん。かくかく，しかくは，
……さあ，なにがある？──赤ちゃんのまわ
りには，色んな形が，あふれています。遊び
ながら，丸や三角，四角を見つけて下さい。
◆全国学校図書館協議会選定

▲このいろなあに
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絵
本

いもとようこ　作・絵
19.5×16.5cm／各31P

美しいはり絵で人気のあるいもとようこが，文と絵の両
方を手がけています。ウイットたっぷりのストーリーと
あたたかな色あいの絵は，見る人の心をひきつけて離し
ません。プレゼント絵本としても好評のシリーズです。

こねこちゃんえほん

定価880円（税込）
ISBN978-4-323-00952-0

初版発行1982年3月

ぼくはおとうさん

きょう１日は，ぼくがおとうさんで，おと
うさんがぼく。おとうさんはえらいんだぞ，
エヘン！　はじめは元気のよかったこねこ
ちゃんも，夕方にはへとへとです。おとうさ
んって，ずいぶん仕事があるんだなぁ。

定価880円（税込）
ISBN978-4-323-00955-1

初版発行1983年5月

もういーいかい

みんなそろって，かくれんぼ。オニは，ジャ
ンケンで負けたこねこちゃんです。「もういー
いかい」「もういーいよ！」あちこちさがし，
ひとりふたりと見つけましたが，ねずみちゃ
んだけが見つかりません。

定価880円（税込）
ISBN978-4-323-00956-8

初版発行1985年3月

かぜひいちゃった

カゼでねているうさぎちゃんはいいな，ママ
にたっぷり甘えられるんだもん！　うさぎ
ちゃんのまねをして，こねこちゃんもわざと
カゼをひきました。ところが，どんどんぐあ
いが悪くなって……。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価880円（税込）
ISBN978-4-323-00958-2

初版発行1986年6月

いただきまーす

ママのかわりに夕ごはんをつくります。ケー
キににんじん，おいもにたまねぎを買って，料
理にかかりました。いいにおいにさそわれて， 
友だちもひとり，ふたりとやってきます。 
さあて，何ができるのかな？
◆全国学校図書館協議会選定

定価880円（税込）
ISBN978-4-323-00959-9
初版発行1987年12月

ぽけっといっぱい

ポケットだらけのズボンを作ってもらった 
こねこちゃん。ビー玉，えんぴつ，あめ玉と，
たくさんつめこんで出かけます。ところが，
遊んでいるとちゅうで中身がバラバラとび出
したから，さあたいへん。
◆全国学校図書館協議会選定

▲ぼくはおとうさん
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絵
本

バイロン・バートン　作・絵／こじままもる　訳
16×18.5cm／各32P

幼児が初めて出会う，乗り物の絵本として，イタリア，
イギリスなど世界各国で翻訳されている人気シリーズで
す。美しい色づかいとリズム感のあるページ運びで子ど
もの感性を育てます。

バートンののりものえほん

定価836円（税込）
ISBN978-4-323-01921-5

初版発行1992年5月

でんしゃ

せんろ，てっきょう，トンネル，ふみきり…。
やま， まち， そうげん， かわのうえ， で
んしゃはおきゃくさんをのせてはしりつづけ
ます。いろんなでんしゃがでてくるえほん。
◆日本図書館協会選定

定価836円（税込）
ISBN978-4-323-01922-2

初版発行1992年5月

とらっく

ぱんをはこびます。ごみをあつめます。しん
ぶんをくばっています。はしごしゃは，しん
ごうをなおしています。たんくろーりーは，
せきゆをはこびます。ひっこしも，とらっくで
す。とらっくっていろいろあるね。
◆日本図書館協会選定

定価836円（税込）
ISBN978-4-323-01923-9

初版発行1992年5月

ひこうき

たかいそらに，ひこうきがとんでいます。お
おぜいのおきゃくさんをのせた，じゃんぼ
じぇっときです。うみのうえ，やまをこえて，
はたけや，まちをとおりこして，ひこうじょ
うへとうちゃく！
◆日本図書館協会選定

定価836円（税込）
ISBN978-4-323-01924-6

初版発行1992年5月

ふ　ね

うみです。ぼーとをこいでいるひとがいます。
よっとはかぜにのってはしります。おおぜい
のおきゃくさんをのせたふぇりー。さかなを
とるのはぎょせんです。ふねのかじにはしょ
うぼうてい。いろんなふねがありますね。
◆日本図書館協会選定

▲ひこうき
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絵
本

鈴木まもる　さく・え
16×18cm／各32P

トラックにバス，ショベルカー。私たちのまわりには大
活躍しているじどうしゃがいっぱい！　じどうしゃが大
好きな子はもちろん，そうでない子も楽しめる絵本です。

じどうしゃえほん

定価935円（税込）
ISBN978-4-323-02135-5

初版発行2020年9月

ビルをつくるじどうしゃ

古いビルは，ショベルカーで壊し，ダンプ
カーで運び出します。パイルドライバーと
コンクリートミキサー車，ラフテレンクレー
ンにポンプ車。たくさんの自動車の活躍に
より，新しいビルが完成しました。
◆全国学校図書館協議会選定

定価935円（税込）
ISBN978-4-323-02136-2

初版発行2020年9月

かじをけすじどうしゃ

ポンプ車が水をかけて，はしご車が応援に
駆けつけます。スノーケル車もやってきて，
しき車が指示を出します。消防ヘリコプター
はくまの子を救出。火事が起こるとやって
くる，スーパーヒーローが集結！
◆全国学校図書館協議会選定

定価935円（税込）
ISBN978-4-323-02137-9

初版発行2020年9月

どうろをつくるじどうしゃ

ボロボロの道路はショベルカーではがし
て，ダンプカーで砂利を運びモーターグレー
ダーで伸ばします。最後にアスファルトを
マカダムローラーで固めれば，ピカピカの
綺麗な道に生まれ変わりました。
◆全国学校図書館協議会選定

定価935円（税込）
ISBN978-4-323-02138-6

初版発行2020年9月

はたらくじどうしゃ

パン屋さんや花屋さんのトラックがやって
きました。バスやゴミ収集車も動き出しま
す。タンクローリーに散水車，郵便車やレッ
カー車，電車を運ぶ大型トレーラーまで！
働く車が次々とやってきました。
◆全国学校図書館協議会選定

NEW

NEW

NEW

NEW

▲ビルをつくるじどうしゃ
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絵
本

B5変型判・A4変型判／22P～30P
多くの子どもたちに愛読されている，月刊<こどものく
に>の中から，よりすぐりの作品を絵本化。幼児教育専
門のすずき出版と金の星社が提携しておくる，傑作絵本
シリーズです。

こどものくに傑作絵本

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-03508-6
初版発行2013年12月

つみきだいさくせん
新井洋行　作・絵

積み木たちは，たんすのてっぺんに置きざり
のまるちゃんを助けようとしますが，くずれ
てしまいます。お城作戦でも届きません。そ
のとき，動物たちが手伝ってくれて，ついに
到達。ラストの片観音開きが効果的で楽しい
絵本。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定
◆日本図書館協会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-03509-3

初版発行2015年7月

よるの つみきだいさくせん
新井洋行　作・絵

真夜中に物音が…。もしかして，どろぼう？
よし，どろぼう退治だ。大作戦開始！　積
み木たちが形を作り，懐中電灯で照らすと影
絵ができる。それを見たら，どろぼうは驚い
て飛び出るよ。ページをめくるのが楽しい絵
本。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-03510-9

初版発行2017年9月

ぼくの おとうさんと おかあさん
みやにしたつや　作・絵

おたまじゃくしは大人になるとカエル。青虫
はチョウチョ，ヤゴはトンボ，ひよこはニワ
トリ，ボウフラは蚊になる。お父さんとお母
さんがいるから自分もいる。成長すると，姿
も名前も変わるのって，不思議でおもしろ
い！
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-03511-6
初版発行2018年11月

どこが ながいか わかる？
みやにしたつや　作・絵

体の一部分が長い生きものがいます。キリン
の長い首は，高い木の葉を食べるのに便利で
す。ゾウの長い鼻は水を飲むときや，食べも
のを食べるときに便利。カメレオンはどこが
長いか，わかりますか？ 親子で楽しめる絵
本。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-03507-9

初版発行2013年9月

だあれ？ だあれ？
やすいすえこ　作／つちだよしはる　絵

うさぎちゃんにめかくし。だーれだ？　名前
をあてて，一緒に遊びます。次々に友だちが
ふえていく嬉しさ。ままごと，お店やさんごっ
こ，電車ごっこ，楽しい遊び。出会う喜び，
お互いを思いやり，幸せを感じられる絵本。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-00186-9

初版発行1976年7月

さかなってなにさ
せなけいこ　作・絵

まいにちクローバーばかりたべているうさぎ
は，ねこに，さかなのほうがおいしいぜ，と
いわれ，「さかなってなにさ」と，ともだちに
きいてまわります。リズミカルなことばのく
りかえしがたのしい復刊絵本。

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-00189-0

初版発行1977年3月

ちいさなたまねぎさん
せなけいこ　作・絵

じゃがいもさんがねずみにかじられて泣いて
いました。そこで，玉ねぎやニンジンやおナ
ベたちが協力して，悪いねずみをこらしめま
した。身近にある台所の食器や野菜を主人公
にしたユニークなはりえ絵本。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-03213-9

初版発行2003年3月

ふゆのおばけ
せなけいこ　作・絵

「どうして冬にはおばけがでないの？」と思っ
た男の子。おばけのらくがきを描いたら，夜，
おばけが出てきたよ。おばけの国で，雪女，
かっぱ，ろくろ首など，いろんなおばけと雪
合戦！ おばけと楽しく遊ぶ絵本。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-03214-6

初版発行2004年5月

ぼくのはさみ
せなけいこ　作・絵

ぼくは，はさみが大好き。ところが，はさみ
がなくなっちゃった。大変！　かにさんも一
緒に探してくれたけど，見つからない。新し
いはさみを引き出しにしまおうとしたら，奥
から出てきて……。せなけいこの楽しい絵本。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-03215-3

初版発行2004年9月

おおきなおおきなねこ
せなけいこ　作・絵

十五夜の夜。山からおりてきたくまが，おば
あさんの家で眠ってしまいました。それを知
らずにやってきたかっぱたちは，ごちそうを
食べたり飲んだり大騒ぎ。おばあさんが知恵
を働かせ，悪いかっぱをこらしめる楽しいお
話。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定
◆日本図書館協会選定
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絵
本

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-03218-4
初版発行2010年12月

おにはそと
せなけいこ　作・絵

豆まきで鬼たちは逃げだしますが，残された
可愛いちび鬼は人間の子どもたちと仲良く遊
びます。ちび鬼が人間に捕まったと思った鬼
の親分は，鎧を着てちび鬼を連れ戻しに向か
います。豆まきのユニークな絵本！
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定
◆日本図書館協会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-03220-7

初版発行2015年4月

うさぎちゃん
せなけいこ　作・絵

うさぎをもらった女の子。嬉しくて毎日，え
さをあげると，うさぎはどんどん大きくなり
ます。かごの小屋を出て，部屋に住むように
なり，やがて，家よりも大きくなって，と
びだしちゃう!?　夢が大きく広がる可愛い絵
本。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-03222-1

初版発行2016年5月

てるてるぼうずと ふりふりぼうず
せなけいこ　作・絵

雨が降ると嬉しいイヌと，雨が嫌いなネコ。
ネコがてるてるぼうずを作り，お天気の歌を
歌うと，イヌはふりふりぼうずを作り，雨の
歌を歌います。伸び伸びした気持ちになれる，
ユーモアたっぷりの楽しい絵本。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,485円（税込）
ISBN978-4-323-03224-5
初版発行2018年12月

たぬきのおもち
せなけいこ　作・絵

うさぎたちがお餅を焼いて食べています。お
いしそう～。うさぎがいなくなったすきに，
たぬきはお餅を食べてしまいます。でも，う
さぎが戻ってきたので，たぬきはあわててお
餅に化けますが…。意外な展開が楽しい絵本。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,485円（税込）
ISBN978-4-323-03225-2  

初版発行2019年9月

あめふりぼうず
せなけいこ　作・絵

十五夜を楽しみにしていた兄妹。でも，雨が
降ってしまい，てるてるぼうずは悲しい顔の
あめふりぼうずに。あめふりぼうずを見てい
た月見団子たちは，てるてるぼうずになって
飛び出します！ 意外な展開が楽しい絵本。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,485円（税込）
ISBN978-4-323-03226-9

初版発行2020年8月

うみだ うみだ
せなけいこ　作・絵

うさぎちゃんたちは海に来て大喜び。家族
みんなで遊びます。しりとりしながら，波
乗りマットで泳いだり，アイスクリームを
食べたり。スイカ割りでタコの頭をたたい
ちゃった。さあ大変！　自由で意外な展開
が楽しい絵本。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-00192-0

初版発行1978年5月

なにかな　なにかな
三好碩也　作／いもとようこ　絵

耳と目と鼻とに黒いぶちのある三匹の子ねこ
がおるすばんしました。すると，みたことも
ないおばけがやってきました…。画面の穴を
通して，次の場面への期待がふくらみます。幼
児の発想・想像力を豊かにするしかけ絵本。
◆日本子どもの本研究会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-00193-7

初版発行1980年5月

ふうせんまってー
三好碩也　作／いもとようこ　絵

ママにもらった赤いふうせん。三匹の子ネコ
の手から離れてとんでった。ふわふわふわ，と
まったところは，カラスの巣の上。さあ，ど
うしよう…。好評の「なにかななにかな」に
続くしかけ絵本。

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-00191-3
初版発行1977年12月

くつやさんと10にんのこびと
林　みづほ　文／岡田昌子　絵

靴屋のおじいさんとおばあさんはとても親切
で，いつも10人の小人に食事をわけてあげま
した。そのお礼に，小人たちがくつつくりを
てつだってあげることにしました。グリム童
話から再話した心あたたまるお話。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-00206-4
初版発行1991年11月

ゴリラのパンやさん
白井三香子　作／渡辺あきお　絵

本日開店のパンやさん，とってもおいしいパン
はいかが？　でもあんまり売れません。だって
顔がこわいんだもの…。そこでパンやさんはい
ろいろ考えて。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-03221-4

初版発行2015年5月

もう いいよったら もう いいよ
香山美子　作／あんびるやすこ　絵

川で魚をつかまえたくまさんに，誰かが拍手
します。でも誰が？　はちみつとりでも，き
いちごつみでも，誰かが一緒にいるけれど，
わかりません。恥ずかしがりやさんがかくれ
んぼ…？　友だちと出会う喜びを感じる絵
本。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,485円（税込）
ISBN978-4-323-03223-8

初版発行2016年9月

ぐる ぐる ぐる
内田麟太郎　作／長野ヒデ子　絵

のんちゃんがぐるぐるぐると指を回すと，い
ろいろなものが目を回します。トンボは簡単。
イノシシが突進してきても，おばけがおそっ
てきても平気です。そしてついに意外なもの
を…。声に出して手ぶりもつけると楽しい絵本。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

NEW
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本

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-00165-4

初版発行1976年7月

ひとりぼっちのこねこ
松下佳紀　作／いもとようこ　絵

こねこはどかんの中でこわい夜をすごしまし
た。親切な女の子がきて家につれていってく
れましたが，おかあさんにしかられて，こね
こはまたひとりぼっちに…。子ねこのやわら
かなぬくもりや可憐さが伝わります。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-00205-7

初版発行1987年5月

あしたもあそぼうね
あまんきみこ　作／いもとようこ　絵

春の日，子ウサギぴょんこと子グマのくうた
は，もも色の服をきたすてきな女の子『さく
らこ』と友だちになりました。毎日なかよく
遊んでいたのに，桜の花がちりはじめるとふ
しぎなことがおこります。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本図書館協会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-00166-1

初版発行1979年1月

ちいさなくれよん
篠塚かをり　作／安井　淡　絵

おれてちいさくなった黄色いくれよんがくず
かごにすてられてしまいました。「ぼく，まだ
やくにたてますよ。」──ひとり，たびにでた
くれよんは，いろんなものをきれいな黄色に
ぬってあげるのでした。そして…。
◆日本子どもの本研究会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-00174-6

初版発行1983年4月

くっきーだあいすき
間所ひさこ　作／岩村和朗　絵

お母さんが作ってくれたくっきー。ふっくら
とあまいかおりで，とてもおいしそう。お母
さんから「おともだちをよんでいらっしゃい」
といわれたけれど，むっくはみんなにわける
のがおしくなってしまいました。

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-03141-5

初版発行2014年9月

どろろんびょういん おおいそがし
苅田澄子　作／かとうまふみ　絵

どろろん病院には夜になると，おばけの患者
さんがやってきます。目があかなくなった一
つ目小僧，足の骨が折れた唐傘おばけ，首が
からまったろくろ首など。どろろん先生は手
ぎわよく治療します。おばけのユーモア絵本。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定
◆日本図書館協会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-03143-9

初版発行2015年8月

どろろんびょういん たいへん たいへん
苅田澄子　作／かとうまふみ　絵

どろろん病院はおばけの病院。夜になると，
おばけの患者が来ます。頭のお皿が割れた
かっぱ，虫歯の吸血鬼，落書きされたぬりか
べ，赤ちゃんが産まれないやかんころがし。
どろろん先生はてきぱきと楽しく治してあげ
ます！
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-03144-6

初版発行2016年8月

どろろんびょういん どっきりどきどき
苅田澄子　作／かとうまふみ　絵

どろろん病院はいつも変なおばけたちでいっ
ぱい。ハチに鼻を刺された天狗，ツノがぐる
ぐるになった鬼，暑さで体が弱った雪女。ど
ろろん先生は何でも治療できますが，困った
ことに人間を診るのは初めてだったのです。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,485円（税込）
ISBN978-4-323-03145-3
初版発行2020年11月

すずめの うんどうぼうし つくります
西本鶏介　作／黒井　健　絵

庭で運動会の練習をしているすずめを見て，
帽子屋さんはすずめを応援したくなり，帽
子を作ってあげました。運動会の日，いっ
せいに飛び立ったすずめたちを見た帽子屋
さんは，みんなの帽子を作ってあげたいと
思うのでした。
◆全国学校図書館協議会選定

NEW

▲すずめの うんどうぼうし つくります
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絵
本

B5判・B5変型判・A4変型判・B4変型判
24P～48P

心をはずませる，すばらしい絵本とふれあいながら，子
どもたちは本を手にするよろこびを覚えはじめます。長
年読みつがれてきた名作から，話題の新刊まで，感情あ
ふれる作品をそろえました。

金の星社の絵本

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-00211-8

初版発行1970年8月

かわいそうなぞう
つちやゆきお　ぶん／たけべもといちろう　え

戦争中，上野動物園で三頭のゾウが殺されま
した。これは本当にあった悲しいお話です。毎
年終戦記念日に評論家の秋山ちえ子氏が平和
への願いをこめてラジオで朗読し，テレビで
も紹介された名作。
◆全国学校図書館協議会選定◆〈よい絵本〉選定図書
◆全国学校図書館協議会基本図書◆全国学校図書館協議会必読図書
◆日本子どもの本研究会選定

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-00212-5
初版発行1971年10月

はしれクラウス
かんべじゅんきち　ぶん／ふじさわともいち　え

ドイツで生まれ，日本の山野を走って80年。花
形機関車として人々にもてはやされた全盛時
代から，だんだん地方の支線の豆機関車にか
わっていったクラウス17号の，喜びと悲しみ
の一生を描きます。
◆全国学校図書館協議会選定◆〈よい絵本〉選定図書
◆第19回サンケイ児童出版文化賞

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-00213-2

初版発行1971年9月

はちこう　忠犬ハチ公の話

いしだたけお　絵／くめげんいち　文

雨の日も風の日も，亡くなった主人を渋谷駅
前で９年間も待ち続けた忠犬ハチ公の物語。
人と動物の心のふれあいの美しさと素晴らし
さを，子どもたちにつたえる感動的なおはな
しです。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-00214-9

初版発行1971年2月

ちいさなきいろいかさ
イラスト　にしまきかやこ
シナリオ　もりひさし
ちいさなかさ！　きいろいかさ！　ばくさ
んも，きりんさんもはいったふしぎなかさ！
大好きな黄色のかさを買ってもらって，はじ
めてひとりで散歩にでかけた女の子の，新鮮
な感動を描きます。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本図書館協会選定
◆厚生省中央児童福祉審議会推薦◆第18回サンケイ児童出版文化賞
◆第４回世界絵本原画展招待作品

定価1,100円（税込）
ISBN978-4-323-00225-5

初版発行1974年8月

あめがふるときちょうちょうはどこへ
Ｍ・ゲアリック　文／岡部うた子　訳
Ｌ・ワイスガード　絵
雨がふるとき，ちょうちょうはどこへいくの
かしら？　はねがぬれたらとべないでしょう
に……。静かな雨の日の，小さな生き物たち
の姿を，詩情豊かに描いたロングセラー絵本。
◆全国学校図書館協議会選定◆全国学校図書館協議会基本図書
◆日本子どもの本研究会選定◆日本図書館協会選定
◆厚生省中央児童福祉審議会推薦

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-00266-8

初版発行1987年7月

とんでけとんでけわがままむし
さくらともこ　作／若菜　珪　絵

ほんとうはりっぱな王さまなのに，たったひ
とつ欠点があります。それはたいへんわがま
まなこと。それを直すために家来たちが考え
た方法は？
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-00282-8

初版発行1984年2月

たんぽぽ
甲斐信枝　作・絵

道ばたの花・たんぽぽは，つぼみから花ひら
いたあと，綿毛となって空へ舞いあがり，見
知らぬ土地に根をおろします。ドラマチック
な一生をたどるたんぽぽのすがたを，精緻な
タッチで描いた絵本。
◆全国学校図書館協議会選定◆〈よい絵本〉選定図書

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-00284-2

初版発行1984年2月

えんぴつびな
長崎源之助　作／長谷川知子　絵

わたしの宝物は，ちびた鉛筆で作ったおひな
様。疎開先で，あばれん坊のシンペイちゃん
がくれたものです。でも三人官女の約束をし
た晩に，シンペイちゃんは空襲で死にました
…。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本図書館協会選定
◆厚生省中央児童福祉審議会特別推薦

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-00297-2

初版発行1989年3月

わすれないで　第五福竜丸ものがたり

赤坂三好　文・絵

1954（昭和29）年３月，ビキニ環礁で，一隻
のマグロ漁船が水爆実験にまきこまれまし
た。世界で初めて水爆の被害を受け，数奇な
運命をたどった第五福竜丸のドラマチックな
一生を描きます。
◆全国学校図書館協議会選定◆全国学校図書館協議会基本図書
◆日本子どもの本研究会選定
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定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-01817-1

初版発行1999年4月

ふたりはいつもともだち
もいちくみこ　作／つちだよしはる　絵

セレナはジュゴンの女の子。水族館で元気に
暮らしています。ところがある日，急にごは
んを食べなくなり，どんどんやせてしまいま
した。セレナは，友だちのカメキチくんがい
なくなってしまったので寂しかったのです。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-03343-3

初版発行1999年7月

おともだちになってね
岡本一郎　作／つちだよしはる　絵

ひとりで山にすむ子ぐまのフーは，たんじょ
う日なのにおいわいしてくれる友だちがいま
せん。友だちをさがすため，ケーキをもって
今までこわくてわたったことのないつり橋を
勇気をだしてわたりますが…。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-03366-2

初版発行2009年7月

いつまでも ともだち
新沢としひこ　作／市居みか　絵

りすのコリリンたちが森の音楽会に向けて，
一生懸命練習していると，いたずらおばけに
おどろかされます。困っていると，「音楽会
なんか，やめよう」とサルのチョッピーが言
い出します。はりきっていたはずなのに，ど
うして？
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-03368-6

初版発行2010年7月

ハッピー ハッピー バースデー
新沢としひこ　作／いとうみき　絵

今日はヒロくんの誕生日。でも，ヒロくんは
「こんなケーキいらない！」とみんなを困ら
せます。「そんなわがままいってると，けし
ちゃうぞ」と，友だちがロウソクを吹き消す
と，みんなは不思議なロウソクの世界へ。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-03370-9

初版発行2011年9月

ねえ ママ
こやま峰子　作／平松恵子　絵

ママは朝から大忙し。おでかけの時も早足
で，ゆりあが楽しみにしている番号札のボタ
ンもさっと押してしまいます。帰宅して猫を
ぎゅっとするゆりあを見て，ママは今日一度
もゆりあを抱っこしてないことに気付くので
した。
◆日本子どもの本研究会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-03376-1

初版発行2012年9月

うれないやきそばパン
富永まい　文／いぬんこ　絵　
中尾昌稔　作

今にも潰れそうなパン屋さんに，光り輝くデ
ニッシュパンのポールがやって来ました。や
きそばパンのピョンタは店を去ろうとします
が，ポールよりもピョンタを選ぶお客さんが
現れます。思いやり，自信を持つことや物の
大切さを伝えます。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定
◆日本図書館協会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-03379-2

初版発行2013年8月

だっこ だっこ
つちだよしはる　作・絵

くまの子は森のパン屋さんにおつかいに行き
ます。森の中で赤ちゃんをだっこしている動
物たちを見て，お母さんに会いたくなり，か
けだしたくまの子は，ころんで泣きだしてし
まいます。優しさとだっこがいっぱいの絵本。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-03383-9
初版発行2014年10月

いっしょに あそばへん？
岡田よしたか　作・絵

夜，眠れないカスタネットが，友だちのトラ
イアングルを誘って，公園で音を出して遊び
はじめる。すると，リコーダーやピアニカな
どの楽器や，思いもよらないものたちが集
まってきて，真夜中の演奏会がはじまる。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-07296-8

初版発行2014年8月

どん！
西村敏雄　作・絵

たいこのどんとちゃんは，どこかへおでかけ。
「こんにちは～。ど～ん！」道で出会った友
達に，たいこをたたいてごあいさつ。どんな
ピンチも，どん！　どん！　どんまい！　 
読みきかせでどーんと笑えるユーモア絵本。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定
◆日本図書館協会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-07370-5

初版発行2016年9月

がんばるぞう
塚本やすし　作・絵

日照りで食べ物や水がなくなったぞうの村。
弟や妹の笑顔にはげまされたぞうが，「がん
ばるぞう！」と，食料探しの旅に出る。旅先
で見つけたサーカスで人気者になったぞう
は，ごほうびのごちそうを手に村へ帰る。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-03387-7

初版発行2017年5月

うわのそらいおん
ふくながじゅんぺい　作・絵

魚を食べれば海，街の音を聞けば楽器で頭の
中がいっぱい。ついつい想像がふくらんでし
まう，うわのそらいおん。またぼーっとして
と怒るママライオンを見て今度は赤い物で
いっぱいに！　多くの親子が共感する楽しい
絵本。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-07380-4

初版発行2017年4月

たまらんちゃん
つぼいじゅり　作・絵

ぷるるん黄色いたまちゃんと，とろろん白い
らんちゃんは，いつもいっしょ。ある日，ふ
たりは引き裂かれて離ればなれに……。子ど
もたちも大好きなたまごが主人公の「楽しく
て美味しくてこりゃ，たまらん♪」お話。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定
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定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-07382-8

初版発行2017年7月

ゆめねこ
真珠まりこ　作・絵

ある夜，ねこの目を見ていたら，けんちゃん
の目が回りだした。気がつくと朝で，ねこの
耳がはえている。お母さーん！ と叫んで目
が覚めた。ほっとしていたら今度は…。夢な
の？　現実なの？　不思議で楽しいユーモア
絵本。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-07361-3

初版発行2017年9月

パンツ いっちょうめ
苅田澄子　作／やぎたみこ　絵

家の中でパンツいっちょうでいると，お母さ
んにしかられるけれど，パンツ一丁目ではみ
んなパンツいっちょう。パンツいっちょうっ
て，いい気持ち！　でも，大風が吹いたらご
用心。子どもたちが大喜びするユーモア絵本。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-07420-7

初版発行2018年7月

セボンちゃん
ケロポンズ　作／たんじあきこ　絵

セボンちゃんはおいしいものが大好き。オイ
シアワセボン！ が口癖です。ある朝，サン
ドイッチを作ろうと，材料探しに出かけます。
牛にチーズをもらい，いちごを摘んで…。と
てもハッピーで，おなかがすいちゃう絵本。
　

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-07437-5

初版発行2019年2月

しゅつどう！ しょうぼうたい
鎌田　歩　作・絵

消防署ではたらくお父さんの一日を追いなが
ら，消防士の仕事や職場，災害現場の様子な
どを知ることができる絵本。ページを広げる
と幅77cmもある消火シーンや，緊迫感あふ
れるレスキューシーンなど，見ごたえのある
一冊！
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-07435-1

初版発行2019年4月

パンダのパンやさん
岡本よしろう　作・絵

ふっくらパンのいいにおい！ パンダのパン
やさんは，朝からお客さんで大にぎわい。お
店が一段落したら，ぱぱぱんだはバイクに
のって，パンの配達にでかけるよ。今日はこ
ぱんだも一緒。おいしいパンを届けにいこ
う！下町の名店がたくさん登場！
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-03391-4

初版発行2019年6月

あるある いるいる ようかいえほん
いちよんご　作・絵

ベランダで洗濯物を干しているとカチャッと
鍵が。そこには妖怪【しめだしたろう】。う
んちを流さないとやってくる【うんのかみ】
など、子育ての「あるある」が楽しい妖怪と
なってたくさん登場する、妖怪ずかん絵本。
　

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-07434-4

初版発行2019年7月

にんじん かりかり かじったら
石津ちひろ　文／柴田ケイコ　絵

にんじん かりかり かじったら かりかり お
えかき はじめたよ。きのみを こりこり か
じっていたら かたが こりこりに なっちゃっ
た。ページをめくると、同じ音をもつ二つの
言葉の違いが楽しめるオノマトペ絵本。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-07462-7

初版発行2020年4月

オリンピックせんしゅになりたいな
城井　文　作・絵

オリンピックが楽しみなこぐまのスックと
ポック。スポーツ見学に出かけ，いろいろな
競技にチャレンジします。ライオン選手にオ
リンピック選手になれる秘訣を聞いたふたり
は，もっとスポーツが好きになるのでした。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-07456-6

初版発行2020年5月

キラリちゃん
ひらぎみつえ　作・絵

キラリちゃんは紙で作ったお人形。あかり
ちゃんとはるちゃんは，キラリちゃんとブ
ランコやすべり台で遊んだあと，キラリちゃ
んに帽子やベッドやお友だちも作ってあげ
ました。手作り工作の楽しさいっぱい，夢
いっぱい！
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-07473-3

初版発行2020年9月

い～れ～て！
中川ひろたか　作／市居みか　絵

ぼくはみんなと遊ぶのが苦手。ぼくは自分
で描いたうさぎと友だちになって遊ぶ。で
も，崖から落ちてしまったとき，みんなが
ロープで助けてくれたよ。ありがとう！　
ぼくは絵を描くのをやめてみんなに言った。
い～れ～て！
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-03393-8
初版発行2020年12月

ねこのようしょくやさん
KORIRI　作・絵

町で人気のねこのようしょくやさんではハ
ルオシェフと助手のみかんちゃんがふみふ
みこねこねハンバーグの仕込み中。お店の
前にはもう行列ができています。ところが
ハンバーグがつまみぐいされてるにゃ！　
犯人はまさか！
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-07470-2

初版発行2021年3月

はやくちレストラン
もぎあきこ　作／森あさ子　絵

パーティーの料理人としてお城に呼ばれた
「はやくちレストラン」のカッキクッケコッ
ク。そこでライバルのサ・シースセーソ・シェ
フと料理対決することになり…!?　ユーモア
たっぷりの料理名は早口言葉になっていま
す！

NEW

NEW

NEW

NEW
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定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-03361-7

初版発行2007年9月

ふしぎなキャンディーやさん
みやにしたつや　作・絵

タヌキのおじさんが売っている，ふしぎなキャ
ンディーをなめると，すごいことが起こります。
キャンディーを買ったブタくんは，いたずらを
思いつきますが…。ページをめくるのが楽しい，
コメディー絵本。
◆第54回青少年読書感想文全国コンクール課題図書
◆第13回日本絵本賞読者賞◆全国学校図書館協議会選定
◆〈よい絵本〉選定図書◆日本子どもの本研究会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-03380-8

初版発行2013年9月

ふしぎなタネやさん
みやにしたつや　作・絵

タヌキのおじさんが売っているタネは，呪文
をかけると，ふしぎなものになります。ブタ
くんがドーナツのタネをまいたとき，はらぺ
こオオカミが登場。さあ大変！ 次々にふし
ぎなことが展開する楽しさいっぱいの絵本。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-03385-3

初版発行2016年7月

ふしぎなカサやさん
みやにしたつや　作・絵

タヌキのおじさんが売っているカサを開く
と，ふしぎなものが空からたくさん降ってき
ます。ブタくんがお寿司の絵のカサを開いた
とき，はらぺこオオカミが登場。大変だ！ 
次々にふしぎなことが起こる楽しさいっぱい
の絵本。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-07118-3

初版発行2008年2月

あなたがとってもかわいい
みやにしたつや　作・絵
いつもとってもかわいい赤ちゃんの顔。泣い
た顔，笑った顔，あくびしたりくしゃみした
顔，うんちの時の真っ赤な顔。大きくなった
今も，そしてこれからもずっと，かわいいと
思う気持ちは変わらない。母親の大きな愛を
描く。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定
◆日本図書館協会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-07275-3

初版発行2014年2月

おかあさん だいすきだよ
みやにしたつや　作・絵

ぼくはお母さんが大好きだけど，お母さん
は「早くしなさい」「ぐずぐずしないで」「何
回言えばわかるの」って，ぼくをしかってば
かり。優しくしてくれたら，もっと好きなの
に。子どもの気持ちに寄り添った子育て応援
絵本。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-07439-9

初版発行2019年7月

おかあさん ありがとう
みやにしたつや　作・絵

風邪をひいて熱を出したとき，寝ないで看病
してくれたり，運動会でビリになっても「が
んばったね」って，ぎゅーっとしてくれたり。
おかあさん，いつもありがとう。ぼくが産ま
れたときのことをおとうさんが教えてくれた
よ。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-03369-3

初版発行2011年7月

ありんこのアリー
みやにしたつや　作・絵

ありんこのアリーは力持ち。ビスケットも
キャンディーも簡単に持ち上げてしまいま
す。「でも，あれはアリーでも持ち上げられ
ないさ」と友だちがいいます。あれって何で
しょう？　思いやりの心を育むユーモラスな
絵本。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-03373-0

初版発行2012年2月

ふじさんファミリー
みやにしたつや　作・絵

ぼくは，ふじさんしろう。女の子の赤ちゃん
が生まれてお兄ちゃんになったけど，ママは
赤ちゃんの世話で疲れて，怒ってばかり。と
うとう，ぼくは泣きながら飛びだしちゃった
…。家族のぬくもりを感じる楽しい絵本。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-03363-1

初版発行2008年7月

キツネのおとうさんがニッコリわらっていいました
みやにしたつや　作・絵

キツネのお父さんは「きょうはおいしい子ブ
タをつかまえてくるぞ」と，はりきって出か
けますが，お父さんが子ブタをつかまえよう
とすると，リンゴをもらったり，お花をもらっ
たり…。優しい気持ちになれる楽しい絵本。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-07271-5

初版発行2011年6月

あさがお
荒井真紀　文・絵

小さな種から芽がでて，ふた葉をひろげ，つ
るをのばし，つぼみがふくらみ，美しい花を
咲かせ，また種ができる……，アサガオの一
生を描いた絵本。あたたかみのある細密画が，
自然のふしぎ，命の神秘を伝えます。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定
◆日本図書館協会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-07272-2

初版発行2013年6月

ひまわり
荒井真紀　文・絵

美しい細密画で，ヒマワリの一生を描いた絵本。
種から根がのび，芽がでて，葉をつけ，ぐんぐ
んと背丈をのばし，つぼみをつけ，大きな花が
咲き，そしてまた種ができるまでを，丁寧に描
いている。小学校生活科の副教材にも最適。
◆第60回青少年読書感想文全国コンクール課題図書
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定
◆日本図書館協会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-07273-9

初版発行2015年3月

たんぽぽ
荒井真紀　文・絵

春になると，たんぽぽは茎を高くのばして，
あざやかな黄色い花をさかせます。花がかれ
ると，たくさんの綿毛になって，白いボール
のような姿になります。ふしぎにみちたたん
ぽぽの一生を，美しい細密画で描いた絵本。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定
◆第26回ブラティスラヴァ世界絵本原画展金のりんご賞
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定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-03349-5

初版発行2002年9月

へんしんトンネル
あきやまただし　作・絵

ふしぎなトンネルがありました。このトンネ
ルをとおると，なぜか，いろんなものにへん
しんしてしまうんです。かっぱも，ロボット
も，えりちゃんも…。声に出して読んでほし
い，ふしぎで楽しいことば遊びの絵本。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-03353-2

初版発行2005年2月

へんしんトイレ
あきやまただし　作・絵

へんしんトイレというふしぎなトイレをつか
うと，なぜか変身しちゃうんです。まこちゃ
んが「まこまこまこ…」といいながら入ると，

「…こまこまこま」と，こまになって出てき
ちゃいました。絶対はまることば遊び絵本。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-03355-6

初版発行2005年9月

へんしんマラソン
あきやまただし　作・絵

さあ，これからふしぎなマラソン大会が始ま
りますよ。みんなが思わぬものにへんしんし
ちゃうこの大会で，優勝するのは一体だれか
な？　ふしぎで楽しいことば遊びの絵本。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-03356-3

初版発行2006年6月

へんしんオバケ
あきやまただし　作・絵

あるところに，こわ～いどうくつがありまし
た。その名も，オバケどうくつ。このどうく
つをくぐると，なぜかオバケにへんしんし
ちゃうんです。めちゃくちゃ楽しい，ことば
遊び絵本。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-03358-7
初版発行2006年10月

へんしんコンサート
あきやまただし　作・絵

舞台に立つと，なぜかみんなへんしんしてし
まう「へんしんコンサート」。ことばを何度も
くりかえしながら，ページをさっとめくると，
ことばが変わるという不思議で楽しい絵本。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-03359-4

初版発行2007年6月

へんしんとびばこ
あきやまただし　作・絵

さあ，とびばこたいかいをはじめるよ。この
ふしぎなとびばこをとんで，いろんなものに
へんしんしちゃおう！　めちゃくちゃ楽し
くって大いに笑えることば遊び絵本。読みき
かせにも最適です。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-03362-4
初版発行2007年10月

へんしんプレゼント
あきやまただし　作・絵

サンタのおじさんが子どものなまえをくりか
えし呼ぶと，そのなまえが，すてきなプレゼ
ントにへんしんしてしまいます。どんなプレ
ゼントになるのでしょうか？　読み聞かせに
も最適です！
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-03364-8

初版発行2008年8月

へんしんマジック
あきやまただし　作・絵

かっぱくんが，まほうのはこでマジックを見
せてくれます。なにかを入れて，じゅもんを
くりかえしとなえると…おもわぬものにへん
しんしちゃうんです！　意外な変化とおどろき
いっぱいのことば遊び絵本！
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-03365-5

初版発行2009年5月

へんしんクイズ
あきやまただし　作・絵

クイズを出しながら，関連することばを何度
もとなえると，そのことばが答えに早変わ
り！　思わぬことばのへんしんに大笑いし
てしまいます。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-03367-9

初版発行2010年7月

へんしんマンザイ
あきやまただし　作・絵

漫才ふうに会話をしながら，あることばを何
度もくり返すと，思わぬことばに大へんし
ん！　声に出して読むと大いに笑えて，誰
もがつぼにはまってしまいます。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-03372-3
初版発行2011年11月

へんしんかいじゅう
あきやまただし　作・絵

あることばを何度もくりかえしながら，かい
じゅうやまを登ると，へんてこなかいじゅう
に大へんしん！　声に出して読むと大いに
笑える，ふしぎなことば遊び絵本。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-03374-7

初版発行2012年8月

へんしんおんせん
あきやまただし　作・絵

あることばを何度もくりかえしながら，おん
せんに入ると，すがたがかわってみるみる元
気になります！　声に出して読むと大いに
笑える，ふしぎなことば遊び絵本。
◆日本子どもの本研究会選定
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定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-03378-5

初版発行2013年8月

へんしんレストラン
あきやまただし　作・絵

あるレストランのメニューには，ふしぎな料
理ばかりがのっています。注文をうけた店員
が料理の名前をくりかえすと，みんなを幸せ
にする料理が登場します。大人気のことば遊
び絵本。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-03381-5

初版発行2014年7月

かえってきた へんしんトンネル
あきやまただし　作・絵

ある日，突然，あらわれたふしぎなトンネル。
このトンネルをくぐると，なぜか意外なもの
にへんしんします。園の先生や読みきかせ会
の方々にも大好評。大いに笑えることば遊び
絵本です。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-03384-6
初版発行2015年11月

へんしんマーケット
あきやまただし　作・絵

ふしぎなスーパーマーケットがありました。
その名もへんしんマーケット。買い物をする
と，意外なものにへんしんします。園の先生
や読みきかせ会の方々に大好評。声に出して
読むと大いに笑える，ことば遊び絵本。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-03386-0

初版発行2016年8月

へんしんおてんき
あきやまただし　作・絵

へんしんてんきよほうでは，これからのおて
んきを伝えています。誰かが何かをすると意
外なおてんきになっちゃうんです。園の先生
や読みきかせ会の方々に大好評。笑えること
ば遊び絵本です。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-03388-4

初版発行2017年6月

へんしんテスト
あきやまただし　作・絵

へんしんテストは，みんながまんてんをとれ
るたのしいテスト。くりかえしてよむと，こ
とばがへんしんしちゃうんです！　園の先生
や読みきかせ会の方々に大好評。大いに笑え
ることば遊び絵本です。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-03389-1

初版発行2018年6月

へんしんたんてい
あきやまただし　作・絵

てーたんはどんな問題も解決しちゃいます。
だましているのは誰か。「だますだます…だ
ますだ，ますだ」ますだくんでした。園の先
生や読みきかせ会の方々に大好評。笑えるこ
とば遊び絵本です。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-03390-7

初版発行2019年6月

へんしんバス
あきやまただし　作・絵

だれかがのると，へんしんしちゃうふしぎな
バス。カラスがのると「かあ かあ かあか あ
か…」と赤色にへんしん。園の先生や読みき
かせ会の方々に大好評。笑えることば遊び絵
本です。
　

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-03392-1

初版発行2021年3月

へんしんどうぶつえん
あきやまただし　作・絵

ここはへんしんどうぶつえん。ラゴリとい
う動物の名をくりかえすと「ラゴリ　ラゴ
リラ　ゴリラ」とゴリラにへんしん。園の
先生や読みきかせ会の方々に大好評。笑え
ることばあそび絵本「へんしんシリーズ」
第20弾！

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-03375-4

初版発行2012年9月

ギリギリかめん
あきやまただし　作・絵

いつもはとってもだらだらしているこうたく
ん。でも，いざとなったらギリギリかめんに
へんしんし，いろんなことが信じられないス
ピードでできるようになるのです。しっぱい
もあるけど，愛すべきキャラクターの絵本。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-03377-8

初版発行2013年6月

ヤダヤダかめん
あきやまただし　作・絵

いつも「やだやだ」ばかりいう，こころちゃ
ん。でも，ヤダヤダかめんに変身すると，「や
だやだ」いわなくても，まわりがわかってく
れるようになるのです。子どもの成長に欠か
せない「反抗期」がテーマの楽しい絵本。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-03382-2

初版発行2014年9月

ベタベタかめん
あきやまただし　作・絵

たっくんの妹はお母さんにあまえてばかり。
でも，たっくんは恥ずかしくてあまえられま
せん。我慢できなくなった時，ベタベタかめ
んに変身するのです。子どもの成長に欠かせ
ない親子の愛情をテーマにした楽しい絵本。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

NEW
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定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-02410-3
初版発行1996年10月

うみキリン
あきやまただし　作・絵

背が一万メートルもあるフシギな生きものう
みキリン。うみにすんでいるんだよ。うみの
なかまたちとはとってもなかよし。どうやっ
てせいかつしているかって？　それは，よん
でのおたのしみ！
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定
◆日本図書館協会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-02411-0

初版発行1997年5月

とんとんとん
あきやまただし　作・絵

はじめてかずきくんのうちにあそびにいきま
した。でも，大きなマンションで，どのドア
がかずきくんのうちかわかりません。ここか
しら？　とんとんとん…，ドアをたたくと，中
からカバのおやこがでてきましたよ！
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-02419-6
初版発行1998年11月

ぴかぴかドキドキ
あきやまただし　作・絵

なかなかねむれないゆかちゃん。お兄ちゃん
に「絵本よんで」とせがみますが，部屋には
絵本がありません。２人は絵本をさがしにい
きますが家の中はまっくらで，なにかでてき
そう。電気をつけた時，そこにいたのは？
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-03505-5

初版発行2011年4月

ぴあのうさぎ
あきやまただし　作・絵

ぴあのうさぎちゃんはピアノを持ってお出か
け。空を見て，そーらー，公園のシーソーを
見て，しーそーと弾きながら歌います。ドレ
ミの音階に合わせて楽しいストーリーが展開
する，画期的なことば遊び&ユーモア絵本！
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-03506-2

初版発行2012年1月

ぴあのうさぎとみみおばけ
あきやまただし　作・絵

ぴあのうさぎちゃんは雨で外で遊べず，ピア
ノを弾きます。しらー。物音が聞こえ耳をす
まし，みみー。たんすの引き出しからお化け
がとびだし，どふぁー。ドレミに合わせた楽
しいことば遊び＆ユーモア絵本！
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-07156-5

初版発行2011年5月

しげちゃん
室井　滋　作／長谷川義史　絵
しげちゃんは自分の名前が嫌いだったが，子
どもの幸せを願って親が名前をつけることを
知り，好きになる。室井滋の名前にまつわる
ユーモラスなエピソードを室井滋自身が綴
り，長谷川義史が人情味豊かにおおらかに描
き，読者の共感を呼ぶ絵本。
◆全国学校図書館協議会選定◆〈よい絵本〉選定図書
◆日本子どもの本研究会選定◆日本図書館協会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-07359-0

初版発行2016年7月

しげちゃんと じりつさん
室井　滋　作／長谷川義史　絵

しげちゃんは甘えん坊で怖がりだ。バアちゃ
んと一緒に寝て，首からお守りを下げている。
成績表に「自立を」って書かれ，お母さんは
今夜から一人で寝なさい！ と言う。ちょっ
と怖いけど，おもしろい！　ユーモア満載の
絵本。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-07469-6

初版発行2021年3月

しげちゃんの はつこい
室井　滋　作／長谷川義史　絵

しげちゃんのクラスに転校生の男子サエ
ちゃんが来た。持ち前の明るさで人気者に
なるが，学校に来なくなり，心配するしげ
ちゃん。だが，サエちゃんは元気だった。
二人でお祭りに行き仲良くなるが，突然，
別れの時が来る。

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-07363-7
初版発行2016年11月

いとしの毛玉ちゃん
室井　滋　作
長谷川義史＆むろいしげる　絵
ぼくは毛玉だらけのネコ。ある晩，ぼくと
ミーコは家を出た。町はずれで古い家を見つ
け，その家のおばあさんと暮らし始める。優
しいおばあさんの役に立とうと，ぼくらは毛
玉ショーに挑戦。思いやりの気持ちが心に響
く絵本。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-07179-4

初版発行2011年9月

おどるカツオブシ
森　絵都　作／竹内通雅　絵

カツオブシが大好きなぼくのお父さん。きょ
うもお好み焼きにたっぷりかけると，なんと，
カツオブシがおどってる。そして歌い出し
た！　お好み焼きの舞台は絶好調。その時，
何かが降ってきた…。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-07247-0
初版発行2012年12月

オニたいじ
森　絵都　作／竹内通雅　絵

節分の日の豆まき。今年の豆たちは，オニの
お面をつけたおじさんではなくて，世界にい
る本物のオニを退治したいと考えた。豆たち
は，自転車泥棒，銀行強盗，密猟者，地球の
侵略者を撃退。痛快で楽しいオニ退治の絵本。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

NEW

▲ぴかぴかドキドキ
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定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-07047-6

初版発行2004年9月

ないた
中川ひろたか　作／長　新太　絵

「ぼく」は叱られて泣いて，迷子になって泣い 
て，犬のシロが死んで泣く。大人はどうして泣
かないのかな？　でもお母さんの布団にもぐ
り込んだ時お母さんの目から涙が…。人はどん
な時に泣くのかを子どもの視点で描いた絵本。
◆第51回青少年読書感想文全国コンクール課題図書
◆第10回日本絵本大賞◆全国学校図書館協議会選定
◆〈よい絵本〉選定図書◆日本子どもの本研究会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-07119-0

初版発行2008年9月

おこる
中川ひろたか　作／長谷川義史　絵

毎日怒られてばかりのぼく。怒られない世界
へいってみたものの，何をしても怒られない
のはひとりぼっちでさびしい。怒られたらい
やなくせに，ぼくも怒ることがある。「なんで
人は怒るんだろう」と深く考えさせる一冊。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-07279-1

初版発行2014年6月

うそ
中川ひろたか　作／ミロコマチコ　絵

人間はうそをつく動物。うそをつくのはよく
ないこと。でも，人を喜ばすうそもある。人
からよく思われたいとき，悲しませたくない
とき，ほかにもいろいろ，うそをつく。うそ
を見つめて，人が生きることを深く考える絵
本。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-07395-8

初版発行2018年5月

おうち
中川ひろたか　作／岡本よしろう　絵

人はおうちに帰る。なぜ帰るんだろう。ごは
んが食べられないから？ お風呂に入れない
から？ 眠れないから？ 犬や鳩やミツバチも
おうちに帰る。すごく不思議。おうちにいる
と安心する。おうちについて深く考える絵本。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-07289-0

初版発行2014年9月

なぞかけどうじょう
中川ひろたか　作／大島妙子　絵

なぞかけは「○○とかけて△△ととく。その
心は□□」という江戸時代からある言葉遊び
で，落語家の大喜利でもおなじみ。同じ発音
でも意味が異なる言葉，同音異義語の勉強に
もなります。さあ，なぞかけ道場に入門しよ
う！
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定
◆日本図書館協会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-00274-3

初版発行1992年7月

たこやきマントマン
やさいばたけのぼうけんのまき
高田ひろお・作／中村泰敏・絵

畑をあらされて困っている野菜たちのため
に，モグラ軍団と対決するマントマン。モグ
ラたちは土の中の暗くてせまい穴の中で，す
ばしっこくうごきまわります。暗い穴の中で
ひっさつ技がだせないマントマン。ピンチ！

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-00277-4

初版発行1994年2月

たこやきマントマン
にぎやかもりのぼうけんのまき
高田ひろお・作／中村泰敏・絵

にぎやかもりにでかけた，たこやきマントマ
ン。ところが，いつもにぎやかなもりの動物
たちが，せきやらくしゃみ，熱まであってま
るで元気がありません。どうやらドン・ゴホ
ンの仕業のよう。さぁ，マントマン出番で
す！

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-00280-7

初版発行1994年7月

たこやきマントマン
のんびりおそらのぼうけんのまき
高田ひろお・作／中村泰敏・絵

大空のふわふわ雲と遊んでいたたこやきマン
トマンの五つ子たち。ところがかいじゅうド
ラゴン・クモンジャーが雲を食べてしまい，
花や草がカラカラになってしまいます。カミ
ナリと協力してかいじゅうたいじ！

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-02406-6
初版発行1995年12月

たこやきマントマン
うちゅうのぼうけんのまき
高田ひろお・作／中村泰敏・絵

マントマンたちとともだちののんきなせん
ちょうが，うちゅうせん〈ちきゅうごう〉に
のってうちゅうにたびだちました。ところが
すぐにＳＯＳしんごうが！　かいぞくゲボ
ネにつかまってうごけないらしいぞ。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-02415-8
初版発行1997年10月

たこやきマントマン
クリスマスのぼうけんのまき
高田ひろお・作／中村泰敏・絵

サンタさんがブリザード軍団におそわれてし
まいました！　みんなのクリスマスプレゼ
ントをうばいかえしにいったたこやきマント
マン。ひっさつゆきだるまこうげきだ！

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-03342-6

初版発行1999年7月

たこやきマントマン
マリンランドのぼうけんのまき
高田ひろお・作／中村泰敏・絵

たこやきマントマンの５人が，マリンランド
におりてみると，そこにはあきかんやペット
ボトルのごみがいっぱい。そんなごみの山か
ら，ポイすてかいじゅうボッカン・ペットラー
があらわれた！

▲うそ
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定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-00231-6

初版発行1972年8月

チロヌップのきつね
たかはしひろゆき　文・絵

北海の孤島できつねの親子が平和にくらして
いました。しかし，戦争の余波はこの親子に
までおよんできたのです。英語版・ドイツ語
版が出版され，アニメ映画でも話題をさらっ
た詩情豊かな絵本。
◆全国学校図書館協議会選定◆〈よい絵本〉選定図書
◆全国学校図書館協議会基本図書

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-00237-8
初版発行1979年11月

絵本　おこりじぞう
山口勇子　原作／沼田曜一　語り
四国五郎　絵
1945年8月6日。広島の町角に立つわらいじぞ
うが見たものは，まるで太陽が落ちてきたと
しかいいようのない光景だったのです…。作
家と語り部と画家が悲しみと怒りをこめて描
く入魂の絵本。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本図書館協会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-00250-7

初版発行1982年7月

トビウオのぼうやはびょうきです
いぬいとみこ　作／津田櫓冬　絵

サンゴ礁の美しい平和な海を，突然おそった
恐怖の光。死の灰をうけた海の生物たちは…。
第五福竜丸の悲劇を知った著者が，核兵器廃
絶への願いをこめて，平和の尊さをわかりや
すく描いた絵本。
◆全国学校図書館協議会選定◆全国学校図書館協議会基本図書
◆日本子どもの本研究会選定
◆厚生省中央児童福祉審議会推薦

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-07454-2

初版発行2020年1月

ねこのジョン
なかえよしを　作／上野紀子　絵

捨てられた子犬のジョンは，お母さん猫に拾
われ子猫たちと一緒に育てられます。姿や鳴
き声が違うせいで子猫たちにからかわれた
ジョンは，悲しくなって家を出ます。ところ
が，ジョンのそばにずっといてくれた子猫が
いたのです。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-07455-9

初版発行2020年1月

ことりとねこのものがたり
なかえよしを　作／上野紀子　絵

ちいさな黒猫は高い所が怖くて，ほかの猫た
ちから仲間はずれにされていました。そんな
黒猫にもたったひとり，友だちがいます。そ
れは一度も空を飛んだことのない，ことりさ
んです。黒猫がことりさんのためにしたこと
とは……。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-01358-9

初版発行1996年5月

にじいろのしまうま
こやま峰子　作／やなせたかし　絵

森のおくで，きれいなにじいろのしまうまが
生まれました。みんなは大よろこび。ところ
が，雨のふらない日がつづいて川の水がなく
なってしまいます。なかまたちのためににじ
いろのしまうまはいのりました。すると……。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-00240-8

初版発行1980年3月

あめのひのトランペット
安房直子　作／葉　祥明　絵

野原の真ん中の一本の樹の下に「ふしぎや」
と看板をだした家がありました。そこは、く
まが楽器を売っているお店でした。雨のふり
続くある日、男の子が訪ねてトランペットを
手にすると、ふしぎなことが……。
　

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-00242-2 
初版発行1980年11月

はるかぜのたいこ
安房直子　作／葉　祥明　絵

秋のおわりのある日、野原のくまのお店を訪
ねたのは、寒がりうさぎさんでした。くまの
もってきた“大だいこ”をドーンとたたくと、
ふしぎふしぎ。あたりは一面、春の野原に…。
あたたかな春のイメージがふくらむ絵本。
　

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-01370-1

初版発行2006年7月

きつねのでんわボックス
戸田和代　作／たかすかずみ　絵

子どもを亡くした母ぎつねは，山のふもとに
ある電話ボックスに来る男の子に我が子をだ
ぶらせ，そっと見守ります。母親の心情と親
子の愛を描く感動のロングセラーが美しい
オールカラー絵本として登場。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-02443-1
初版発行2011年12月

こぐまとめがね
こんのひとみ　作／たかすかずみ　絵

おばあちゃんが天国にいってしまい，悲しみ
に心を閉ざすこぐまは形見の度の合わないめ
がねをかけつづけます。ある日，転んだ拍子
にめがねが壊れ，こぐまはようやく声をあげ
て泣くことができたのでした。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-02463-9

初版発行2017年7月

おやすみ おやすみ　みんな おやすみ
かのうかりん　作・絵

動物たちも眠ります。コアラはお母さんの背
中で，カバは水面から顔を出して，ペンギン
はお父さんとお母さんの真ん中で。睡眠の時
間や場所や姿勢はいろいろ。でも，眠ってい
るときはみんなかわいい！　心癒される絵
本。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-02447-9
初版発行2013年11月

ぼくは うんてんし
くさのたき　作／間瀬なおかた　絵

たくみくんが古いバスの運転席にすわり，帽
子をかぶると，なんと本当の運転士さんに！
うさぎやきつねをバスに乗せて，助けてあげ
ます。最後に乗った女の子はバスが大好きで，
将来の夢を語ります。不思議で楽しいお話絵
本。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定
◆日本図書館協会選定
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定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-02452-3

初版発行2014年7月

おとぎれっしゃ しゅっぱつしんこう！
間瀬なおかた　作・絵

おとぎ列車がトンネルを抜けると，次々に世
界が変わります。日本のおとぎ駅は昔話の世
界。外国のおとぎ駅，海賊の宝島，竜宮城，
空の駅…，夢いっぱいの遊園地。トンネルの
向こうはなーに？　大興奮の穴あきしかけ絵
本！
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-02457-8

初版発行2015年7月

はしれ！ きかんしゃ まめでん
間瀬なおかた　作・絵

小さな機関車まめでんは村の子どもたちの人
気ものだったが，町も電車も変わっていった
…。長い年月が過ぎ，まめでんが忘れられそ
うになったとき，年老いた運転士のげんさん
が笑顔で戻ってくる！　夢が広がる機関車
の絵本。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-02465-3
初版発行2017年11月

ありがとう トワイライトエクスプレス
かねづかまこと　作絵

寝台特急トワイライトエクスプレスに乗った
ゆうき君。大雪に阻まれ到着が大幅に遅れる
中，車内ではクイズ大会やお弁当が出るなど
素敵なおもてなしが。２泊３日の忘れられな
い旅となります。実話を元にした絵本。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-07394-1

初版発行2017年8月

サファリ
松岡たつひで　作・絵

狩りをするライオンやチーター，美しく飛翔
するフラミンゴなど，アフリカのサファリの
魅力を感動再現！　動物や鳥，昆虫，は虫類
などが120種以上登場。サファリの見どころ
や，生き物たちの生態を随所で解説している。
◆日本子どもの本研究会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-02474-5
初版発行2020年12月

うみといきる
ふくいてる　作／いとう良一　絵

毎月，高台への避難訓練をする校長先生。
先生にはそうする悲しい理由がありました。
災害→復興をくりかえす日本で一人一人が
命を守り，しなやかな国にするにはどうし
たらよいか，海とのくらしから防災・減災
について考える絵本。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-02481-3

初版発行2021年3月

モルモットの ちゃもと けだまーず
なかやみわ　作・絵

ちゃもは，臆病なモルモットの男の子。み
んなのように橋を渡り『モルやま』に登る
ことができません。ちゃものところに現れ
た「けだまーず」たちを追いかけるうちに，
外の世界へ飛び出し，成長していく姿を描
きます。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-01354-1

初版発行1990年5月

まえむき よこむき うしろむき
鈴木まもる　作・絵

動物や植物をはじめ，乗り物や日用品などの
さまざまなものの形を，前・横・後ろから描
きます。単に形を覚えられるだけでなく，子
どもたちの自由な発想力も育てられるユニー
クな一冊です。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-01356-5

初版発行1992年9月

どうなってるの　こうなってるの
鈴木まもる　作・絵

「とけい」や「りんご」「れいぞうこ」に「きょ
うりゅう」これの中って，いったいどうなってい
るの？という子どものそぼくな疑問に，人気の
画家が，わかりやすいイラストで答えます。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-01365-7

初版発行2005年1月

つみきでとんとん
竹下文子　文／鈴木まもる　絵

子どもたちはみんな，つみきで遊ぶのが大好
き。並べると，いろいろなものができます。ベ
ンチ，きりん，くるま，おしろ……かいじゅ
うつみきざうるす！　リズミカルな文と可
愛い絵，読み聞かせに最適な夢が広がる絵本。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定
◆日本図書館協会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-01368-8

初版発行2006年3月

そらとぶクレヨン
竹下文子　文／鈴木まもる　絵

子どもたちはみんなクレヨンで遊ぶのが大好
き。いろいろな色で，好きなものを描いちゃ
おう！　リズミカルな文章とかわいい絵，読
み聞かせに最適な夢が広がる絵本。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-01372-5

初版発行2007年5月

おまかせコックさん
竹下文子　文／鈴木まもる　絵

ぼくたち元気なコックさん。おいしいものな
ら，おまかせ！　トマト，レタス，ソーセー
ジ，ゆでたまごなど，大きなパンにいろいろ
はさんで，世界一のサンドイッチのできあが
り。見て作って食べて，幸せいっぱいの絵本。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定
◆日本図書館協会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-01375-6

初版発行2008年3月

おすしのせかいりょこう
竹下文子　文／鈴木まもる　絵

回転寿司のお寿司たちが店をとびだし，旅に
出ます。野を越え，山越え，海越えて，世界
中を旅してまわり，地球をまわり…。リズミ
カルでテンポのよい文とスケールの大きな明
るい絵で，読み聞かせにも最適な楽しい絵本。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

NEW

NEW
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定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-01363-3
初版発行2003年10月

せんろはつづく
竹下文子　文／鈴木まもる　絵

子どもは線路をつなげる遊びが大好きです。
山にはトンネルをほり，川には鉄橋をかけて，
池があったら回り道。やがて，線路がぐるっ
とつながり，駅ができました。リズミカルな
文と可愛い絵で，親子一緒に楽しめる絵本。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定
◆日本図書館協会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-01377-0

初版発行2009年9月

せんろはつづく まだつづく
竹下文子　文／鈴木まもる　絵

線路をどんどんつなげて，列車を走らせよ
う！　工事中だ，どうする？高いがけだ，
どうする？　お客さんが来たよ，どうする？
さあ，みんななら，どうする？リズミカルな
文と可愛い絵で，親子で一緒に楽しめる絵本。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定
◆日本図書館協会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-02442-4

初版発行2011年8月

せんろはつづく どこまでつづく
鈴木まもる　文・絵

線路と線路をつないだら，列車をつなげよう。
坂道がのぼれないときは，ディーゼル機関車
につなげよう。新幹線も貨物列車もブルート
レインも，みんなつなげて走らせよう。いろ
いろな列車が登場，親子で一緒に楽しめます。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-02453-0

初版発行2014年8月

すすめ！ きゅうじょたい
竹下文子　文／鈴木まもる　絵

ぼくたち，救助隊。困ったことを発見したら，
すぐに出動して，救助するよ。みんなで力を
合わせれば大丈夫。ショベルカー，高所作業
車，ダンプカー，ホイールローダー，クレー
ン車，ヘリコプターと子どもたちが大活躍！
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-02459-2
初版発行2015年11月

すすめ！ ゆきの きゅうじょたい
竹下文子　文／鈴木まもる　絵

ぼくたち，救助隊。寒い冬でもすぐに出動す
るよ。大雪が降ってもみんなで力を合わせれ
ば大丈夫。ショベルカー，高所作業車，ダン
プカー，ホイールローダー，クレーン車，ヘ
リコプターと，６人の子どもたちが大活躍！
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-02460-8

初版発行2016年7月

すすめ！ うみの きゅうじょたい
竹下文子　文／鈴木まもる　絵

ぼくたち救助隊。海からかもめが飛んできた。
早く来てって言ってるみたい。救助隊，出動！　
ショベルカー，ホイールローダー，ダンプ
カー，高所作業車，クレーン車，ヘリコプター，
ゴムボートと，子どもたちが大活躍！
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-02464-6

初版発行2017年8月

てをつなぐ
鈴木まもる　作・絵

つぎはだれの手かな？　男の子がお母さんと
つないだ手は，世界中のいろいろな人，地球
上に生きるいろいろな生きものへとつながり
広がっていく。地球の上で，皆がつながり一
緒に生きていることの素晴らしさを伝える。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-02469-1

初版発行2020年5月

どこからきたの？ おべんとう
鈴木まもる　作・絵

おべんとうには卵焼き，アジフライ，ポテ
トサラダなど，おいしいものがいっぱい！
でも，どこから来て，どうやって食べられ
るようになったのかな。食材の生産現場，
流通過程，調理の仕方もわかるユニークな
食育絵本。
◆第67回青少年読書感想文全国コンクール課題図書

NEW

低学年の部　課題図書

主催／公益社団法人 全国学校図書館協議会・毎日新聞社
後援／内閣府・文部科学省　協賛／サントリーホールディングス株式会社

第67回

【プロフィール】
1952年、東京生まれ。東京藝術大学中退。画家、絵本作家、
鳥の巣研究家。「黒ねこサンゴロウ」シリーズ（偕成社）で赤い鳥
さし絵賞。『ぼくの鳥の巣絵日記』（偕成社）で講談社出版文化
賞絵本賞。『ニワシドリのひみつ』（岩崎書店）で産経児童出版文
化賞JR賞、『世界655種鳥と卵と巣の大図鑑』（ブックマン社）で
あらえびす文化賞、『あるヘラジカの物語』（あすなろ書房）で
JPIC第2回親子で読んでほしい絵本大賞を受賞。おもな絵本に

『みずとはなんじゃ？』（小峰書店）『ピン・ポン・バス』（偕成社）
『あなたがだいすき』（ポプラ社）、『てをつなぐ』（金の星社）
などがある。全国各地で鳥の巣の展示をしている。
鳥の巣研究所
https://mamorusuzuki.wixsite.com/nestlabo

鈴木まもるさんメッセージ
アジフライは海で泳いでいるわけはないし、卵焼きも
野原を歩いているわけではありません。いろいろな
所から、いろいろな人の力で運ばれてくるのです。
いつも食べている物が、どこから来て、どうやって
食べられるようになるのか調べるのは楽しいこと
でした。食べ物だけではありません。自分のまわりの、

いろいろな物も、いろいろな
所からやってきます。みんなの
力で自分は元気に生きている
のだと思います。この絵本も
同じ、いろいろな人に届いて、
元気に生きる力になることを
願っています。

作者　鈴木まもる

応募詳細は
こちら
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絵
本

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-00235-4

初版発行1979年7月

もしもしおかあさん
久保　喬　作／いもとようこ　絵

もらわれていった３匹の子猫たちから，おか
あさん猫に電話です。元気な声をきいて，お
かあさんもひと安心。母と子の愛を，猫の親
子のやりとりを通して描きます。美しいはり
えが魅力のロングセラー絵本。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-00245-3

初版発行1981年3月

きつねとつきみそう
こわせたまみ　作／いもとようこ　絵

「わたし一番はじめにさいたつきみそうのそ
ばでまってる」──ケンと約束したノンは，
その日も川原でまっていました。ところが，突
然はげしい嵐が…。約束の大切さと友情のす
ばらしさを，はり絵で描きます。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-00253-8

初版発行1983年4月

ましろのあさ
いもとようこ　作・絵

うさぎのましろは，おいしいにんじんや水の
たっぷりある小屋にすんでいました。けれど，
なにかものたりません。「あみの外はどんなだ
ろう」…ある月夜の晩，ましろは大決心をし
ます。あたたかなはり絵の絵本。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-01364-0

初版発行2004年6月

くまのこうちょうせんせい
こんのひとみ　作／いもとようこ　絵

大きな声を出すことができないひつじ君は大
好きな校長先生の為に声を出す練習に励みま
す。ところが病気になってしまった校長先生の
声もとても小さくなり…。「いのちの授業」を続
けた実在の校長先生をモデルにした絵本。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定
◆日本図書館協会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-01366-4

初版発行2005年5月

やさいのおしゃべり
泉　なほ　作／いもとようこ　絵

冷蔵庫の中から，忘れられた野菜たちのお
しゃべりが…。「ぼく，捨てられちゃうのかな」
野菜がおいしい料理になることを夢見ている
ことを知り，れいちゃんは嫌いなキュウリを
食べられるようになるのです。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-01367-1

初版発行2005年6月

おおきなおおきな木
よこたきよし　作／いもとようこ　絵

大きな大きな木がありました。その木の穴で
休むと，夢を見て，みんな元気になります。旅
の若者が木の穴で休むと「大きな木になるに
は，しっかり根っこをはらなければならない」
と木が語りかけてくるのでした。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-01374-9

初版発行2008年2月

いつもいっしょに
こんのひとみ　作／いもとようこ　絵

くまの家にうさぎがやってきました。ずっと
一人ぼっちだったくまはうさぎの世話をする
のが楽しくて仕方ありません。ところがうさ
ぎは何も言わず，ただ笑っているだけ。やが
て不安が膨らみ，くまはそのひと言を口にし
てしまいます。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-01376-3

初版発行2008年8月

みんなおやすみ・・・
和木亮子　作／いもとようこ　絵

冬眠の季節。でも，くまはなかなか眠れませ
ん。すると，りすやたぬきたちが外からやっ
てきては，冷えた体をくまに押しつけてきま
した。はじめは驚いたくまでしたが，みんな
もくまも，だんだんぽかぽかに。やがて深い
眠りに入っていきました。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定
◆日本図書館協会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-01379-4

初版発行2010年4月

ぼくとかあさん
いもとようこ　作・絵

クマがひとりだちするまで，大切に育ててく
れた母さん。ところが，クマは町の生活が楽
しくなり，しだいに母さんを邪険に扱うよう
になった。クマがひさしぶりに故郷に帰ると
……。母の深い愛情に胸をうたれる感動作。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-01380-0

初版発行2011年2月

ポケットのなかで・・・
鈴川ひとみ　作／いもとようこ　文絵

こころちゃんがポケットに置き去りにしてい
た安全ピンのロロとボタンのミミは外に飛び
出します。時は経ち，こころちゃんの婚礼の
日，お母さんはブーケにロロとミミをくっつ
けたブローチを忍ばせます。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-02444-8

初版発行2012年2月

ボクものがたり
And yu・舞坂ゆき子　原案／いもとようこ　文絵

きみとはじめて出会った日，きみは「今日か
ら家族だよ」っていってくれた。きみはボク
のたった一人の家族。だけどだんだんきみは
ボクを見なくなり，ついにはボクを冷たい場
所へと──。捨てられた犬の目線で悲しい現
実を訴える絵本。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-02445-5
初版発行2012年10月

かあさんのこもりうた
こんのひとみ　作／いもとようこ　絵

子守歌を歌ってくれるくまの母さん。嵐が来
た日，母さんは出かけたきり二度と戻りませ
んでした。元気をなくしたくまの兄弟たちで
したが，母さんのあの子守歌が外から聞こえ
てきます。東日本大震災被災地の少女に届い
た奇跡の手紙から生まれた絵本。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定
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絵
本

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-02446-2

初版発行2013年5月

きょうのえほん
いもとようこ　作・絵

毎晩，お母さんに絵本を読んでもらう，たっ
ちゃん。たっちゃんが眠るのを待って今度は
ぬいぐるみのくまが，たっちゃんの絵本をお
もちゃやクレヨン，冷蔵庫の野菜，キッチン
用品たちに読んで聞かせてあげます。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-02449-3

初版発行2013年9月

つぎはわたしのばん
いもとようこ　作・絵

今日は初めての注射の日。いつも騒がしいク
マのごんたくんも，乱暴なワニのがぶりくん
も借りてきたネコのようです。一人また一人
と診察室に入っていくたび，ウサギのみみ
ちゃんの心臓は飛びだしそう。いよいよ，み
みちゃんの順番がやってきました！
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-02450-9
初版発行2013年11月

たったひとりのともだち
原田えいせい　作／いもとようこ　絵

カラスは毎日，ある病院の一室にいる，たっ
たひとりの友だちを訪ねます。目が見えず病
気も重い友だちは，カラスから話を聞くのを
楽しみにしていました。ところが友だちは危
篤に……。そこへ天使の羽が舞い降りてきま
す。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-02451-6

初版発行2014年2月

かぜのでんわ
いもとようこ　作・絵

山の上に置かれた電話。だれもが自由に使え
て，今はそばにいない人と話すことができま
す。でも実はそれは電話線のつながっていな
い電話でした。岩手県大槌町に東日本大震災
のあと設置された風の電話ボックスをモデル
にした絵本。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-02454-7

初版発行2014年7月

だれのおよめさんに…？
いもとようこ　作・絵

大きくなったら，だれのお嫁さんになろうか
な？　背が高くてかっこいいキリンさん？　
自由に飛べるトリさん？　それとも，おしゃ
れなネコさん？　でも考えてみると，いろん
な問題がありそう。女の子の憧れを夢いっぱ
いに描く絵本。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-02455-4
初版発行2014年10月

プレゼントの木
いもとようこ　作・絵

クリスマスツリーに飾られた，子どもたちが
欲しいものを書いた飾り。それを見たワニの
親子やねこのおばあちゃんは，子どもたちに
プレゼントを贈ります。くまのぼうやが見た
オーナメントには，いったい何と書かれてい
たのでしょうか…？
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定
◆日本図書館協会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-02456-1

初版発行2015年1月

ありがとさん
こんのひとみ　作／いもとようこ　絵

なかよく暮らす５人のじいちゃん，ばあちゃ
んたち。それぞれの個性を受け止めてくれる
のは，いつもねこばあちゃんでした。ある日，
ねこばあちゃんが亡くなり，みんなは，ばあ
ちゃんのことを何も知らなかったと気付きま
す。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-02458-5
初版発行2015年11月

けしごむくん
こんのひとみ　作／いもとようこ　絵

使い終わって小さくなったけしごむたち。今
まで何を消してきたか，そこに何が書いて
あったかはだれにも話してはいけないことに
なっています。それぞれの秘密を背負ったけ
しごむたちは，ある場所に向かいます。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-02461-5

初版発行2016年8月

てんこうせいは つばめくん
こんのひとみ　作／いもとようこ　絵

つばめだから とべるって…うさぎだから と
べるって…だれが きめたの？　歌でつな
がったつばめくんとうさぎちゃんの成長とき
ずなを，温かくさわやかに描きます。つばめ
くんのうた「にじの はし」楽譜つき♪
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-02462-2

初版発行2017年3月

たんぽぽのおかあさん
こんのひとみ　作／いもとようこ　絵

たんぽぽの根元で目をあけたこねこ。はじめ
て見るたんぽぽが，こねこのお母さんになり
ました。たんぽぽのお母さんに守られて，す
くすく大きくなったある日，お母さんの黄色
い花が真っ白な綿毛にかわり，飛んでいって
しまいます。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-02466-0

初版発行2018年4月

心ってどこにあるのでしょう？
こんのひとみ　作／いもとようこ　絵

心ってどこにある？ 好きな人の前で赤くな
るからほっぺ？ ドキドキするから胸？ いや
なことがあると痛くなるからおなかかな。犬
の心はしっぽかもしれない。いろんな涙があ
るから目かも…。心について考える絵本。
◆第65回青少年読書感想文全国コンクール課題図書
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-02467-7

初版発行2018年9月

まいにちがプレゼント
いもとようこ　作・絵

目の前の雲は昨日と同じ雲ではありません。
吹く風は昨日の風とは違います。毎日朝が来
て今日は昨日に，明日は今日になる。時間は
誰にでも平等に常に流れていきます。今とは
何か時間とは何かを描いた大切なメッセー
ジ。
◆全国学校図書館協議会選定
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絵
本

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-02468-4

初版発行2019年9月

ごめんなさい！
いもとようこ　作・絵

おばあちゃんが大事に育てたおいも。明日に
も収穫と思っていたら，畑は荒らされ，おい
もは，すっかりなくなっていました。翌年，
おいもを植えようとしないおばあちゃんの家
に，いのししとあらいぐまが訪ねてきます。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-02470-7

初版発行2020年4月

おばあちゃんもこどもです
いもとようこ　作・絵

母の日に孫うさぎたちが書いたお母さんへの
手紙を読んだおばあちゃんは，泣きだしてし
まいます。孫うさぎは「おばあちゃんも天国
のお母さんに手紙を書こう」と提案してみま
す。お母さんから生まれたすべての人へ。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-02471-4
初版発行2020年10月

サンタクロースっているの？
ほんとうのことをおしえてください
いもとようこ　絵・訳
フランシス・P・チャーチ　文（ニューヨーク・サン社説）

「サンタクロースっているの？ 本当のことを
おしえてください」。1897年，８歳の少女が
ニューヨークの新聞社に送った質問に，記者
が社説に掲載する形で答えた世界的名文を
美しく絵本化。クリスマスにふさわしい一冊。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-07386-6

初版発行2017年6月

恐竜えほん ティラノサウルス
柏崎義明　絵／久保田克博　図鑑監修

白亜紀後期の恐竜王者・ティラノサウルスは，
どんな生活をおくっていたの？　ハラハラド
キドキ，大迫力の恐竜バトルを楽しみながら，
6,700万年前の世界を知ろう！　最新の学説
に基づく図鑑ページ付き。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-07405-4

初版発行2018年3月

恐竜えほん トリケラトプス
柏崎義明　絵／青塚圭一　図鑑監修

おいしい植物を求めて，旅を続けるトリケラ
トプスの三兄弟。ある日，森の中で恐ろしい
肉食恐竜・ティラノサウルスと遭遇！　大人
のトリケラトプスたちと力を合わせて，ティ
ラノサウルスに立ち向かいます。

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-07406-1

初版発行2018年3月

恐竜えほん スピノサウルス
柏崎義明　絵／青塚圭一　図鑑監修

川に入って魚を食べていたと言われる肉食恐
竜・スピノサウルス。ある日，獲物の魚を狙っ
ていると，宿敵の巨大ワニ・サルコスクスが
現れて……!?　水の中で繰り広げられる，大
迫力の恐竜バトルは必見！ 

池田理代子　作絵
18.6×18.6cm ／各24P

『ベルサイユのばら』の世界観はそのままに，初めて「ベ
ルばら」の絵本が誕生しました。登場人物を3頭身にし
たキャラクターたちが，「ベルばら」を知らない子ども
たちも楽しめる世界を展開していきます。

ベルばらKidsシリーズ

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-02811-8

初版発行2014年9月

ベルばらKids
ル・ルーとばあやのケーキ

ケーキがなくなり，ばあやはご機嫌斜め。オ
スカルの姪，ル・ルーもなんだか元気があり
ません。オスカルとアンドレが，ベルサイユ
宮殿から戻ると，ル・ルーが泣きついてきま
した。オスカルはル・ルーをやさしく諭しま
す。

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-02812-5

初版発行2014年9月

ベルばらKids
ベルサイユのゆうれい

ベルサイユ宮殿は幽霊話でもちきりです。と
ころが，いつもならすぐに話に乗ってくるア
ントワネットはなぜか関心を示しません。幽
霊の正体をつきとめるために，礼拝堂に潜ん
だオスカルとアンドレの前に現れたのは!?

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-02813-2

初版発行2015年7月

ベルばらKids
アンドレのひみつ

最近様子がおかしいアンドレ。何か隠してい
る様子です。馬小屋にこそこそ入っていくア
ンドレにル・ルーがついて行ってみると，そ
こにはかわいい子猫たちがいました。二人で
親猫を見つけようとしますが，猫を隠してい
るのをオスカルに見つかってしまいます。

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-02814-9

初版発行2015年7月

ベルばらKids
さいしんヘアスタイル

ベルサイユ宮殿の最新流行は，高く大きく髪
を結い上げ，いろいろな装飾品をつけるヘア
スタイル。アントワネットは頭に船をのせて
います。ル・ルーまで真似をして，森とくだ
ものを髪に飾る始末。ところが，オペラ鑑賞
の日，貴婦人たちの髪型のせいで劇場は大混
乱に！

NEW
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いもとようこ　文絵
28.6×22.6cm ／24P・32P

日本に古くから受けつがれてきた昔話。誰もが一度は耳
にしたことのあるお話の数々を，いもとようこのセレク
ションで贈ります。現代の子どもたちに日本の心を伝え
たい。そんな思いがこめられたシリーズです。

いもとようこの日本むかしばなし

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-03711-0
初版発行2007年12月

おむすびころりん

ねずみの穴へおむすびを落としたおじいさん
は，御礼にねずみたちから歓待され，宝物を
もらいます。それを聞いた隣の欲張りじいさ
ん，無理矢理穴へおむすびを投げ込むと，宝
物を狙ってねずみを追い払おうと画策しま
す。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-03712-7

初版発行2008年2月

さるじぞう

さるたちが，おじいさんを地蔵さまと思いこ
み，お供物をたくさんくれました。それを聞
いた隣のおじいさんも，地蔵さまのふりをし
ます。ところが，さるたちにお堂へ運ばれる
途中，おならをしてしまい…。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-03713-4

初版発行2008年3月

はなさかじいさん

おじいさんの犬が，畑で「ここほれ，わん！
わん！」と吠えると，中から小判がざっくざ
く。それを聞いた隣のおじいさんは犬を借り
ますが，中から出てきたのはヘビ！　怒った
隣のおじいさんは…。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-03714-1

初版発行2008年4月

しっぽのつり

きつねに魚を横どりされたかわうそ。きつね
に魚の捕り方を聞かれ，寒い晩に池にしっぽ
をつければいいと嘘を教えます。信じたきつ
ねがしっぽを池につけ待っていると，水が
凍ってしっぽが抜けなくなってしまいまし
た。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定
◆日本図書館協会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-03715-8

初版発行2008年5月

かもとりごんべえ

一度にたくさんのかもを捕まえたいと思った
ごんべえさん。お酒でかもを眠らせますが，縄
をかけるとかもが目を覚まし，ごんべえさん
ごと空高く上っていきました。そのうち縄が
切れ，ごんべえさんは地面へまっ逆さま！
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-03716-5

初版発行2008年8月

かぐやひめ

竹取りの翁が竹の中から見つけた小さな女の
子，かぐやひめ。やがて美しい娘に成長し，五
人の若者から求婚されます。ところが，この
世のものでないかぐやひめは，月からの迎え
がくると，月の世界へ帰っていきました。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-03717-2

初版発行2008年9月

さるかにがっせん

かにがさるにだまされて，おにぎりと交換し
た柿の種を植えると，実がたくさんなりまし
た。そこへさるがやってきて，木に登り，柿
を投げつけたため，かには死んでしまいます。
かにの子どもたちは，仲間とともにさるをこ
らしめに行きました。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-03718-9
初版発行2008年11月

ももたろう

おばあさんが川で洗濯をしていると，大きな
ももが流れてきました。ももを割ると，中か
ら男の子が生まれたので，ももたろうと名づ
けました。やがて成長したももたろうは，犬・
猿・きじを従えて鬼退治に向かいます。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-03719-6

初版発行2009年1月

つるのおんがえし

心優しい若者が，罠にかかったつるを助けて
やった晩，恩返しをするため娘に化けたつる
が，若者の家にやってきました。つるは自分
の羽を織り込んだ美しい布を贈りますが，若
者に正体を知られ，空へと帰っていきました。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-03720-2

初版発行2009年1月

こぶとりじいさん

右頬にこぶのある陽気なじいさんは鬼の宴に
出くわし踊り出てしまいます。明晩も来いと
いう鬼はこぶを取って預かります。左頬にこ
ぶのある陰気なじいさんもまねてみますが，
下手な踊りにしらけた鬼にこぶを返されてし
まいました。
◆全国学校図書館協議会選定
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定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-03721-9

初版発行2009年2月

うらしまたろう

いじめられていた亀を助けたうらしまたろ
う。お礼に竜宮城で乙姫様の歓待を受け，玉
手箱を土産にもらいます。しかし戻ってみる
とまったく見知らぬ土地になっていて，たろ
うはつい姫との約束を破り，玉手箱を開けて
しまいます。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-03722-6

初版発行2009年3月

いっすんぼうし

小指ほどの赤ん坊・一寸法師は，せめて学を
身につけようと向かった京で姫の世話係とな
ります。そこで姫を襲おうとする鬼に，法師
は果敢に挑んで無事に退治し，逃げた鬼の落
とし物で立派な若者に変身するのでした。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-03723-3

初版発行2010年5月

かちかちやま

畑にいたずらするタヌキを捕まえたおじいさ
ん。ところが，タヌキに泣きつかれて縄をほ
どいたおばあさんが，タヌキに殺されてし
まった。ウサギはおばあさんの仇を討つため，
知恵をしぼってタヌキをこらしめることに。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-03724-0

初版発行2010年7月

いなばのしろうさぎ

うさぎは海を渡るために，さめたちをだまし
て一列に並ばせ，背中の上を飛びはねていき
ます。島に着く寸前，怒ったさめに皮をはが
されてしまいますが，通りかかった神様に助
けられ，うさぎは心から反省しました。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-03725-7

初版発行2010年9月

ねずみのよめいり

かわいい娘のために，世界一えらいおむこさ
んを探しはじめたねずみの夫婦。太陽や月，
雲や風や壁に会いにいきますが，みんな自分
が一番ではないと言います。結局，娘と結婚
したのは，となり村の若者ねずみでした。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-03726-4
初版発行2010年11月

ききみみずきん

罠にかかったこぎつねを助けたお礼に木や動
物の声がわかる不思議なずきんをもらった働
き者のおじいさん。カラスやネズミの話を聞
いて，お姫様やご隠居様の病気を引き起こし
ている白ヘビやくすのきを助けていきます。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-03727-1

初版発行2011年4月

くまときつね

きつねに誘われ畑を作ったくま。分け前は半
分ずつにしようときつねはいいますが，サツ
マイモもカボチャも，収穫は全てきつねに
持っていかれます。くまは一計を案じて，き
つねに一泡吹かせることにします。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-03728-8

初版発行2011年6月

びんぼうがみとふくのかみ

びんぼうがみは働き者の夫婦のために家を出
ていこうとしますが，二人はびんぼうがみを
大切にもてなします。やがてふくのかみが
やってきますが，夫婦はびんぼうがみと力を
合わせ，ふくのかみを追い出してしまいます。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-03729-5

初版発行2011年8月

ねずみのすもう

心優しいおじいさんは，大切な餅を相撲で勝
てないちびねずみに食べさせてやります。ケ
チな長者は餅などくれないと嘆くでかねずみ
にも，餅をわけてやります。でかねずみがお
礼に運んできたものは？
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-03730-1
初版発行2011年12月

あかちゃんになったおばあさん

おじいさんが山奥で見たことのない滝の水を
すくって飲んでみるとなんと若者に！　若 
返りの水だったのです。それを聞いたおばあ
さんは，若返りたい一心で水を飲みすぎてし
まい，赤ちゃんにまで戻ってしまいましたと
さ。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-03735-6

初版発行2018年6月

ねことねずみ

おじいさんとおばあさんに大切に育てられた
ねこは，ある日大事な豆を盗もうとするねず
みを見つけます。ねずみに「おっかさんの病
気が治るまで見逃してほしい」とお願いされ
たねこがとった行動とは。思いやりの心あふ
れる昔話。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-03736-3

初版発行2018年8月

おいもころころ

「なんでもわしのする通りにやるんじゃ」と
和尚さんに言われた小僧さんたち。和尚さん
がうっかりおいもを床に転がすと，小僧さん
たちも次々とおいもを転がしていき……。素
直すぎる小僧さんたちの様子に抱腹絶倒の滑
稽話。
◆全国学校図書館協議会選定
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定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-03737-0
初版発行2018年12月

ゆきのよるに

寒い雪の夜，医者のげんどう先生はめずらし
い五つ子の出産に立ち会い，しかも貧しい夫
婦からお代はもらわずに帰ってきたという夢
を見ます。冬が明けたある日，両親とかわい
い五つ子のきつね一家がげんどう先生の目の
前に現われて…!?
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-03738-7

初版発行2019年2月

かみそりぎつね

きつねにだまされ，頭をつるつるにされてし
まった村人たち。ただ一人，髪をそられてい
ない青年・さいぞうが，きつね退治を買って
出ますが，きつねたちの演技と見事な連携プ
レーにまんまとつるつるにされてしまいま
す。
◆全国学校図書館協議会選定

いもとようこ　文絵
28.6×22.6cm ／各32P

日本には古くから受け継がれてきたすてきな年中行事が
あります。でも，その由来や意味については，よく知ら
ない人も多いのではないでしょうか。日本の行事にまつ
わるお話を，いもとようこの美しいはり絵で贈ります。

いもとようこの日本むかしばなし 行事編

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-03733-2
初版発行2015年12月

十二支のはじまり

元日の朝，神様は１年の大将をまかせる12匹
とその順番を決めるため，動物たちを御殿に
呼び出しました。自分こそ１番のりをするん
だと，動物たちは大はりきりで神様の元へ向
かいます！　十二支の由来がわかる行事絵本。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-03734-9

初版発行2016年1月

おにはそと！ ふくはうち！

鬼のお嫁さんにされてしまったおふくは，菜
の花を頼りに村へ逃げ帰ります。追いかけて
きた鬼におふくの母親は炒り豆をぶつけて

「この豆から花が咲いたらおふくを返す」と
言いました。鬼は今日も花が咲くのを待って
います。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-03731-8

初版発行2015年5月

たなばたさま

恋に落ちた織姫と彦星は，熱心だった仕事を
怠けるようになってしまいました。それに
怒った天の神様は，天の川の両岸に２人を引
き離しました。２人は１年に１度，七夕の夜
にだけ会うことを許されています。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-03732-5

初版発行2015年8月

つきのうさぎ

サルとキツネとうさぎが，空腹な老人のため
に食べ物を探しにいきました。サルは柿の実
を，キツネは魚を持ってきましたが，うさぎ
は何も見つけてくることができません。優し
いうさぎは，自らの命を老人に捧げました。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

▲ゆきのよるに
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いもとようこ　文絵
28.6×22.6cm・28.6×28.6cm ／32P ～40P

子どものうちに読んでおきたいお話。大人になって忘れ
てしまった物語。名作には，喜びや，時に哀しみも，人
生に必要なものがつまっています。そんな世界の名作を，
いもとようこのセレクションで贈ります。

大人になっても忘れたくない いもとようこ世界の名作絵本

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-03601-4
初版発行2005年10月

マッチうりの少女
原作　アンデルセン

大晦日の雪の夜，裸足でマッチを売り歩く一
人の貧しい少女。でもマッチは一本も売れま
せん。凍えた少女がマッチを一本すってみる
と…。他人に無関心な，現代社会にも通じる
アンデルセンの名作。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-03602-1

初版発行2006年3月

フランダースの犬
原作　ウィーダ

画家になることを夢見る少年ネロと愛犬パト
ラッシュ。涙なくしては読めない永遠の名作
が，いもとようこの美しいイラストで，さら
なる感動を呼び起こします。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-03603-8

初版発行2006年4月

3びきのくま
〔イギリス民話より〕

くまの家に迷いこんだ女の子。父さんぐまの
いすは女の子には大きく，母さんぐまのいす
は小さすぎます。大きなベッドは大きすぎ，で
も小さなベッドはぴったりで，ついつい居眠
り。そこへくまたちが帰ってきて…。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-03604-5

初版発行2006年6月

まちのねずみといなかのねずみ
原作　イソップ

いなかのねずみの家に遊びにきた町のねず
み。朝摘みいちごやはっぱの布団でもてなし
ますが町のねずみは不満です。都会は最高と
いう町のねずみについて，いなかのねずみは
町へ行きますが，何度も危ない目にあってし
まいます。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-03605-2

初版発行2006年8月

おやゆびひめ
原作　アンデルセン

花から生まれた小さな小さな女の子。その愛
らしさに，カエルやコガネムシにさらわれて
しまいますが，魚や，けがを治してあげたツ
バメに助けられ，最後は王子様と結ばれて，
ずっと幸せに暮らしました。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-03606-9
初版発行2006年10月

こびとのくつや
原作　グリム

正直者の靴屋さん。でもだんだん貧しくなり，
ついに靴一足分の皮だけになってしまいま
す。ところが翌朝，不思議なことに見事な靴
ができていて，すぐに売れました。同じこと
が続いたある夜，靴屋さんが工房をのぞいて
みると，二人のこびとが靴を作っていました。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-03607-6

初版発行2007年1月

しあわせの王子
原作　ワイルド

南へ向かう途中，つばめは貧しい人を助けた
いという王子の像の願いを聞き，像を飾って
いる宝石を貧しい人に届けます。しかし美し
い像をちやほやしていた町の人々は，みすぼ
らしくなった途端，王子を壊してしまいます。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-03608-3

初版発行2007年2月

おおかみと7ひきのこやぎ
原作　グリム

留守番を頼まれた子ヤギたち。ガラガラ声で
黒いオオカミが来ても決してドアを開けては
いけないと，お母さんヤギに言われていまし
た。そこへやってきたオオカミ。最初は声を
聞かれ，次は黒い手を見破られ，子ヤギたち
に追い返されます。ところが…。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-03609-0

初版発行2007年4月

おおきなかぶ
〔ロシア民話より〕

おじいさんが大切に育てたかぶは，とてつも
なく大きくなって，抜こうとしてもびくとも
しません。おじいさんはおばあさんを呼び，お
ばあさんは孫を呼び，犬，豚，みんなで力を
合わせたら，かぶはようやく抜けました！
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-03610-6

初版発行2007年6月

あかずきんちゃん
原作　グリム

おばあさんの家へおつかいを頼まれた赤ずき
ん。おおかみに騙され，おばあさんと共に食
べられてしまいますが…。「おばあさんの耳は
どうしてそんなに大きいの？」というおなじ
みのやりとりがスリリングな不朽の名作。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定
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定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-03611-3

初版発行2007年7月

3びきのこぶた
〔イギリス民話より〕

３びきのこぶたが家を建てました。そこへお
おかみがやってきて，わらの家と木の家を吹
き飛ばしてしまいます。ところが，びくとも
しないれんがの家に怒ったおおかみは，煙突
から入ろうとして…。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-03612-0

初版発行2007年9月

青い鳥
原作　メーテルリンク

しあわせの青い鳥をさがして，チルチルとミ
チルはいろんな国をたずね歩きました。でも，
どこにも青い鳥はいませんでした。そして，
やっと気づいたのです。しあわせの青い鳥は，
ずーっと前から自分のうちにいたんだ…と。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-03613-7

初版発行2012年6月

にんぎょひめ
原作　アンデルセン

王子様をすきになった人魚姫。声とひきかえ
に足を手に入れますが，王子を助けたことも
好きなことも伝えられません。王子の命とひ
きかえに人魚に戻ることもできましたが，姫
は人を愛する喜びとともに海の泡となってい
くのでした。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-03614-4

初版発行2012年7月

ジャックとまめのき
〔イギリス民話より〕

お母さんの言いつけに背き，牛を豆と交換し
てしまったジャック。怒ったお母さんが豆を
庭に投げつけると，天まで伸びる大きな木
に！　木を登っていったジャックは，人食
い鬼と遭遇しますが，勇気と知恵でピンチを
切り抜けていきます。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-03615-1
初版発行2012年12月

ブレーメンのおんがくたい
原作　グリム

捨てられたろばはブレーメンを目指します。
旅の途中で加わったいぬ，ねこ，にわとりと
見つけたのは，ごちそうと金貨にあふれた泥
棒の家。知恵をしぼり泥棒たちを追い出すこ
とに成功！　この家でいつまでも幸せにく
らしました。
◆日本子どもの本研究会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-03616-8

初版発行2013年2月

はだかのおうさま
原作　アンデルセン

１時間おきに服を着がえるおしゃれな王様。
めずらしい服をと希望する王様の前にあらわ
れた洋服屋がさしだしたのは「賢い者にしか
見えぬ服」。王様も人々も素晴らしい服だと
ほめるなか，正直だったのは子どもだけでし
た。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-03617-5

初版発行2013年4月

ねむりひめ
原作　グリム

ある王国に待望の姫が生まれました。ところ
が杯の数が足りず，誕生を祝う宴会に呼ばれ
なかった占い師から15歳になったら姫は死ぬ
という呪いをかけられてしまいます。茨に囲
まれたお城の情景が美しいグリムの名作。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-03618-2

初版発行2013年6月

ヘンゼルとグレーテル
原作　グリム

貧しさのために森に捨てられてしまったヘン
ゼルとグレーテルの兄妹。機転を利かせ一度
は家に戻りますが再び捨てられた時，二人は
お菓子の家を発見します。ところがそれは人
食い魔女の家でした。グリム名作の一冊。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-03619-9
初版発行2013年12月

すずのへいたいさん
原作　アンデルセン

材料が足りず一本足となったすずの兵隊は踊
り子の人形にひとめぼれ。ところが窓から落
ちて離ればなれになります。ようやく戻った
のも束の間，暖炉に投げ込まれ，ハート型の
すずのかたまりだけが残されるのでした。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-03620-5

初版発行2014年2月

しらゆきひめ
原作　グリム

雪のように白く美しい白雪姫は嫉妬した継母
に殺されそうになりますが，猟師の機転で命
を救われます。しかし森で７人のこびとたち
と暮らす白雪姫に，やがて継母の魔の手が忍
び寄ります。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-03621-2

初版発行2014年6月

アリババと40にんのとうぞく
〔アラビアン・ナイトより〕

「ひらけゴマ！」盗賊がいった言葉をまねし
て宝物を手に入れたアリババ。その兄カシム
は合い言葉を忘れ，盗賊に殺されてしまいま
す。アリババは召使いのマルジャーナと機転
を利かせ兄の敵を討ち，宝物も手に入れます。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-03622-9

初版発行2014年9月

さいごの一葉
原作　オー・ヘンリー

重い肺炎にかかったジョアンナは，窓から見
えるツタの葉が全て落ちたら自分は死ぬとい
いだします。いよいよ最後の一葉になります
が，葉は嵐の中でも揺らぎさえしませんでし
た。その葉に勇気づけられたジョアンナは快
方に向かいます。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定
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定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-03623-6
初版発行2014年11月

賢者のおくりもの
原作　オー・ヘンリー

あるところにデラとジムという若くて貧しい
夫婦がいました。クリスマスの前日，二人は
互いに大切なものを売り，愛する人への贈り
物を手に入れます。しかし，互いを思いやる
がために，悲しいすれ違いが起きていたので
す。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-03624-3

初版発行2015年2月

ハーメルンのふえふき
原作　グリム

ねずみの大発生で困っている街に，１人の男
が現れます。男は笛の音でねずみを退治しま
したが，町長たちは約束の報酬を支払おうと
しません。すると男は別の笛を吹き，街中の
子どもを岩山へ連れ去ってしまいました。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-03625-0

初版発行2016年5月

ながぐつをはいたねこ
原作　シャルル・ペロー

「きっと，わたしをもらってよかったと思う
日がきますから」。男の子がお父さんからも
らったのは，たったのねこ１匹だけでした。
ねこは長靴をはくと，毎日王様のもとへ贈り
物を届けに行きます。賢いねこが活躍する，
楽しいお話です。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-03626-7
初版発行2016年11月

ピノキオ
原作　カルロ・コッローディ 

「正直で勇気のある優しい心を持ったとき，
本当の人間になれるのです」。星の女神から
命を吹き込まれたピノキオ。ある日，ピノキ
オが嘘をつくと，鼻が伸びていき…。イタリ
アの名作を，美しい絵で伝えます。
◆全国学校図書館協議会選◆日本子どもの本研究会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-03627-4

初版発行2017年1月

ラプンツェル
原作　グリム

金色の長い髪をもつ少女・ラプンツェルは，
魔女によって高い塔の中で育てられていまし
た。ある日，ラプンツェルは王子と恋に落ち
ます。魔女によって，引き裂かれた２人でし
たが，森の中で再会を果たし，結婚式をあげ
ました。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-03628-1

初版発行2017年2月

イソップどうわ
原作　イソップ

「うさぎとかめ」「ありときりぎりす」「きた
かぜとたいよう」…。楽しいお話に，ために
なる教訓がたくさんつまったイソップどうわ
の中から，語り継ぎたい名作15話をいもとよ
うこセレクションで贈る。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,650円（税込）
ISBN978-4-323-07244-9

初版発行2012年4月

スーフと白い馬
〔モンゴル民話より〕

スーフは大切に育てた白い馬と共に出場した
競馬大会で王に傷つけられ，馬は命を奪われ
てしまいます。スーフと白い馬の絆が生んだ
楽器・馬頭琴。40年以上愛されている哀しく
美しいモンゴル民話を，いもとようこが魂を
こめて贈ります。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

▲ピノキオ
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いもとようこ　絵
31×23cm ／32P ～48P

浜田廣介，新美南吉，宮沢賢治，坪田譲治，安房直子…
いもとようこが自らセレクトした大人になっても忘れた
くない珠玉の名作シリーズ。いつまでも読み継いでいき
たい名作が，いもとようこの世界でさらに広がります。

大人になっても忘れたくない いもとようこ名作絵本

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-03881-0

初版発行2005年3月

こりすのはつなめ
浜田廣介　作

木の実やブドウのしるを手にすりこんでおい
て，冬眠から覚めておなかのすいた時に手を
ぺろっとなめるといいよ，とくまさんに教え
られたリス。くまさんより先に目覚めたリス
が，ペロッとくまさんの手をなめてみると…。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-03882-7

初版発行2005年5月

ないた赤おに
浜田廣介　作

人間と仲良くしたい赤おにのために，自ら悪役
を買ってでる青おに。青おにのおかげでたくさ
ん友だちを得た赤おにでしたが，青おにがどう
なったのか気になって訪ねてみると…。友情の
美しさと孤独の哀しみを描いた童話の傑作。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-03883-4
初版発行2005年11月

よぶこどり
浜田廣介　作

リスに大事に育てられたカッコウ。ところが
リスが本当の母親ではないと知り，母鳥を求
めて飛んで行ってしまいます。「あぁ鳥になり
たい」そう強く願い続けたリスは，とうとう
一羽の鳥になって，大空へ…。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-03884-1

初版発行2005年7月

たぬきのちょうちん
浜田廣介　作

何か一つ役に立てればいいという教えを受
け，子どもの頃ちょうちんに化けた話を孫に
聞かせるおじいさんたぬき。現代にも通じる，
そしてぜひ子どもたちに語って聞かせたい，
やさしさに溢れている名作。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-03885-8

初版発行2005年9月

むくどりのゆめ
浜田廣介　作

死んでしまった母鳥を待ち続ける椋鳥の子。
葉音を聞いては母さんが帰ってきたと言い，
父鳥を悲しませます。母を慕う子と，いっぱ
いの愛で見守る父鳥の，心打たれるぬくもり
溢れる名作。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-03886-5

初版発行2005年5月

ごんぎつね
新美南吉　作

いたずらばかりしているごんぎつね。そのいた
ずらがたたり兵十の母親が病死したことを知っ
たごんは，せめてもの償いに兵十の家にせっせ
と魚や栗を運びますが…。ごんの善意に兵十が
気づいたその刹那，ごんは死を迎えます。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

▲ごんぎつね
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定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-03887-2

初版発行2005年7月

てぶくろをかいに
新美南吉　作

子ぎつねに手袋を買いたい母さんぎつねは，
人間が怖くて町へ行くことができません。そ
こで，子ぎつねの手を人間の手に変えて一人
で町へ行かせますが…。動物と人間の温かい
愛で包まれた物語。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-03888-9
初版発行2005年11月

雪わたり
宮沢賢治　作

雪の凍った月夜の晩，四郎とかん子はキツネ
の紺三郎に幻灯会へ招待されます。「キツネの
悪い評判をなくしてください」という願いを
受け止め，楽しい思い出を胸に家路につくの
でした。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-03889-6
初版発行2005年12月

セロひきのゴーシュ
宮沢賢治　作

金星音楽団で一番へたなため，楽長にいじめ
られているセロひきのゴーシュ。落ち込んだ
ゴーシュが，自分の小屋でセロを練習してい
ると，毎晩，動物たちがやってきて，うるさ
くセロの指導を始めます。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-03890-2

初版発行2005年9月

きつねとぶどう
坪田譲治　作

子ぎつねにぶどうを持ち帰った母ぎつね。し
かし巣を目前にして猟犬の声を聞き，自分を
犠牲にして子ぎつねを逃がします。成長した
子ぎつねは，元の巣のそばに生い茂ったぶど
うの木を見つけ…。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-03891-9
初版発行2005年12月

きつねのきんた
かこさとし　作

家族を人間に殺されたきつねのきんた。森の
動物たちに見守られて幸せに暮らしていまし
たが，人に荒らされた森からも追われ，ある
屋敷に辿り着きます。そこで再会した母ぎつ
ねは，奥様の首元に…。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-03892-6
初版発行2005年12月

こりすのおかあさん
浜田廣介　作

人間の子どもが母親にいじわるをする話に，
そんなことをするとお母さんは家出すると言
い出す動物たち。それを聞いて，お母さんを
ぶってしまったこりすは慌てて家に…。お母
さんは家にいるのでしょうか？
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-03893-3

初版発行2017年6月

どんぐりと山猫
宮沢賢治　作　

一郎に裁判するからおいでなさいという手紙
が届く。行ってみると山猫を判事に誰が一番
えらいかどんぐりが争っていた。一郎はばか
でなってないのを一番えらいことにしようと
提案する。宮沢賢治不朽の名作を絵本化。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-03894-0
初版発行2017年10月

がちょうのたんじょうび
新美南吉　作　

ガチョウの誕生日に招かれたウサギやアヒル
たち。イタチも呼ばれますが，イタチにはと
んでもない癖があったのです。それをがまん
しすぎて，とうとうイタチは倒れてしまいま
す。みんなを困らせるイタチの癖とは？
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-03895-7
初版発行2017年12月

あかいろうそく
新美南吉　作　

サルが里で拾った赤いろうそく。山へ持ち帰
り，動物たちに「花火」がどんなに素敵なも
のかを話します。夜になり，火をつけてドキ
ドキしながらみんなで待ちますが，花火では
ないろうそくは，静かに燃えているだけでし
た。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-03896-4

初版発行2018年1月

注文の多い料理店
宮沢賢治　作　

山に猟に入った二人の紳士。道に迷い空腹を
抱えた二人の前に《西洋料理店 山猫軒》が
現れる。喜んで入るが「髪をとかせ，靴の泥
を落とせ，金属類をはずせ，クリームを塗れ」
と次々注文が。宮沢賢治の人気作が登場！
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定
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定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-04801-7

初版発行2019年8月

だれも知らない時間
安房直子　作

カメから寿命を分けてもらい，一日が25時間
になった良太。増えた１時間で太鼓の練習を
していると，だれにも聞こえないはずなのに
少女が訪ねてくる。その少女もまたカメから
時間を分けてもらった一人だった。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-04802-4

初版発行2019年9月

ねこの結婚式
安房直子　作

ぼくはチイ子というビロードのような毛を持
つ白猫を手塩にかけて育てている。ある日，
野良猫のギンが「結婚することになりまして」
と招待状を持ってやってきた。荒天の中，ギ
ンの結婚式に行ってみると，その相手は!?
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-04803-1
初版発行2019年11月

もぐらのほったふかい井戸
安房直子　作

お金を拾ったモグラのモグ吉はわずかな土地
を買い，年月をかけて井戸を掘る。おいしい
水が評判を呼び，儲けた穴の開いた銀貨を束
ね首飾りにする。ある日，モグ吉の所へ水が
ほしいと一匹の子ねずみが訪ねてきた。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-04804-8

初版発行2020年1月

空色のゆりいす
安房直子　作

目の見えない娘にひとつ色を教えられるなら
空の色を教えたい，そう思ったいす作りの父
が青い絵の具を探していると，空の絵を描い
ている不思議な男の子に出会う。男の子は空
にかかった虹から青い絵の具を取っていく。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-04805-5

初版発行2020年6月

さんしょっ子
安房直子　作

すずなの家の畑に立つ山椒の精さんしょっ
子。すずなのお手玉をくすね声をまねて歌
も覚える。時は経ち大人になったすずなの
嫁入りを見送る三太郎に思いを寄せるさん
しょっ子だったが，その声を三太郎はすず
なと思い込む。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-04806-2

初版発行2020年9月

まほうのあめだま
安房直子　作

引越しのために猫のチローは大好きなみほ
こちゃんと離れ離れに。チローはお菓子屋
のおばあさんにもらわれますが，すっかり
元気をなくしてしまいます。そんなチロー
に，おばあさんは魔法のあめ玉を食べさせ
てくれます。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-04807-9

初版発行2021年1月

つるの家
安房直子　作

白い着物に真っ赤な花を髪に飾った女が，
模様のない青い皿を結婚祝いの品といって
長吉の家に置いていく。皿を使い出してか
ら幸運が訪れたように思うが，長吉がぽっ
くり死んだ日から皿に次々と鶴の模様が浮
かび出す。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-04808-6

初版発行2021年3月

きつね山の赤い花
安房直子　作

とうふ屋の娘・ゆみ子が人形をおぶって遊
んでいると，人形をおぶったきつねの子に
出会う。お店から持ってきたとうふでご馳
走作りをしていると，母さんぎつねがやっ
てきて，遊んでくれたお礼にとマニキュア
をしてくれる。

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-04809-3

初版発行2021年3月

きつねの窓
安房直子　作

真っ青な桔梗畑で子ギツネに出会ったぼく
は，青く染めた指で作った窓のむこうを見
せられる。そこには死んだ母ギツネの姿が。
ぼくも指を染めてもらうと，母や死んだ妹
が見える。ずっと青い指でいようと思った
のに，うっかり手を洗ってしまう。

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

▲きつねの窓
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絵
本

いもとようこ　文絵
28.6×22.6cm ／各24P

あたたかいはり絵で大人気の絵本作家いもとようこによ
る，ことわざ絵本シリーズ！ ことわざ，言葉，慣用句
を楽しい絵と解釈で遊び感覚で楽しみながら覚えられま
す。ユーモアあふれる言葉がいっぱい！

いもとようこのことわざえほん

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-03281-8

初版発行2009年6月

ねこにこばん

ねこにこばん，ねこをかぶる，ねこなでごえ，
ねこかわいがり，ねこもしゃくしも，ねこの
てもかりたい，など，ねこにまつわることわ
ざや言葉を11種類集めました。かわいらしい
ねこたちの表情にも心が和みます。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-03282-5

初版発行2009年8月

はなよりだんご

はなよりだんご，さるもきからおちる，どん
ぐりのせいくらべ，はらがへってはいくさは
できぬ，わらうかどにはふくきたる，など12
種類のことわざ，言葉を収録しました。楽し
みながらことわざの達人になれます。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-03283-2

初版発行2009年9月

たなからぼたもち

たなからぼたもち，ぶたにしんじゅ，じゅう
にんといろ，いしのうえにもさんねん，など
12種類のことわざ，言葉，慣用句をかわいい
絵と解釈で紹介！　楽しく笑いながら，こ 
とわざが自然と身につきます。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-03284-9
初版発行2009年12月

いそがばまわれ

いそがばまわれ，くあればらくあり，ひとの
ふりみてわがふりなおせ，おににかなぼう，
やまいはきから，くちはわざわいのもと，な
ど12種類の覚えておきたいことわざ・言葉を
いもとようこ流に楽しく紹介します。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-03285-6

初版発行2010年2月

のこりものにはふくがある

のこりものにはふくがある，いのなかのかわ
ず，なきっつらにはち，ななころびやおき，
るいはともをよぶ，さんどめのしょうじき，
など12種類の覚えておきたいことわざ・言葉
を，いもとようこ流に楽しく掲載！
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

▲ねこにこばん
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絵
本
（
単
行
本
）

名作絵本や知識絵本，ユーモア絵本をはじめ，話題の人気作家や実力派画家の作品など，
バラエティーにとんだ良質な作品をそろえました。ひとり読みでも，読み聞かせしても楽しめます。
プレゼントにも最適なラインナップです。

絵本 単行本

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-07257-9

初版発行2013年3月

こぶたのかばん
佐々木マキ　作

おつかいにでかけた，こぶたのぐぷた。ケ
チャップを買って，きいろいかばんにしっか
りしまいました。帰り道，ぐぷたはいろいろ
なものを拾ったり，もらったりします。その
たびに，かばんはどんどんふくらんで……。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定
◆日本図書館協会選定

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-07344-6
初版発行2015年12月

がたごと がたごと しゅっぱつしんこう
たかいよしかず　作・絵

なかまをのせて，いろいろなところを旅する，
しゅっぽしゅっぽきかんしゃ。山をこえ，ジャ
ングルに入り，おとぎのくにやきょうりゅう
のくにを走ります。楽しく旅をしながら，も
のの名前をおぼえることもできる絵本。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-07172-5

初版発行2010年3月

コブタくん もうなかないで
かとうようこ　作／みやにしたつや　絵

ある日，コブタくんが泣いていると，木が一
緒に泣きだします。コブタと木は仲良くなり
ます。雪の日，木の根元で眠ってしまったコ
ブタに木は葉を落とします。目覚めると，葉
は全部落ちて…。友だちの大切さがわかる絵
本。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-07210-4

初版発行2012年8月

102ひきのねずみ
はせがわかこ　作・絵

ねずみのチューチュさん一家は102ひきの大
家族。今日はおばあさんの畑でイチゴ摘み。
みんなで初めてのお出かけです。子ねずみた
ちは大はしゃぎ。でも，ねこのカブには気
をつけて！ 気持ちがほっこりする楽しい絵
本。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-07024-7

初版発行2003年7月

おひさまパン
エリサ・クレヴェン　作絵
江國香織　訳
太陽が隠れてしまい寒くて暗い街。「それなら
私が！」と，パンやさんが大きなパンを焼き
ます。おひさまパンはどんどん膨らみ空に昇
り始めると，パンの香りに誘われて本物のお
ひさまがようやく顔を出します。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定
◆日本図書館協会選定

定価1,980円（税込）
ISBN978-4-323-00313-9
初版発行1980年10月

のはらの ひなまつり
神沢利子　作／岩村和朗　絵

色紙で作ったともこのおひなさまが，風にと
ばされてたんぽぽのはらの動物たちのところ
へ…。人間も動物もひとつになれる幼児の遊
びの世界で，ひなまつりの楽しい情景をいき
いきと伝えます。たんぽぽびなの作り方付。

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-07323-1

初版発行2015年6月

きょうは だいじゅうたい
哲也　文／劉貞秀　絵／陳馨茹　訳

今日はお父さんとドライブ。しばらく進むと，
大渋滞にはまってしまいました。物知りなお
父さんは，“前にどんな車があるのか”ぼく
に教えてくれます。最後には，長い渋滞の先
頭にある車の正体が明らかになります！
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-07367-5

初版発行2016年9月

ハロウィーンのひみつ
はやしちかげ　作・絵

ハロウィーンの夜は，どの家もパーティーで
大盛り上がり！　好奇心いっぱいな双子の
魔女の子・アンナとハンナは，人間たちの
パーティーをみにいくことにしました。ハロ
ウィーンの由来をわかりやすく伝える絵本。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価2,486円（税込）
ISBN978-4-323-01254-4

初版発行1992年8月

魔女図鑑　魔女になるための11のレッスン

マルカム・バード　作・絵／岡部　史　訳

魔女って，とってもおしゃれなの。魔女の
ファッションから空とぶほうきの作り方。そ
れに，お料理好きの魔女のケーキの作り方ま
で詳しく紹介。これさえ読めば，あなたも魔
女になれるかも…？
◆全国学校図書館協議会選定◆日本図書館協会選定
◆日本子どもの本研究会選定◆第3回けんぶち絵本の里大賞

▲こぶたのかばん
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絵
本
（
単
行
本
）定価1,320円（税込）

ISBN978-4-323-07187-9
初版発行2012年2月

ゆめのスカイツリー
谷川俊太郎　文
accototo（ふくだとしお＋あきこ）　絵
ゆめみたよ スカイツリーがさかだちしてる 
ゆめみたよ――世界一高いタワー，スカイツ
リーが，エッフェル塔を肩車したり，おじい
さんになったり！　谷川俊太郎×accototoの
ユーモアあふれるスカイツリー。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定
◆日本図書館協会選定

定価1,650円（税込）
ISBN978-4-323-07366-8

初版発行2016年9月

これはすいへいせん
谷川俊太郎　文／ tupera tupera　絵

“これはすいへいせん”から始まり，ページ
をめくるたびに文がつながり長くなる“つみ
あげうた”の言葉遊び絵本。独特でリズムあ
ふれる不思議な言葉，クラシックでユーモラ
スな絵が楽しい。インデックスの仕掛け付。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定
◆第51回造本装幀コンクール日本書籍出版協会理事長賞

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-07290-6
初版発行2014年12月

NHK「ノージーのひらめき工房」
ノージーのひまつぶしブック
NHK「ノージーのひらめき工房」制作チーム 
＆ tupera tupera　作
ＮＨＫ Ｅテレ「ノージーのひらめき工房」
から生まれた描き込み式の本。子どもが自由
に描き込んで，自分だけの本が作れます。ゲー
ムや図鑑ページもあって，電車に乗っている
間などの退屈な時間を楽しい時間に変えてく
れる本。

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-07040-7

初版発行2004年5月

ねえ だっこして
竹下文子　文／田中清代　絵

お母さんのおひざは世界一素敵な場所。なの
に，今はそこに赤ちゃんがいる。猫の「わたし」
はやきもちをやいたり，強がったり。でも本当
は自分もだっこしてほしい。お母さんと赤ちゃ
んを見つめる猫の切ない心情を描いた絵本。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定
◆日本図書館協会選定

定価1,760円（税込）
ISBN978-4-323-07059-9

初版発行2005年1月

うさぎのユック
絵門ゆう子　作／山中翔之郎　絵

ユックは5人兄妹のリーダー。生まれつき後ろ
足と心臓が弱いが明るく生きている。ところ
が，うさぎたちに生命の危機が訪れたとき，
ユックはある決意を固める。「一生懸命に生き
よう」というユックの思いが胸に迫る絵本。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,980円（税込）
ISBN978-4-323-07339-2

初版発行2015年9月

NHK Eテレ「にほんごであそぼ」　
うなりやベベン ベベンの紙芝居
NHK Eテレ「にほんごであそぼ」制作班　編

ＮＨＫ Ｅテレ「にほんごであそぼ」の人気
コーナー，《ベベンの紙芝居》が本になりま
した。おなじみの昔話やイソップ物語が，う
なりやベベンによる楽しい語りの文章で一気
に読める紙芝居風の絵本です。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-04571-9

初版発行2021年3月

こわい絵本 おいで おいで･･･
中村まさみ　作／松本ジョゴ　絵

古寺で遊んでいると「おいで」と呼ぶ声が
した。みんなに話しても誰にも信じてもら
えない。その晩，部屋の雨戸をたたく音が
する。「誰，何の用？」ぼくがたずねるとた
たく音は止まり，少し開いた窓から白い細
い指が入ってくるのが見えた。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-07258-6

初版発行2013年5月

ハナミズキのみち
淺沼ミキ子　文／黒井　健　絵

東日本大震災で家族との思い出がつまった海
に命を奪われた少年。悲しみに暮れる母に少
年の祈りの声が届く。みんなが二度と悲しま
ないように避難路にハナミズキを植えてと。
復興を願い，命のつながりを祈る絵本。
◆全国学校図書館協議会選定◆〈よい絵本〉選定図書
◆日本子どもの本研究会選定

定価1,650円（税込）
ISBN978-4-323-07357-6

初版発行2016年6月

宇宙人っているの？
長沼　毅　作／吉田尚令　絵

宇宙に生きものがいるとしたら，どんな姿を
しているだろう。宇宙にあるたくさんの星の
環境から，どんな生きものが存在する可能性
があるか想像してみよう。生物学者・長沼毅
と絵本画家・吉田尚令が贈る本格宇宙絵本！
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-01242-1

初版発行1990年6月

アニメ絵本 稲むらの火
中井常蔵　協力

江戸時代，和歌山藩の村に地震が起こった。
庄屋五兵衛は津波の襲来を予感して，大切な
稲むらに火をつけた。村人たちを救うため
に——。生命の大切さを描いたノンフィク
ション・アニメ絵本。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

NEW

▲ねえ だっこして
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絵
本
（
単
行
本
） 定価1,540円（税込）

ISBN978-4-323-07465-8
初版発行2020年6月

細菌ホテル
キム・ソンファ，クォン・スジン　文
キム・リョンオン　絵
猪川なと　訳／岡田晴恵　日本語版監修
目に見えないほど小さな生物，細菌。その一種
である大腸菌が語り部となって，人体での細菌
の動きを伝える絵本です。体内でよい働きをす
る腸内細菌や，病原菌となる細菌，抗生物質
や免疫細胞の働きなどがやさしくわかります。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-07460-3

初版発行2020年4月

えくぼのかよちゃん
海老名香葉子　文／林家しん平　絵

つり竿の名匠・竿忠に生まれたかよちゃん。
おこづかい持ってお兄ちゃんと駄菓子屋行っ
て，怖いお便所に行く時は優しい母ちゃんが
いて，紙芝居見て笑って。そんなささやかで
も幸せな日常を戦争は一瞬で奪っていきま
す。
◆全国学校図書館協議会選定

定価880円（税込）
ISBN978-4-323-04201-5

初版発行2011年3月

普及版 パンダ
増井光子　監修

単独で生活する中で，パンダの母親と子ども
が密接に結びついていることや，タケを食べ
るために適応した特殊な体のしくみについて
学習します。

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-07402-3

初版発行2018年3月

デザインあ かくほん
NHK「デザインあ」制作チーム　編　　
柿木原政広・河村まゆみ　アートディレクション
佐藤　卓　監修

「デザインあ」番組初のワークブック。３つ
の記号だけを使って顔をかいたり，いつもと
違う順番でかいたり，色紙を貼ってかいたり
……。さまざまな“かく” という手段をつかっ
て『デザイン的思考』を楽しく育みます。

定価2,420円（税込）
ISBN978-4-323-07401-6

初版発行2018年2月

デザインあ みるほん
NHK「デザインあ」制作チーム　編　
林　規章　アートディレクション
佐藤　卓　監修
NHK Eテレ「デザインあ」初のヴィジュア
ルブック。人気コーナーから，600点以上の
画像を使って，新たに構成・デザイン。デザ
インの楽しさ・面白さを体験し，みることを
通して，子どもたち自身の発見を導く本。
◆全国学校図書館協議会選定

WILLこども知育研究所　編著／すずきあさこ　絵
A4変型判／各32P

楽しいイラストで，自然・文化遺産，有名建造物，民族
衣装，祭り，食べ物などが紹介され，様々な地域の様子
が学べます。はじめて日本地図や世界地図に接する子ど
もたちのための地図絵本シリーズです。

はじめてのちずえほん

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-03121-7

初版発行2011年3月

にほんちずのえほん

日本ってどんな国？　そんな疑問にこたえる
ために，地形や自然，都道府県名や県庁所在
地，特産品などを紹介します。どのページも
イラストが満載で，楽しく地域のようすが学
べます。日本が大好きになる絵本です。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-03122-4

初版発行2011年3月

せかいちずのえほん

世界中の国の名前や首都名，有名な建築物，
祭り，民族衣装など，各国の特色や文化を伝
えていきます。広い世界には楽しい発見が
いっぱい。地図になれていない子どもでも，
存分に「地図の楽しさ」が味わえる絵本です。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-03123-1

初版発行2011年3月

たべものちずのえほん

全国には，いったいどんな食べものがある
の？　日本各地でとれる野菜や果物，魚のほ
か，地域ならではの郷土料理や駅弁を紹介し
ます。読み終わったあと，おいしいものを食
べに旅行したくなる絵本です。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,045円（税込）
ISBN978-4-323-89051-7

初版発行2011年9月

A4判・4P

何度もはったりはがしたりできるマグネッ
トパズルで，くりかえして遊びながら学習
できる日本地図。都道府県の特徴を問うク
イズもついて，都道府県の位置や形，県庁
所在地，全国の名産や名物を楽しくおぼえ
られます。

NEW

マグネットパズル  にほんちず
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24P・32P

ロングセラー絵本が，大型絵本になっ
て登場です。読みきかせ用の小冊子
付き，扱いやすく安全な角丸製本，
汚れにくいプレスコート加工など工
夫がいっぱい。

読みきかせ大型絵本

定価10,450円（税込）
ISBN978-4-323-03316-7

初版発行2016年8月

読みきかせ
大型絵本 あなたがとってもかわいい
みやにしたつや　作・絵

いつもとっても可愛い赤ちゃんの顔。泣い
た顔，笑った顔，あくびしたり，くしゃみ
した顔，うんちのときの真っ赤な顔。成長
した今も，これからもずっと可愛いと思う
気持ちは変わらない。親が子を思う心情を
描いた絵本。待望の大判化。

50×43.5cm

定価10,450円（税込）
ISBN978-4-323-03315-0

初版発行2015年4月

読みきかせ
大型絵本 おかあさん だいすきだよ
みやにしたつや　作・絵

ぼくはお母さんが大好きだけど，お母さん
は「早くしなさい」「ぐずぐずしないで」「何
回言えばわかるの」って，ぼくをしかって
ばかり。優しくしてくれたら，もっと好き
なのに。子どもの気持ちに寄り添う人気絵
本，待望の大判。

50×43.5cm

定価10,450円（税込）
ISBN978-4-323-03314-3

初版発行2014年4月

読みきかせ
大型絵本 ふしぎなタネやさん
みやにしたつや　作・絵

タヌキのおじさんが売っているタネは呪文
をかけると，ふしぎなものになります。ブ
タくんがドーナツのタネをまいたとき，は
らぺこオオカミが登場。さあ大変！次々に
ふしぎなことが展開する楽しさいっぱいの
絵本。

50×43.5cm

定価11,000円（税込）
ISBN978-4-323-03318-1

初版発行2018年3月

読みきかせ
大型絵本 ふしぎなカサやさん
みやにしたつや　作・絵

タヌキのおじさんが売っているカサは開く
と，カサに描かれたものが空からたくさん
降ってきます。ブタくんがお寿司の絵のカ
サを開いたとき，はらぺこオオカミが登場。
大変だ！　ふしぎなことが起こる楽しさ
いっぱいの絵本。

50×43.5cm

定価10,450円（税込）
ISBN978-4-323-03313-6

初版発行2013年1月

読みきかせ
大型絵本 しげちゃん
室井　滋　作／長谷川義史　絵

女優・エッセイストとして活躍の室井滋が，
自分の名前にまつわるユーモラスなエピ
ソードを執筆し，絵本作家・長谷川義史が，
人情味豊かな絵を描いた絵本。子どもの「名
前」にこめられた親の深い愛情が共感を呼
びます！

50×43.5cm

定価12,100円（税込）
ISBN978-4-323-03319-8

初版発行2019年2月

読みきかせ
大型絵本 とんとんとん
あきやまただし　作・絵

はじめてたずねる大きなマンション。いろ
んな色のドアがならんでいるけど，友だち
のおうちは，どれだろう。とんとんとん。
なかから出てきたのは，なんと，かばさん
親子！　じゃあ，このドアかな……？　名
作の大型絵本です。

50×43.5cm

定価11,000円（税込）
ISBN978-4-323-03317-4
初版発行2016年12月

読みきかせ
大型絵本 うみキリン
あきやまただし　作・絵

子どもたちの想像広がる名作『うみキリン』
の読みきかせ用大型絵本が登場です。うみ
キリンは，海にすむ大きなキリン。背の高
さは富士山の３ばいで，海の仲間たちととっ
ても仲良し。スケールの大きな現代の神話
のようなお話。

50×43.5cm

定価12,100円（税込）
ISBN978-4-323-03306-8

初版発行2007年8月

読みきかせ
大型絵本 へんしんトンネル
あきやまただし　作・絵

ようこそ，へんしんトンネルへ！　ページ
をめくってはびっくり！　かっぱが「かっ
ぱかっぱ…」とつぶやきながらくぐると，「…
ぱっかぱっか」と馬になって出てきました。
読みきかせ会で大好評の絵本がついに大型
絵本で登場！

50×43.5cm

定価12,100円（税込）
ISBN978-4-323-03321-1
初版発行2020年12月

読みきかせ
大型絵本 へんしんトイレ
あきやまただし　作・絵

へんしんトイレというふしぎなトイレを使
うと，なぜか変身しちゃうんです。まこちゃ
んが「まこまこまこ…」と言いながら入ると，

「…こまこまこま」と，こまになって出てき
ちゃいました。みんなでいっしょに楽しめ
る大型判が登場！

50×43.5cm

定価10,450円（税込）
ISBN978-4-323-03310-5

初版発行2010年9月

読みきかせ
大型絵本 せんろはつづく
竹下文子　文／鈴木まもる　絵

子どもは線路をつなげる遊びが大好き。山
にはトンネルをほり，川には鉄橋をかけて，
池があったら回り道。やがて線路がぐるっ
とつながり，駅ができました。親子一緒に
楽しめる大人気の絵本が大型判に！

48×50cm

定価12,100円（税込）
ISBN978-4-323-03320-4

初版発行2020年2月

読みきかせ
大型絵本 せんろはつづく まだつづく
竹下文子　文／鈴木まもる　絵

子どもは線路をつなげる遊びが大好き。線
路をつなげて列車を走らせよう！　工事中
だ。どうする？　高いがけだ。どうする？
　お客さんが来たよ。どうする？　さあ，
みんなならどうする？　大人気絵本，待望
の大判化！

48×50cm

NEW
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マーガレット・レイ＆ハンス・アウグスト・レイ　原作
21×20.8cm・21×16.8cm ／13P ～24P

NHK Eテレのアニメ番組から生まれた楽しい絵本シリー
ズ。半世紀以上も，世界中の子どもたちから愛され続け
ている，おさるのジョージの愛らしい魅力がいっぱい！

アニメ おさるのジョージ

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-04271-8

初版発行2012年2月

ドーナツこわい
山北めぐみ　訳
M・ペレス　翻案／ J・ファロン　テレビアニメ脚本

「0」の意味とはたらきを知ったジョージは，お
つかいで頼まれた１ダースのドーナツを買う
時，出来心で注文用紙にたくさんの「0」を書
きこんでしまいます。目の前には用意された
ドーナツの山……さあ，たいへん！

 Curious George ®  The Donut Delivery
Copyright ©2006 Universal Studios and/or HMH.

◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-04272-5

初版発行2012年2月

むいて、むいて、むいて
山北めぐみ　訳
Ｅ・ザッピー　翻案／Ｒ・ランクフォード　テレビアニメ脚本
ワイズマン博士の誕生日プレゼントを見て包
み紙をむきたくなったジョージは，まわりに
ある物の皮をむくことで，気をまぎらわせよ
うとします。カバーや皮，ラッピングって，
なんのためにあるのかな？

 Curious George ®  The Surprise Gift
Copyright ©2008 Universal Studios and/or HMH.

◆全国学校図書館協議会選定

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-04273-2

初版発行2012年5月

つまって、あふれて
山北めぐみ　訳
Ｍ・Ｇ・サックス＆Ｐ・Ｇ・デサイ　翻案／Ｊ・ファロン　テレビアニメ脚本
おふろの排水溝につまったおもちゃのせいで，
家のなかは大洪水。なぜ水があふれてきたのか，
好奇心旺盛なジョージは，洪水の原因が気に
なってしかたありません。排水の仕組みを考え
ながら，配管工の仕事や道具について学びます。

 Curious George ®  Plumber’s Helper 
Copyright ©2010 Universal Studios and/or HMH.

◆日本子どもの本研究会選定

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-04274-9

初版発行2012年5月

とんで とんで
山北めぐみ　訳
Ｍ・Ｇ・サックス＆Ｐ・Ｇ・デサイ　翻案／Ｃ・テイトリー　テレビアニメ脚本
熱気球でバードウォッチングにでかけたジョー
ジは，高度の下げ方がわからず，風でどんどん
遠くへと飛ばされてしまいます。ちゃんと操縦
するには，どうすれば良いの？　熱気球の仕組
みをヒントに，空気の流れについて考えます。

 Curious George ®  Up, Up, and Away 
Copyright ©2009 Universal Studios and/or HMH. 

 

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-04275-6

初版発行2012年8月

あした てんきになあれ
山北めぐみ　訳
Ｅ・ザッピー　翻案／Ｃ・テイトリー　テレビアニメ脚本
雨や風に遊びを邪魔されてお悩みのジョージ
は，天気予報に興味津々。コオロギの動きや雲
の色，風の流れなどを観察し，天気との関係を
考えます。時には失敗もしますが，最後には，
市長のために予報をピタリと的中させます。

 Curious George ®  Rain or Shine
Copyright ©2011 Universal Studios and/or HMH. 

◆日本子どもの本研究会選定

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-04276-3

初版発行2012年8月

ハトさんのおうち
山北めぐみ　訳
Ｍ・ペレス　翻案／Ｊ・ファロン　テレビアニメ脚本
アパートにやってきた伝書バトのために，やど
り木をつくるジョージ。はじめはうまくいきま
せんが，本物の木を観察して傑作を完成させま
す。見栄えは悪くても，一生懸命な気持ちは伝
わることを，やどり木づくりから学びます。

 Curious George ®  Builds a Home 
Copyright ©2006 Universal Studios and/or HMH. 

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-04277-0

初版発行2012年9月

オタマジャクシは カエルのこ
山北めぐみ　訳
Ｍ・Ｌ・ウィリアムズ　翻案／Ｂ・アキヤマ　テレビアニメ脚本
ジョージは飼っていたオタマジャクシを泳が
せようと，湖に放します。でも全然帰ってき
ません。別の日，ジョージは湖でオタマジャ
クシに足が生えた生き物を発見。それが成長
すると，カエルになることを理解します。

 Curious George ®  Tadpole Trouble
Copyright ©2007 Universal Studios and/or HMH. 

◆日本子どもの本研究会選定

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-04278-7

初版発行2012年9月

いかだにのって
山北めぐみ　訳
Ｅ・ザッピー　翻案／Ｊ・ファロン　テレビアニメ脚本
川岸のいかだでアヒルにエサやりをしていた
ジョージが，川に流されて漂流。迷子のジョー
ジは，アヒルの形をした大きな岩や，交差し
た木，太陽が沈む方角などを目印に地図を書
き，元いた農場への帰り道を考えます。

 Curious George ®  Lost and Found
Copyright ©2008 Universal Studios and/or HMH. 

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-04279-4
初版発行2012年11月

りんご りんご りんご
山北めぐみ　訳
Ｌ・ポルヴィーノ　翻案／Ｃ・テイトリー　テレビアニメ脚本
農場でりんごの収穫を手伝っていたジョージ
が，大きな機械を動かしてしまいます。切り
刻まれるりんご，樽からあふれ出す液体・・・。
焦るジョージでしたが，最後に自分が何かを
作っていたことを知ります。

 Curious George ®  Apple Harvest
Copyright ©2012 Universal Studios and/or HMH. 

◆日本子どもの本研究会選定

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-04280-0
初版発行2012年11月

しろいせかいへ
山北めぐみ　訳
Ｒ・モスコヴィッチ　翻案／Ｌ・サリック　テレビアニメ脚本
雪が降り積もったある日のこと。ジョージはス
キーに挑戦しますが，失敗して丘から転げ落ち
ます。子どもたちに助けられたジョージは，帰
り道，迷いブタに遭遇。自分が救われた場面を
思い出しながら，ブタの救出を試みます。

 Curious George ®  Snowy Day
Copyright ©2007 Universal Studios and/or HMH. 
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定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-04281-7

初版発行2013年2月

みえなーい！
山北めぐみ　訳
Ｍ・Ｇ・サックス＆Ｐ・Ｇ・デサイ　翻案／Ｃ・ミラー　テレビアニメ脚本
誕生日会でお菓子入りのくす玉割りに挑戦した
ジョージ。でも目隠しをすると何がどこにある
のか全然わかりません。そこでジョージは目隠
しをしたまま街に出て，五感を研ぎすます練習
を開始！　くす玉割りは成功するかな？

 Curious George ®  Piñata Party
Copyright ©2009 Universal Studios and/or HMH.

◆日本子どもの本研究会選定

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-04282-4

初版発行2013年2月

ハワイへいこう
山北めぐみ　訳
Ｒ・モスコヴィッチ　翻案／Ｒ・ランクフォード　テレビアニメ脚本
ハワイ旅行に出発する朝，ジョージとおじさ
んは寝坊し，大慌てで空港に向かいます。さ
らに，カウンターでもらった飛行機のおもちゃ
をなくして探しまわるうち，ジョージが迷子
に!?　2人は無事，ハワイにたどりつけるので
しょうか？

 Curious George ®  Takes a Trip
Copyright ©2007 Universal Studios and/or HMH.

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-04283-1

初版発行2014年4月

ぴっかぴカー
山北めぐみ　訳
Ｊ・バーティンスキ　翻案／Ｍ・ボーマン　テレビアニメ脚本
洗車場に行ったジョージは，車を洗ってくれる大きな
機械に興味津々。家に帰ると早速，おもちゃの洗車場
づくりを始めます。ベンチやホース，モップなど，家
にあるものを使って，ミニカーをきれいにできるかな？

 Curious George ®  Car Wash
Copyright ©2013 Universal Studios and/or HMH.

◆日本子どもの本研究会選定

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-04284-8

初版発行2014年7月

イルカさん ありがとう
山北めぐみ　訳
Ａ・プレジオーシ　翻案／Ｊ・トリー &Ｒ・ランクフォード　テレビアニメ脚本
海に出かけたジョージは，引き潮でできた砂浜に，
宝物を埋めることに。埋めた場所がわかるよう，目
印も覚えたけれど，潮が満ちて宝物は海の底!?　でも，
もしかしたら，イルカさんなら見つけられるかも？

 Curious George ®  Chasing Waves
Copyright ©2014 Universal Studios and/or HMH.

◆日本子どもの本研究会選定

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-04285-5

初版発行2015年2月

シロップ コンコン
山北めぐみ　訳
C.A.クローンズ　翻案／Ｃ・テイトリー　テレビアニメ脚本
木をコンコンたたくと，パンケーキ用のシロップ
が出てくると勘違いしたジョージ。早速，近所の
木をノックしてみたけれど，大好きなシロップは
出てきません。どうすれば手に入るの？　ジョー
ジのシロップづくりが始まります。

 Curious George ®  Makes Maple Syrup
Copyright ©2013 Universal Studios and/or HMH.

定価1,100円（税込）
ISBN978-4-323-04341-8

初版発行2013年4月

ねらえ ホール・イン・ワン
山北めぐみ　訳
M・G・サックス　翻案／ C・ミラー　テレビアニメ脚本
ミニゴルフに挑戦したジョージ。スコアが多
いほうが勝ちだと思い，ボールを何度も打ち
ますが，ルールを聞かされ，自分が負けたこ
とを知ります。なんとかゴルフで勝ちたい
ジョージは，家の屋上にコースをつくります。

 Curious George ®  Plays Mini Golf
Copyright ©2008 Universal Studios and/or HMH.

◆日本子どもの本研究会選定

定価1,100円（税込）
ISBN978-4-323-04342-5

初版発行2013年4月

ドングリ すくすく
山北めぐみ　訳
E・ザッピー　翻案／ S・ウィラード　テレビアニメ脚本
リスのジャンピーのまねをして，家中の食べ
物を土に埋めてしまったジョージ。さらに，
土に埋めればなんでも成長すると勘違いし，
イスや傘まで埋めてしまいます。おかげで家
の中はからっぽ。でも，何かが芽を出した!?

 Curious George ®  Plants a Seed
Copyright ©2007 Universal Studios and/or HMH.

定価1,100円（税込）
ISBN978-4-323-04343-2

初版発行2013年7月

ニンジンだーいすき！
山北めぐみ　訳
M・G・サックス　翻案／ J・ファロン　テレビアニメ脚本
友だちのすすめでニンジンづくりに挑戦する
ジョージ。種をまいて水をやり，ついに大き
なニンジンがとれたけど，ジョージは食べず
にしまっておきたい様子。そんな時，迷子の
腹ぺこウサギを発見！　どうする，ジョージ？

 Curious George ®  The Perfect Carrot
Copyright ©2009 Universal Studios and/or HMH.

◆日本子どもの本研究会選定

定価1,100円（税込）
ISBN978-4-323-04344-9

初版発行2013年7月

うきうきボート
山北めぐみ　訳
K・オサリヴァン　翻案／ R・ランクフォード　テレビアニメ脚本
カーフェリーが好きなジョージが，友だちの模
型ヨットにミニカーをのせ，湖に沈めてしまい
ます。このままでは，友だちが模型ボートのコ
ンテストに出られません。困ったジョージは，
代わりのボートづくりに奮闘します！

 Curious George ®  The Boat Show
Copyright ©2008 Universal Studios and/or HMH.

定価1,100円（税込）
ISBN978-4-323-04345-6

初版発行2013年9月

はるよ こい
山北めぐみ　訳
M・G・サックス＆P・G・デサイ　翻案／ C・ミラー　テレビアニメ脚本
クマが冬眠することを知ったジョージが，さむ
～い冬を避けようと，冬眠に挑戦！　試行錯誤
の末に眠れたと思ったけれど，たったのひと晩
しか経っておらずガッカリ。見かねたおじさん
は，冬の楽しい遊びを思い出させます。

 Curious George ®  A Winter’s Nap
Copyright ©2010 Universal Studios and/or HMH.

◆日本子どもの本研究会選定

定価1,100円（税込）
ISBN978-4-323-04346-3

初版発行2013年9月

としょかんの おしごと
山北めぐみ　訳
J・ティボット　翻案／ S・グレイ　テレビアニメ脚本
図書館の司書のお手伝いをするジョージ。本
を探している人を手助けしたり，友だちと一
緒に本を整理したりと大忙し！　司書から
本を探しやすく並べるコツも教わって，お気
に入りの本を手に大満足で家に帰ります。

 Curious George ®  Librarian for a Day
Copyright ©2012 Universal Studios and/or HMH.

定価1,100円（税込）
ISBN978-4-323-04347-0
初版発行2013年12月

ラン ラン ラン
山北めぐみ　訳
S・マクファーリン　翻案／ J・ロイ 　テレビアニメ脚本
マラソン大会に出場することになった運動嫌い
のワイズマン博士。そんな彼女に，ジョージは
あの手この手で運動の楽しさを教えます。大会
本番，みごと完走した博士からお礼にメダルを
もらって，ジョージは大よろこび！

 Curious George ®  Race Day
Copyright ©2010 Universal Studios and/or HMH. 

◆日本子どもの本研究会選定
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定価1,100円（税込）
ISBN978-4-323-04348-7
初版発行2013年12月

たこたこ、あがれ！
山北めぐみ　訳
M・ペレス　翻案／ J・ファロン　テレビアニメ脚本
風の強いある日，凧を預かったジョージは，凧
に引っ張られて空に飛ばされてしまいます。し
ばしの空中散歩を楽しみますが，どうやって降
りたらいいの？　でもその時，黄色い帽子のお
じさんが，空を飛んでやってきた！

 Curious George ®  The Kite
Copyright ©2006 Universal Studios and/or HMH. 

定価1,100円（税込）
ISBN978-4-323-04349-4

初版発行2014年2月

かっとばせー
山北めぐみ　訳
E・ザッピー　翻案／ L・サリック　テレビアニメ脚本
友だちの野球の試合を見にきたジョージ。ス
コア係を任されますが，正しい数字の順番が
わかりません。売店も手伝うことになります
が，そこでもお客さんの整理券に数字が！
ジョージは数字の順番を覚えられるかな？

 Curious George ®  Home Run
Copyright ©2012 Universal Studios and/or HMH.

◆日本子どもの本研究会選定

定価1,100円（税込）
ISBN978-4-323-04350-0

初版発行2014年2月

あか、あお、きいろ
山北めぐみ　訳
K・オサリヴァン　翻案／ M・マウラー　テレビアニメ脚本
おじさんの留守中に，色つきの卵をつくること
になったジョージ。色を混ぜると別の色になる
ことを知り，バナナを紫にしたり，自分が黄色
くなったりと大はしゃぎ。でも，きれいなまま
でいるって，おじさんと約束してたんだった！

 Curious George ®  Colors Eggs
Copyright ©2011 Universal Studios and/or HMH.

定価1,100円（税込）
ISBN978-4-323-04351-7

初版発行2014年5月

サル・ウィ・ダンス
山北めぐみ　訳
Ｂ・グレグ＆Ａ・プレジオーシ　翻案／Ｒ・ランクフォード　テレビアニメ脚本
仲良しのアリーから，ダンスパーティーに誘われたジョー
ジとビル。でも，ダンスを踊れないビルは，行くのがいや
みたい。そこでジョージは，ビルと一緒にダンスの練習を
スタート。ボックス・ステップをマスターできるかな？

 Curious George ®  Dance Party
Copyright ©2013 Universal Studios and/or HMH.

◆日本子どもの本研究会選定

定価1,100円（税込）
ISBN978-4-323-04352-4

初版発行2014年7月

シャッターチャンスだ！
山北めぐみ　訳
Ｊ・ティボット　翻案／Ｂ・アキヤマ　テレビアニメ脚本
動物の足あと探しに夢中のジョージ。リスやカエルなど
の足あとを撮影していたところ，見たこともないほど大
きな足あとに遭遇。これってまさか，恐竜の足あと？ 
しかも，ビルの家に向かってる!?　早く知らせなきゃ！

 Curious George ®  Dinosaur Tracks
Copyright ©2011 Universal Studios and/or HMH.

◆日本子どもの本研究会選定

定価1,100円（税込）
ISBN978-4-323-04353-1

初版発行2014年8月

ワンちゃん だいすき
山北めぐみ　訳
Ｍ・ペレス　翻案／Ｊ・ファロン　テレビアニメ脚本
ドッグショーに行ったジョージは，サンドイッチを使っ
て，入賞したワンちゃんたちを家に連れて帰ることに
成功。でも家はワンちゃんだらけ!!　ジョージはワン
ちゃんを，種類ごとに別々の部屋に分けられるかな？

 Curious George ®  The Dog Show
Copyright ©2006 Universal Studios and/or HMH.

◆日本子どもの本研究会選定

定価1,100円（税込）
ISBN978-4-323-04354-8

初版発行2014年9月

ハロウィーンの おばけ
山北めぐみ　訳
C.A. クローンズ　翻案／Ｊ・ファロン　テレビアニメ脚本
ハロウィーンを数日後に控えたある日，ジョージは，い
ろいろな人から「帽子から手をはなさずに」といわれます。
気をつけないと，おばけの“くびなし”に帽子を飛ばさ
れちゃうんだって！　でも，おばけなんて本当にいるの？

 Curious George ®  Haunted Halloween
Copyright ©2014 Universal Studios and/or HMH.

◆日本子どもの本研究会選定

定価1,100円（税込）
ISBN978-4-323-04355-5
初版発行2014年12月

アイス マイルーム
山北めぐみ　訳
Ｅ・ザッピー　翻案／Ｋ・ウォー　テレビアニメ脚本
雪を使ってイグルーづくりに挑戦するジョー
ジ。見事完成させ，イグルーで夜を過ごそう
と試みますが，寒くて全然眠れません。そこで，
家の中にイグルーをつくり直してみたものの，
朝起きたらとけて部屋がびしょぬれに！

 Curious George ®  Builds an Igloo
Copyright ©2013 Universal Studios and/or HMH. 

◆日本子どもの本研究会選定

定価1,100円（税込）
ISBN978-4-323-04356-2

初版発行2015年3月

ハチさんのおうち
山北めぐみ　訳
Ｊ・ティボット　翻案／Ｒ・ホルシー　テレビアニメ脚本
友だちが，発表のために用意した“ハチミツ
たっぷりのハチの巣”を，ついつい全部食べ
てしまったジョージ。あちこちで代わりを探
すけど，全然見つかりません。このままじゃ，
発表が台無しになっちゃう！　どうする？

 Curious George ®  A Home for Honeybees
Copyright ©2014 Universal Studios and/or HMH.

◆日本子どもの本研究会選定

定価1,100円（税込）
ISBN978-4-323-04357-9

初版発行2015年9月

めざせ オリンピック
山北めぐみ　訳
Ｌ・バーンスタイン　翻案／Ｂ・バーベッチ　テレビアニメ脚本
友だちと一緒に，体操教室に通い始めた
ジョージ。週一回の練習が待ちきれず，家に
練習場をつくります。タオル掛けでつくった
つり輪や，牧場のフェンスの平均台など，オ
リジナルの用具で練習スタート！

 Curious George ®  Gymnastics Fun
Copyright ©2015 Universal Studios and/or HMH.

◆日本子どもの本研究会選定

▲めざせ オリンピック
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定価990円（税込）
ISBN978-4-323-04401-9

初版発行2013年9月

はじめてのえほん いろ
こじままもる　訳

ＮＨＫ Ｅテレの海外アニメ番組「おさるのジョー
ジ」から生まれた楽しい絵本。いろ・かず・かた
ちの名前を各巻で，日本語と英語（カナ発音併記）
で紹介。赤はイチゴ，黄色はバナナなど，ものと
色をリンクさせながら，「いろ」を学ぼう！

 Curious George ®  Color Fun
Copyright ©2012 Universal Studios and/or HMH.

◆日本子どもの本研究会選定

定価990円（税込）
ISBN978-4-323-04402-6

初版発行2013年9月

はじめてのえほん かず
こじままもる　訳

ＮＨＫ Ｅテレの海外アニメ番組「おさるの
ジョージ」から生まれた楽しい絵本。いろ・
かず・かたちの名前を各巻で，日本語と英語（カ
ナ発音併記）で紹介。１から１０までの「かず」
を，かわいいイラストを数えながら覚えよう！

 Curious George ®  Numbers
Copyright ©2012 Universal Studios and/or HMH.

定価990円（税込）
ISBN978-4-323-04403-3

初版発行2013年9月

はじめてのえほん かたち
こじままもる　訳

ＮＨＫ Ｅテレの海外アニメ番組「おさるのジョー
ジ」から生まれた楽しい絵本。いろ・かず・かた
ちの名前を各巻で，日本語と英語（カナ発音併
記）で紹介。ボールはまる，たこはひしがたなど，
ジョージが見つけた「かたち」を見てみよう！

 Curious George ®  Shapes
Copyright ©2012 Universal Studios and/or HMH.

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-04381-4

初版発行2013年8月

とけいえほん　いま なんじ？
山北めぐみ　訳
C・プラット　翻案／K・ウォー　テレビアニメ脚本
なかよしのアリーと一緒に，幼稚園に遊びに行くジョー
ジ。幼稚園では，時間に合わせて砂遊びをしたり，お昼
ごはんを食べたりします。最後は，友だちと一緒に大き
なお城もつくって，幼稚園での一日を存分に楽しみます。

 Curious George ®  Time for School
Copyright ©2011 Universal Studios and/or HMH.

◆日本子どもの本研究会選定

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-04384-5

初版発行2020年1月

えさがしえほん
さがしてみつけて
アニメおさるのジョージに，ファン待望の絵
さがし絵本が登場。ジョージがくらす都会の
まちや田舎はもちろん，海の底や，ジャング
ル，宇宙などを舞台に，絵さがしの冒険を楽し
めます。集中力や観察力を育むのにぴったり！

Curious George ®  Seek and Find
Copyright ©2019 Universal Studios and/or HMH.

◆全国学校図書館協議会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-04385-2
初版発行2020年10月

いっぱいかいちゃお！
ジョージとあそぶっく
アニメおさるのジョージのキャラクターやイ
ラストを使った，アクティビティブック。な
ぞり描き＆塗り絵や，頭を使わないとクリア
できない迷路，絵探し，シルエットクイズ，
文字遊びなど，知育要素を含んだ遊びを30点
収録。

Ⓒ & Ⓡ Universal Studios and/or HMH.

マーガレット・レイ＆ハンス・アウグスト・レイ　原作
山北めぐみ　訳

21×26cm ／各32P

NHK Eテレの人気海外アニメ番組「おさるのジョージ」
から生まれた楽しい絵本。好奇心旺盛なジョージの魅力
が伝わるストーリーに加えて，科学情報や豆知識をたっ
ぷり収録した新シリーズ！

アニメ おさるのジョージ ちしきえほん

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-04311-1
初版発行2020年10月

わるいきんを やっつけろ

熱を出して寝こんだジョージは，体が縮む
夢を見る。自分の体の中に入ると，そこで
は悪い細菌たちが歌い，踊っていた。ジョー
ジは，細菌を追い出そうと奮闘する。物語
に知育情報や巻末付録を加えた新しいシ
リーズ。

Curious George ® DISCOVERS GERMS 
Copyright ©2015 Universal Studios and/or HMH.

◆全国学校図書館協議会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-04312-8
初版発行2020年12月

リサイクルは おまかせ

もうすぐジョージ住む街でリサイクルコン
テストが開かれるんですって。でも，リサ
イクルってなんのこと？　さあ，みんないっ
しょにリサイクルについて学ぼう！　物語
に，知育情報や巻末付録を加えたシリーズ
第２弾。

Curious George ®  DISCOVERS Recycling 
Copyright ©2017 Universal Studios and/or HMH.

◆全国学校図書館協議会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-04313-5

初版発行2021年3月

うちゅうへ いこう

ワイズマン博士に招待されて宇宙センター
にやってきたジョージとおじさん。なんと
そこで，宇宙ステーションに行って食料を
補給する任務を任された！　知育情報や巻
末付録で宇宙にまつわる知識がたくさん身
につきます。

Curious George ® DISCOVERS SPACE 
Copyright ©2015 Universal Studios and/or HMH.

NEW

NEW

NEW

▲わるいきんを やっつけろ
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アードマン・アニメーションズ　原作
24×24cm・B5変型判他／18P ～48P

イギリス発のクレイアニメーションから生まれた楽しい
絵本シリーズ。いたずら好きなショーンや、牧洋犬のビッ
ツァーなど、ゆかいな仲間たちが巻き起こす、ドタバタ
コメディー！

ひつじのショーン

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-03961-9

初版発行2013年6月

ショーンとサッカー
松井京子　文

ショーンと仲間たちが，くさったキャベツを
使ってサッカーをはじめました。そのキャベツ
をねらって，くいしんぼうのぶたたちがあの
手この手で邪魔をしてきます。ひつじとぶたの
キャベツの取りあい，キャベツはどうなる!?

© and TM Aardman Animations Ltd 2013.
◆日本子どもの本研究会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-03962-6

初版発行2013年6月

ひつじのげいじゅつか
松井京子　文

牧場主が絵をかきはじめました。ところが，
目を離したすきに，牧羊犬のビッツァーが筆
をとり，絵はひどいありさまに。それを見て
いたショーンが絵をかきなおしてあげます。
いったい，どんな絵が完成したのでしょう。

© and TM Aardman Animations Ltd 2013.

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-03963-3

初版発行2013年9月

シャーリーのダイエット
松井京子　文

食べることが大好きなシャーリー。大きなか
らだは，ますます太っていくばかり。ついに，
ひつじ小屋から出られなくなってしまいまし
た。そこで，ショーンとなかまたちは，きび
しいダイエット作戦をはじめます。

© and TM Aardman Animatioms Ltd 2013.
◆日本子どもの本研究会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-03964-0

初版発行2013年9月

ピザがたべたい！
松井京子　文

牧場主がたのんだおいしそうなピザが，どう
しても食べたいショーンたち。人間に変装し
て，街まで買いにいくことに。どうにかピザ
屋さんまでたどりつき，ピザを注文しました
が，ポケットにお金がありません！

© and TM Aardman Animations Ltd 2013.

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-03965-7

初版発行2014年1月

せんたくびより
松井京子　文

天気のいい昼下がり。牧場主が洗濯物をほしま
した。ところが，ショーンたちのいたずらで洗
濯物は泥だらけ。あわてて洗濯をはじめますが
ショーンは洗濯機の使い方がわかりません。こ
のままでは牧場主に見つかってしまいます！

© and TM Aardman Animations Ltd 2014.
◆日本子どもの本研究会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-03966-4

初版発行2014年2月

いたずらっこがやってきた
松井京子　文

牧場主のめいっこが遊びにきました。めいっ
こは牧場主が目を離したすきに，ひつじたち
を追いまわしたり，ボールをぶつけたり，や
りたい放題。ショーンはめいっこにいたずら
をやめさせるため，ある作戦を考えます。

© and TM Aardman Animations Ltd 2014.
◆日本子どもの本研究会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-03967-1

初版発行2014年4月

ショーンはおおいそがし
松井京子　文

牧場主が風邪を引いてしまいました。ビッ
ツァーの仕事をすることになったショーンた
ちは，ぶたや牛，にわとりの世話で大いそが
しです。ところが，みんなが働いているあいだ，
ビッツァーは看病をさぼって遊んでいます！

© and TM Aardman Animations Ltd 2014.
◆日本子どもの本研究会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-03968-8

初版発行2014年6月

ねずみとかくれんぼ
松井京子　文

ねずみが大嫌いな牧場主は，飼い猫のピッツ
リーにねずみ退治を命じました。ねずみが逃
げた先は，なんと，ひつじのふかふかの毛の
なか！　すっかり仲良くなったショーンたち
は，ねずみをかくまってあげることにします。

© and TM Aardman Animations Ltd 2014.
◆日本子どもの本研究会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-03969-5

初版発行2014年7月

ショーンのそらのたび
松井京子　文

牧場主の恋人が気球に乗ってやってきまし
た。ショーンたちは気球に興味津々。いたず
らしているうちに，気球をつないでいたロー
プが切れて，空へ舞い上がってしまいました。
ショーンたちの空の旅は危険がいっぱい!?

© and TM Aardman Animations Ltd 2014.

◆日本子どもの本研究会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-03970-1

初版発行2014年9月

ショーンのおみせやさん
松井京子　文

牧場主とビッツァーが小さなお店屋さんをは
じめました。とれたての野菜や果物，焼きた
てのパンなどが並べられ，お店は大繁盛。店
番を手伝うことになったショーンは，もっと
たくさん稼げる良い方法を思いつきます。

© and TM Aardman Animations Ltd 2014.
◆日本子どもの本研究会選定
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定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-03971-8
初版発行2014年12月

どっちがショーン？
松井京子　文

宇宙人に連れさられたひつじのショーンとね
このピッツリー。実験に失敗し，中身が入れ
かわってしまいます。翌朝，ショーンは家の
中で丸くなり，ピッツリーは牧場で草を食べ
ていました。様子の違う二匹に牧場は大騒ぎ！

© and TM Aardman Animations Ltd 2014.
◆日本子どもの本研究会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-03972-5

初版発行2015年3月

パーティーをしよう
松井京子　文

もうすぐ牧場主の誕生日。友達をたくさん呼
んで，パーティーを開きます。ところが，ビッ
ツァーが招待状を泥だらけにしてしまったか
ら大変！　ショーンと仲間たちは仮装して，
友達の代わりにパーティーに出ることにしま
す。

© and TM Aardman Animations Ltd 2015.
◆日本子どもの本研究会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-03081-4

初版発行2016年8月

おもいでの木
アンディー・ジェインズ　絵
なかようこ　文
牧場主が庭の大きな木をきろうとしています。
大好きな遊び場を奪われまいとショーンたち
が邪魔しますが，牧場主はあきらめません。
とうとう木にノコギリをかけた瞬間，牧場主
の胸に木との大切な思い出がよみがえってき
て……。 © and TM Aardman Animations Ltd 2016.

18.6×18.6cm
　　
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価770円（税込）
ISBN978-4-323-03811-7

初版発行2015年9月

かず

ひつじのショーンといっしょに，１から10ま
での数を楽しく覚えられる絵本。ひつじが１
匹，ひつじが２匹……と数えるうちに，だん
だん眠くなるかも？　ベッドタイムにも最
適。数を日本語と英語（カナ発音併記）で紹介。

© and TM Aardman Animations Ltd 2015.

15×15cm
◆日本子どもの本研究会選定

定価770円（税込）
ISBN978-4-323-03812-4

初版発行2015年9月

いろ

ひつじのショーンといっしょに，いろんな色
の名前を楽しく覚えられる絵本。ショーンの
毛は白，りんごは赤，ひよこは黄色など，牧
場にどんな色があるか探してみよう！　色の
名前を日本語と英語（カナ発音併記）で紹介。

© and TM Aardman Animations Ltd 2015.

15×15cm
◆日本子どもの本研究会選定

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-03781-3

初版発行2015年6月

映画 ひつじのショーン
バック・トゥ・ザ・ホーム　ティミーまちへいく
山北めぐみ　訳

都会での冒険をティミー目線で描いた，かわいら
しい絵本。退屈な毎日に飽き飽きしたショーン。
自由な休日を手に入れるために仕掛けたいたず
らのせいで，牧場主が行方不明に！　牧場主を
追いかけ，やってきた大都会では，たくさんの危
険がショーンたちを待ち受けていたのです。

© 2014 Aardman Animations Limited and Studiocanal S.A.
◆日本子どもの本研究会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-03782-0

初版発行2015年6月

映画 ひつじのショーン
バック・トゥ・ザ・ホーム　ひつじたち だいとかいへいく
山北めぐみ　訳

映画がまるまる１冊の絵本に！　退屈な毎 
日に飽き飽きしたショーン。自由な休日を手
に入れるために仕掛けたいたずらのせいで，
牧場主が行方不明に！　牧場主を追いかけ，
やってきた大都会では，たくさんの危険が
ショーンたちを待ち受けていたのです。

© 2014 Aardman Animations Limited and Studiocanal S.A.
◆日本子どもの本研究会選定

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-03783-7

初版発行2015年6月

映画 ひつじのショーン
バック・トゥ・ザ・ホーム
山北めぐみ　訳

小学校低学年から読めるノベライズ版。退屈
な毎日に飽き飽きしたショーン。自由な休日
を手に入れるために仕掛けたいたずらのせい
で，牧場主が行方不明に！　牧場主を追い
かけ，やってきた大都会では，たくさんの危
険がショーンたちを待ち受けていたのです。

© 2014 Aardman Animations Limited and Studiocanal S.A.
◆日本子どもの本研究会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-03784-4
初版発行2019年11月

映画 ひつじのショーン
UFOフィーバー！

ひつじのショーンたちがせっかく注文したピ
ザが何者かに奪われた！ 犯人は不時着した
UFOに乗っていた宇宙人ルーラ。意気投合
したショーンはルーラを故郷に帰そうとしま
すがエージェント・レッドが立ちはだかります。

© 2020 Aardman & Studiocanal SAS.
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アードマン・アニメーションズ　原作／なかようこ　文
21×20.8cm ／各24P

アニメ「ひつじのショーン」でも大人気のティミーが，
友だちと遊んだり，ケンカして仲直りしたりしながら成
長していく姿を描く，保育園ドタバタ日記。

こひつじのティミー

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-03761-5

初版発行2014年8月

ティミーのおもちゃ

友達のオータスが持っているおもちゃの車が
うらやましいティミー。ようやくオータスに
貸してもらいますが，遊んでいるうちに壊し
てしまいました。ティミーは仲直りするため
に，手作りの車をせっせと作りはじめます。

© and TM Aardman Animations Ltd 2014.
◆日本子どもの本研究会選定

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-03762-2

初版発行2014年8月

ティミーとあたらしいおともだち

ティミーとヤッバは大の仲良し。でも，今日
はヤッバが他の子ばかりと遊んで，ティミー
とは遊んでくれません。ティミーはとてもさ
びしくなり，ねんどでヤッバそっくりの人形
を作りました。

© and TM Aardman Animations Ltd 2014.

サラ・ゴメス・ハリス　原作／横山和江　訳
24×24cm ／各32P

イギリス生まれの人気アニメが絵本に！ 7歳の女の子・
サラと，親友のアヒル・ダックンが，イマジネーション
豊かな世界へ導きます。

サラとダックン

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-03261-0
初版発行2013年12月

サラとダックン
なにに なりたい？

サラとダックンは楽しいことが大好き。今日
はダックンがペンギンに，サラは飼育係に変
装して動物園へ。でも，ぬるぬるのマズい魚
や，エサを求め続けるペンギンに嫌気が。結
局，今の自分が一番と学ぶふたりでした。

Copyright © Karrot Entertainment Limited, 2013 
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-03262-7

初版発行2015年8月

サラとダックン
ゆうえんちにいく！

お気に入りのベンチでのんびりしようと，公
園にやってきたサラとダックン。でも，いつ
もの公園が，今夜は遊園地になっています。
２人は輪投げやメリーゴーラウンドを楽しみ
ますが，ベンチはどこにも見当たりません。
どうする？

Copyright © Karrot Entertainment Limited, 2015
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

▲なにに なりたい？
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『チャギントン』はイギリス生まれの子ども向けオールCGアニメ。列車たちが暮らす「チャギントン」
という街を舞台にした幼い列車たちの物語です。幼児から楽しめるシール絵本やマグネットに，

「チャギントン」の世界をそのまま体感できるジグソーパズルや，かるたまでそろえました。
©Ludorum plc 2011/フジテレビ

チャギントン

価格638円（税込）
ISBN978-4-323-89201-6

2011年5月

たのしいシールブック

いろんなチャガーを何度でも貼ってはがせる
シールブック。お子様の大好きなシール遊び
ができます。
ブックサイズ：タテ13.8cm×ヨコ20.5cm
ページ数：8ページ（表紙含む）
シール絵柄：22枚

価格825円（税込）
ISBN978-4-323-89202-3

2011年5月

わくわくシールブックＤＸ

お子様はシール遊びが大好きです。チャギン
トンのチャガーなど53枚のシール付き。貼っ
てはがして何度でも遊べます。
ブックサイズ：タテ13.8cm×ヨコ20.5cm
ページ数：14ページ
シールシート：2枚（絵柄53）

価格627円（税込）
ISBN978-4-323-89203-0

2011年5月

たのしい！やわらかマグネットＡ

使い方いろいろ。チャガーたちのかわいいマ
グネットとぬり絵がセットになっています。
商品サイズ：タテ18.5cm×ヨコ13cm
マグネットシール：10個
ぬり絵：2枚付き

価格627円（税込）
ISBN978-4-323-89204-7

2011年5月

たのしい！やわらかマグネットＢ

使い方いろいろ。チャガーたちのかわいいマ
グネットとぬり絵がセットになっています。
商品サイズ：タテ18.5cm×ヨコ13cm
マグネットシール：9個
ぬり絵：2枚付き

価格1,210円（税込）
ISBN978-4-323-89209-2
初版発行2012年12月

チャギントンかるた
アニメ「チャギントン」の楽しい世界が「か
るた」になりました！色鮮やかなイラスト
でテレビアニメの世界をそのまま体感！お
子様の遊びにもあいうえお学習にもぴったり
です。
箱サイズ：タテ19.5cm×ヨコ16.0cm×高さ4.0cm
読み札・絵札：各46枚
札のサイズ：5.7cm×7.6cm
ludorum © Ludorum plc 2012 Chuggington ® is a registered trade mark of Ludorum plc.

価格660円（税込）
ISBN978-4-323-89205-4

初版発行2012年7月

こどもジグソーパズル1
「チャギントン」の物語に登場するチャガー
たちの繰り広げる楽しい世界が「こどもジグ
ソーパズル」になりました。お子様が遊びや
すいカタチと大きさにつくられています。
箱サイズ：タテ18cm×ヨコ18cm×高さ3cm
ピース数：32ピース
完成サイズ：タテ22cm×ヨコ30cm
ludorum © Ludorum plc 2011 Chuggington ® is a registered trade mark of Ludorum plc.

価格660円（税込）
ISBN978-4-323-89206-1

初版発行2012年7月

こどもジグソーパズル2
「チャギントン」の物語に登場するチャガー
たちの繰り広げる楽しい世界が「こどもジグ
ソーパズル」になりました。お子様が遊びや
すいカタチと大きさにつくられています。
箱サイズ：タテ18cm×ヨコ18cm×高さ3cm
ピース数：32ピース
完成サイズ：タテ22cm×ヨコ30cm
ludorum © Ludorum plc 2011 Chuggington ® is a registered trade mark of Ludorum plc.

価格660円（税込）
ISBN978-4-323-89207-8

初版発行2012年7月

こどもジグソーパズル3
「チャギントン」の物語に登場するチャガー
たちの繰り広げる楽しい世界が「こどもジグ
ソーパズル」になりました。お子様が遊びや
すいカタチと大きさにつくられています。
箱サイズ：タテ18cm×ヨコ18cm×高さ3cm
ピース数：32ピース
完成サイズ：タテ22cm×ヨコ30cm
ludorum © Ludorum plc 2011 Chuggington ® is a registered trade mark of Ludorum plc.

価格660円（税込）
ISBN978-4-323-89208-5

初版発行2012年7月

こどもジグソーパズル4
「チャギントン」の物語に登場するチャガー
たちの繰り広げる楽しい世界が「こどもジグ
ソーパズル」になりました。お子様が遊びや
すいカタチと大きさにつくられています。
箱サイズ：タテ18cm×ヨコ18cm×高さ3cm
ピース数：32ピース
完成サイズ：タテ22cm×ヨコ30cm
ludorum © Ludorum plc 2011 Chuggington ® is a registered trade mark of Ludorum plc.
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23.6×23.5cm ／各48P
小学校に上がる前に身につけておきたいことや，小学生
になったらできるようにしたいことを，イラストを使っ
て楽しく紹介。小学校入学前後の子どもたちに，かなら
ず役立つシリーズです。

生活の基本が身につく！ ピカピカの１年生シリーズ

定価1,650円（税込）
ISBN978-4-323-03142-2

初版発行2014年9月

おてつだいの絵本
辰巳　渚　作／すみもとななみ　絵

掃除や洗濯，食事の準備など，お手伝いのや
り方を，イラストを使って楽しく紹介。「やっ
てみたいお手伝い探し」から始める楽しい構
成で，子どもの生活力を育み，親子のコミュ
ニケーションを助けます！
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,650円（税込）
ISBN978-4-323-07373-6

初版発行2016年9月

ただしいもちかたの絵本
WILLこども知育研究所　編・著
すみもとななみ　絵
はしや，えんぴつ，歯ブラシ，ぞうきんなど，
子どもに身近なものの持ち方を，わかりやす
い絵と文で紹介。間違った持ち方の例や，も
のを上手に持ち，扱えるようになるための遊
びも紹介。親子で楽しく実践できます。
◆日本子どもの本研究会選定

定価1,650円（税込）
ISBN978-4-323-07374-3

初版発行2016年9月

1ねんせいの せいかつ えじてん
WILLこども知育研究所　編・著

小学校に上がる前に身につけておきたいこ
と，小学生になったらできるようにしたいこ
とを，わかりやすく絵でみせる生活絵本。挨
拶，和式トイレや雨具の使い方，日時の読み
方，安全な歩き方，掃除，友達の家に遊びに
行く等の基本を紹介。
◆日本子どもの本研究会選定

定価1,650円（税込）
ISBN978-4-323-07379-8
初版発行2016年12月

がっこうたんけん
しょうがっこう だいずかん
WILLこども知育研究所　編・著
法嶋かよ・常永美弥　絵
多くの小学校で実施されている「学校探検」。
教室や家庭科室などの特別教室，体育館など，
幼稚園や保育園にはない小学校ならではの設
備を写真と絵で楽しく紹介。入学前後の子ど
もや，小学校に必携の一冊です。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,650円（税込）
ISBN978-4-323-07391-0

初版発行2017年7月

みんなの きもちが わかるかな？ 
おもいやりの絵本
WILLこども知育研究所　編・著　
すみもとななみ　絵

「思いやりのある子に育てたい」という親の
願いにこたえる絵本。家族や友だちなど，ま
わりの人の気持ちをシチュエーションごとに
示し，思いやりの気持ちの大切さや，思いや
りのある行動を紹介している。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,650円（税込）
ISBN978-4-323-07422-1

初版発行2018年8月

ただしいかぞえかたの絵本
WILLこども知育研究所　編・著
すみもとななみ　絵

「生き物」や「食べ物」「家の中のもの」「乗り物」
など，いろいろなものの数え方を，絵を見て
考えながら覚えられる絵本です。数え方を知
る知識のページと，実際に数える実践ページ
で，楽しく数え方を学べます。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,650円（税込）
ISBN978-4-323-07451-1 
初版発行2019年11月

しつないあそびの絵本
WILLこども知育研究所　編・著
すみもとななみ　絵／眞田祥一　監修
楽しく遊ぶだけでやわらかい頭を育くむこと
ができる室内遊びを20種紹介。保護者と一緒
に遊んでも，子ども同士で遊んでも楽しめる。
かわいいカラーイラストをふんだんに用い，
目で見ても楽しい絵本。
◆全国学校図書館協議会選定

▲おてつだいの絵本
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23.6×23.5cm ／60P・96P はじめて出会う「あいうえお」と「ＡＢＣ」。かわいい
イラストや迫力のある写真で楽しく覚えましょう。

あいうえお＆ABC

定価1,870円（税込）
ISBN978-4-323-03551-2

初版発行2004年4月

あいうえおのえほん
いもとようこ　え／よこたきよし　ぶん

「ありがとう」の「あ」から「ごめんなさい」
の「ん」まで，心のこもったことばの世界が
広がります。ひらがなを覚えるときに大切な
筆順も，お子さんと一緒に指先でなぞってみて
ください。お母さん，お父さん方が“先生”
です。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,870円（税込）
ISBN978-4-323-03553-6

初版発行2012年8月

のりものしゃしん　あいうえおのえほん
よこたきよし　ぶん

大好きなのりもので，楽しくひらがなを覚え
られる絵本。消防車や飛行機など，人気のの
りものを迫力ある写真で紹介します。大人の
方向けの詳しい解説つきで，のりものを通し
て子どもの知的好奇心を育めます。
 おでかけ版  定価1,320円（税込） ISBN978-4-323-03555-0  

17.2×17cm
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,870円（税込）
ISBN978-4-323-03554-3

初版発行2013年9月

いきものしゃしん　あいうえおのえほん
今泉忠明　監修／ニシ工芸　編

動物，虫，鳥，海洋生物など，子どもたちが
大好きな生き物の写真でひらがなを覚える絵
本。生き物のかんたんな解説も掲載。迫力あ
る写真とともに図鑑としても楽しめます。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,760円（税込）
ISBN978-4-323-03552-9

初版発行2005年3月

ＡＢＣのえほん
いもとようこ　さく・え

「ＡＢＣ」とはじめて出会う子どものための絵
本。「Ａ」から「Ｚ」まで，大文字も小文字も
この一冊で大丈夫。いもとようこのかわいいイ
ラストで，見開きごとにアルファベットを紹介。
英単語を楽しく覚えられます。ＡＢＣ絵本の決
定版！
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

価格1,980円（税込）
ISBN978-4-323-89007-4

初版発行2013年3月

あいうえおカード
いもとようこ　え／よこたきよし　ぶん

大好評『あいうえおのえほん』のリング式カー
ド。手に持ちやすい形で，お出かけにも便利。
おかたづけカンタン，着脱もカンタンなリン
グ２個入り！　ひらがなを楽しく自然に覚
えられます。筆順，カタカナ，ローマ字付き。

▲あいうえおのえほん
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52×73cm ／各1枚
「あいうえお」に「かけざん九九」「日本地図」まで，か
わいいイラストや迫力ある写真で楽しみながら覚えま
しょう。水にぬれても破れない特別素材で，おふろの壁
にもはれます！

ウォールチャート

いもとようこの
あいうえおひょう
いもとようこ

価格935円（税込）
ISBN978-4-323-07154-1

初版発行2009年7月

いもとようこ，はじめてのウォール
チャート！　ベストセラー『あいうえお
のえほん』がついに壁に貼るウォール
チャート版になりました。おなじみの絵
であいうえおが簡単に覚えられます。

いもとようこの
ＡＢＣひょう
いもとようこ

価格817円（税込）
ISBN978-4-323-07185-5

初版発行2010年9月

人気絵本作家いもとようこの愛らしい絵
がいっぱい！　数やあいさつの言葉な
どもいっしょに学べる，いちばんカラフ
ルでかわいいＡＢＣひょうです。初めて
の英語学習を楽しくサポートします。

いもとようこの
かけざん九九ひょう
いもとようこ

価格935円（税込）
ISBN978-4-323-07173-2

初版発行2010年3月

はじめての九九の暗記を楽しくサポー
ト！　愛らしい絵と声に出して覚えられ
る読み仮名付き，すいすい覚えられます。

のりものしゃしん
あいうえおひょう

価格817円（税込）
ISBN978-4-323-07248-7

初版発行2012年9月

いろいろなのりものの迫力ある写真を掲
載。大好きなのりもので，楽しくひらが
なを覚えられます。筆順・カタカナ・ロー
マ字付き。

  

いきものしゃしん
あいうえおひょう

価格825円（税込）
ISBN978-4-323-07285-2

初版発行2014年2月

身近な動物やめずらしい生きものの美し
い写真を掲載。大好きないきもので，楽
しくひらがなを覚えられます。筆順・カ
タカナ・ローマ字付き。



53

ウ
ォ
ー
ル
チ
ャ
ー
ト

アニメおさるのジョージ
あいうえおひょう
Ｍ・レイ＆Ｈ・Ａ・レイ　原作

価格935円（税込）
ISBN978-4-323-04382-1

初版発行2015年6月

「おさるのジョージ」があいうえお表に。しりとりや絵さがしを楽
しみながら，アニメに登場するキャラクターと一緒にあいうえおを
学べます。

Curious George television series merchandise © Universal 
Studios. Curious George and related characters, created by 
Margret and H. A. Rey, are copyrighted and registered by 
Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company and used 

under license. Licensed by Universal Studios Licensing  
LLC. All rights reserved.

すみっコぐらし
かけざん九九ひょう
サンエックス　監修

価格935円（税込）
ISBN978-4-323-04481-1

初版発行2019年9月

大人気キャラクター「すみっコぐらし」のウォールチャートが登場！ 
おふろにもかべにも貼れるので，すみっコたちといっしょに，好き
なところで１～９段まで，飽きずに九九の暗唱ができます。

©2021 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.
　

アニメおさるのジョージ
かけざん九九ひょう
Ｍ・レイ＆Ｈ・Ａ・レイ　原作

価格935円（税込）
ISBN978-4-323-04383-8

初版発行2015年9月

「おさるのジョージ」がかけざん九九表に。アニメに登場するキャ
ラクターと一緒にかけざん九九を学べます。絵さがし＋簡単な計算
問題も掲載。

Curious George television series merchandise ©  
Universal Studios. Curious George and related  

characters, created by Margret and H. A. Rey, are 
copyrighted and registered by Houghton Mifflin  

Harcourt Publishing Company and used under license. 
Licensed by Universal Studios Licensing LLC. All  

rights reserved.

すみっコぐらし
日本地図
サンエックス　監修

価格935円（税込）
ISBN978-4-323-04482-8

初版発行2019年9月

しろくま，ぺんぎん？，とんかつ，ねこ，とかげなど，おなじみの
すみっコたちが日本をご案内。地図で都道府県名，左側の表で都道
府県庁所在地を表示。各地の特産品，名所，名物も掲載しています。

©2021 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.
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19.5cm×21.8cm・16×14.8cm・A4変型判
11P ～55P

大好評の音が出る絵本シリーズです。楽しい音楽や歌が
きけて，かわいいイラストも掲載されています。お出か
けにも便利で，プレゼントにも最適です。

音の出る絵本

定価2,090円（税込）
ISBN978-4-323-89036-4

初版発行2015年3月

ドンドン！ わっしょい！
あっぱれ おまつりたいこえほん
たかいよしかず他　絵

音楽に合わせ，バチでたたいて鳴らすたいこ
のえほん。人気のアニメ曲や有名な童謡が
いっぱい収録されていて，楽しく遊べます。
また，たいこの音色や効果音が計８種類も
あってあきません。歌詞と楽譜もついています。

定価2,200円（税込）
ISBN978-4-323-89052-4

初版発行2017年9月

うたって たたこう！ 
わくわく リズムあそびどうようえほん
たかいよしかず他　絵

伴奏にあわせて童謡が歌え，楽しくカスタ
ネットや鈴の音を鳴らせる絵本。14曲の童謡
を収録し，いろいろな効果音でも遊べます。
お手本の歌が聞けて歌詞も掲載されているの
で，楽しみながら童謡がおぼえられます。

定価2,200円（税込）
ISBN978-4-323-89034-0

初版発行2014年4月

音の出る とけいえほん
いま なんじ？
森のくじら　絵

時間を音声で教えてくれる，とけいえほん。
針をまわしてボタンをおせば，「○じ○ふん」
と，１分きざみで教えてくれます。楽しい
クイズもあって， 遊びながら時間の学習がで
き，かんたんなあいさつもおぼえられます。

価格2,200円（税込）
ISBN978-4-323-89054-8

初版発行2018年5月

ピカピカ！ プルル♪
もしもし スマホであそぼ！
森のくじら　絵

でんわ，メール，しゃしんなど，あそびなが
らまなべるスマホ型のおもちゃがついた，多
機能型「知育」えほん。たくさんおしゃべり
ができて，まなびもいっぱい。コミュニケー
ションや音楽や算数の力をやしないます。
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ISBN978-4-323-89037-1
初版発行2015年3月

おとのでる どうぶつえほん
森のくじら　絵

ワンワン，ニャーニャー，ブーブー！　ど 
うぶつたちは，みんなどんな鳴き声をしてい 
るのかな？　いぬ，ねこ，ぶたなど人気の10
種類のどうぶつをかわいいイラストと鳴き声

（音声）で紹介。楽しい音楽もついています。

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-89038-8

初版発行2015年3月

おとのでる のりものえほん
森のくじら　絵

消防車，救急車，パトロールカーなど，人気
ののりもの10種類を，臨場感あふれるサイレ
ンやエンジン音とかわいいイラストで紹介。

「消火開始」「事件発生」など，元気なかけ声，
アナウンスも聞けます。

定価1,650円（税込）
ISBN978-4-323-89042-5
初版発行2015年11月

おとのでる クリスマスのうたえほん
森のくじら他　絵

子どもにとっても，大人にとっても，クリス
マスは大イベントで，みんなが楽しい気分に
なります。「ジングルベル」「サンタがまちに
やってくる」「きよしこのよる」など，たく
さんのクリスマスの歌がきける絵本です。

定価1,650円（税込）
ISBN978-4-323-89045-6

初版発行2016年3月

おとのでる どうようえほん
森のくじら他　絵

園の先生が選んだ，人気の童謡がきける絵本。
「いぬのおまわりさん」「ぞうさん」「おつか
いありさん」など，９曲を収録。手本の歌声
に合わせて，歌詞を見ながら歌えます。タン
バリン音のボタンつき。

定価1,650円（税込）
ISBN978-4-323-89046-3

初版発行2016年3月

おとのでる てあそびうたえほん
森のくじら他　絵

園の先生が選んだ，人気の手遊び歌がきける
絵本。「グーチョキパーでなにつくろう」「お
はなしゆびさん」など，９曲を収録。歌詞を
掲載していて，手遊びのしかたをわかりやす
く解説します。たいこの音も鳴らせます。

定価1,760円（税込）
ISBN978-4-323-89049-4

初版発行2017年6月

おとのでる うたっておどれる 
からだあそびうたえほん
森のくじら他　絵

手本の歌声にあわせ，歌っておどれるあそ
びうたえほん。「ミッキーマウス・マーチ」

「チェッチェッコリ」「オニのパンツ」「ハイ・
ホー」等，人気の９曲を収録。楽しいイラス
トに歌詞とおどり方も掲載。

定価1,760円（税込）
ISBN978-4-323-89050-0

初版発行2017年6月

おとのでる おやすみこもりうたえほん
森のくじら他　絵

オルゴールの音色とやさしい歌声が聞ける，
おやすみうたえほん。「シューベルトのこも
りうた」「ゆりかごのうた」「ななつのこ」「い
つかおうじさまが」等，人気の８曲を収録。
全曲自動演奏機能・音量調節機能つき。

定価1,760円（税込）
ISBN978-4-323-89056-2

初版発行2019年9月

おとのでる えいごのうたえほん
ルミコ・バーンズ　英語監修
森のくじら他　絵

「ABCのうた」「メリーさんのひつじ」「ビン
ゴ」「ゆかいなまきば」「もりのくまさん」な
ど，楽しい英語の歌９曲を収録。お手本の歌
がきけて，カラオケつき。英語歌詞と日本語
訳も紹介。
　

定価1,760円（税込）
ISBN978-4-323-89057-9

初版発行2019年9月

おとのでる えいごのてあそびうたえほん
ルミコ・バーンズ　英語監修
森のくじら他　絵
お手本の歌を聴いて，てあそびを楽しみなが
ら英語の歌が歌える絵本。「しあわせなら手
をたたこう」「ホーキーポーキー」など，９
曲を収録。英語歌詞と日本語訳，てあそびの
方法も掲載。カラオケもついています。
　

価格1,430円（税込）
ISBN978-4-323-89047-0

初版発行2016年7月

カンタンかけ算 うたっておぼえる
九九のうた ＣＤブック

菅野泰紀　絵

小学算数の最初のハードル「九九」を楽しく
歌いながら覚えるＣＤ＆ブック。一の段から
九の段まで歌う「九九のうた」と，リズムに
合わせてアトランダムに九九を答える「九九
マンボ」を収録。よくわかるガイドブック付。

価格2,640円（税込）
ISBN978-4-323-89048-7

初版発行2016年9月

きいて よんで かける！
おとのでる あいうえおのえほん
黒はむ　絵

聞いて，読んで，書いて学べる，あいうえお
えほん。「あいうえお」の音声を聞きながら，
絵本で文字の形や書き順を学び，付属のペン
でおけいこボードに書きながら学べます。楽
しいクイズやしりとりごっこもあります。

価格2,530円（税込）
ISBN978-4-323-89055-5

初版発行2018年9月

どんななきごえ？
おとのでる どうぶつずかん えいごつき

今泉忠明　監修

人気動物40種類の，名前（日本語＆英語），
なき声をきくことができる動物図鑑。動物の
特徴を解説した図鑑は，カードにして遊ぶこ
とができます。名前クイズ，なき声クイズ，
かるたあそびの，３つの楽しい遊びつき！
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子どもたちに大人気のかるた・すごろくをはじめ，ぬりえや，算数教育にも適したパズルまで，
楽しみながら学べるバラエティー豊かな作品をそろえました。
友だちや家族などといっしょに楽しむのはもちろん，学校の行事などでも楽しめます。

かるた／すごろく／知育

価格1,430円（税込）
ISBN978-4-323-89053-1
初版発行2017年10月

いもとようこ　あいうえおかるた
いもとようこ　え／よこたきよし　ぶん

ベストセラー『あいうえおのえほん』が，か
るたになって登場！　ＮＨＫ「いないいな
いばあっ！」でも幼児におなじみの人気絵
本作家の絵と，「ありがとう」から「ごめん
なさい」までの心のこもった言葉で，遊びな
がらたのしくあいうえおが身につきます。

価格9,350円（税込）
ISBN978-4-323-89040-1
初版発行2015年10月

いもとようこ
ビッグあいうえおかるた
いもとようこ　え／よこたきよし　ぶん

リズムのいい文章と人気絵本作家いもとよう
この絵ですいすいひらがなが覚えられると評
判の「あいうえおかるた」が，ビッグかるた
になりました。幼稚園や保育園などで，みん
なで楽しく体を動かしながら，ひらがなのあ
いうえおや，いろいろな言葉を覚えられます。
美しいカラーケース入り。

価格1,430円（税込）
ISBN978-4-323-89060-9

初版発行2020年9月

のりものしゃしんかるた
よこたきよし　文

みんなが大好きな乗り物が大集合！　ひら
がな・カタカナ・ローマ字・筆順付きで，初
めてのあいうえお学習にもぴったり。乗り物
の解説付きなので，かるた遊びをしながら乗
り物博士に！

価格1,153円（税込）
ISBN978-4-323-89023-4

初版発行2010年9月

へんしんかるた　デラックス版

あきやまただし　作

大人気の「へんしん」シリーズが，かるたに
なって登場。くり返して口にすると思わぬへ
んしんをとげることばを集めました。
※ご注意：ことばあそびを楽しむかるたですので，「あ」
～「ん」の五十音の札を揃えてはいません。

価格1,210円（税込）
ISBN978-4-323-89027-2

初版発行2014年8月

恐怖！ おばけやしきすごろく デラックス版
WILLこども知育研究所　編
やまおかゆか　絵

「恐怖！ おばけやしきめいろシリーズ」か
ら，こわくて楽しいすごろくが誕生しました。
ヨコ１メートル・タテ70センチというビッグ
サイズのすごろくで，ドキドキのおばけの世
界をみんなでいっしょに満喫できます。

価格1,320円（税込）
ISBN978-4-323-89058-6
初版発行2019年10月

サバイバル！
危険生物すごろく デラックス版
WILLこども知育研究所　編

大好評「サバイバル！ 危険生物めいろブッ
ク」から，ドキドキ感いっぱいのすごろくが
誕生！ ジャングル，砂漠，海など，さまざ
まなエリアにひそむ危険生物がたくさん登
場。楽しみながら集中力が身につきます。
　

価格1,210円（税込）
ISBN978-4-323-89025-8

初版発行2012年9月

せんろはつづく すごろく デラックス版
鈴木まもる　作絵

人気絵本「せんろはつづく」シリーズが大き
な【すごろく】になりました。みんなが大好
きな列車が登場。列車の旅を家族で一緒に楽
しめます。裏面に「回転ずしゲーム」付き。

【読み札・絵札】各46枚
【札のサイズ】 読み札：タテ14cm×ヨコ10cm

絵札：タテ25cm×ヨコ25cm
【ケースサイズ】タテ25cm×ヨコ25cm
●対象　幼稚園・保育園・児童館などの集団使用向き
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価格3,080円（税込）
ISBN978-4-323-07091-9

初版発行2008年1月

立体すごろく
ゴーストハンターズ 恐怖の城
ブライアン・リー　作絵／横山和江　訳

幽霊がうようよしている恐怖の城を進みなが
ら，ゴーストチップをゲット！　ゴールに待
つファントム伯爵を真っ先につかまえるのは
誰だ!?　見たこともない驚きの超立体すご
ろくゲーム！

価格1,100円（税込）
ISBN978-4-323-89021-0

初版発行2009年9月

へんしんカードゲーム
組み立て式へんしんポスト
デラックス版
あきやまただし　作

「へんしんシリーズ」がゲームに！！
27枚のオールカラーカードをへんしんポスト
に入れると…あれあれふしぎ！
ことばが“へんしん”して出てきます。

価格1,430円（税込）
ISBN978-4-323-89044-9

初版発行2017年9月

ひらめきパズル タングラム
大野直人　イラスト

タングラムは，７つのピースを使って指定さ
れた形をつくるパズル。ポリエチレン素材の
ピースと問題集のセットで，全70問を楽しめ
る。試行錯誤を通じて，図形感覚を育むこと
ができるので，算数教育にも適している。

価格1,518円（税込）
ISBN978-4-323-89043-2

初版発行2016年6月

ラブリー♥デコぬりえ®
花のおひめさま
yun 監修　作画

デコぬりえ®は，ぬりえから始まる新しい遊
び。ぬりえをした後，レースやパーツでぬり
えを飾って，自分だけの作品づくりが楽しめ
る。本作は，「花のおひめさま」をテーマに
したぬりえと説明書，デコパーツのセット。

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-07461-0

初版発行2020年7月

メルちゃんの とけいえほん 
いま なんじ？
株式会社パイロットコーポレーション　監修
WILLこども知育研究所　編著
メルちゃんといっしょに時計をおぼえよ
う！　メルちゃんは何時に起きる？　いつ
歯みがきするのかな？　おうちの方へ，お
子様への声かけアドバイスも掲載されてい
ます。親子で楽しめる，とびきりかわいい
時計絵本です。

ⒸPILOT Corporation

定価1,045円（税込）
ISBN978-4-323-07329-3

初版発行2015年9月

ふわふわゆびにんぎょうえほん
おやつは なあに
原　優子　人形デザイン
佐古百美　絵
きょうのおやつはなあに？　いちごにバナ
ナ，おせんべい……。かわいいくまの指人形
がついた，ミニ絵本。全ページのまん中に穴
があいていて，最後のページに人形がついて
います。後ろから指をさしこみ，人形をうご
かしながら，絵本を楽しめます。 10×10cm

定価1,045円（税込）
ISBN978-4-323-07330-9

初版発行2015年9月

ふわふわゆびにんぎょうえほん
はい どうぞ
原　優子　人形デザイン
佐古百美　絵
はい，どうぞ，プレゼント。ボールにたいこ
に，つみき……。かわいいうさぎの指人形が
ついた，ミニ絵本。全ページのまん中に穴が
あいていて，最後のページに人形がついてい
ます。後ろから指をさしこみ，人形をうごか
しながら，絵本を楽しめます。 10×10cm

定価1,045円（税込）
ISBN978-4-323-07355-2

初版発行2016年8月

ふわふわゆびにんぎょうえほん
なにが すき
原　優子　人形デザイン
佐古百美　絵
なにがすき？　ミルク，ねんね，おんぶ
……。かわいいコアラの指人形がついた，ミ
ニ絵本。全ページのまん中に穴があいていて，
最後のページに人形がついています。後ろか
ら指をさしこみ，人形をうごかしながら，絵
本を楽しめます。 10×10cm

定価1,045円（税込）
ISBN978-4-323-07356-9

初版発行2016年8月

ふわふわゆびにんぎょうえほん
なにして あそぶ
原　優子　人形デザイン
佐古百美　絵
なにしてあそぶ？　くるま，でんしゃ，タン
バリン……。かわいいライオンの指人形がつ
いた，ミニ絵本。全ページのまん中に穴があ
いていて，最後のページに人形がついていま
す。後ろから指をさしこみ，人形をうごかし
ながら，絵本を楽しめます。 10×10cm

NEW

▲はい どうぞ
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B5判・A4変型判／26P・27P
子どもたちが大好きなこいぬやこねこ，スイーツなどが
たくさん登場する，めいろと絵さがしの絵本。ちびまる
子ちゃんやピングーの絵さがしブックも人気です。

めいろ＆えさがしブック

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-07205-0
初版発行2011年12月

こいぬいっぱい めちゃカワめいろブック
WILLこども知育研究所　編

とびきりかわいい子犬がたくさん登場するめ
いろブック。楽しい絵さがしや，クイズもあ
り，くりかえし楽しむことができます。巻末
には，飼い方のマナーやおやつのレシピを紹
介！　犬の図鑑もついている，おすすめの 
一冊。

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-07376-7
初版発行2016年12月

こねこいっぱい めちゃカワめいろブック
WILLこども知育研究所　編

いっしょに，こねこいっぱいの町へ出かけよ
う！　こねこの写真をたっぷり掲載しためい
ろ＆絵さがしブック。クイズやねこ語事典，
世界のねこを紹介したミニ図鑑もあり，楽し
く遊びながら知識も身につけられます。

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-07331-6

初版発行2015年7月

スイーツいっぱい キラキラめいろブック
WILLこども知育研究所　編

スイーツの写真をたっぷり掲載しためいろ＆
絵さがしブック。スイーツ作りを通して，一
人前のパティシエを目指すストーリーです。
巻末にはレシピや世界各国のスイーツ，パ
ティシエの仕事を紹介するコラムもありま
す。

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-07453-5

初版発行2020年1月

どうぶつの赤ちゃん大集合！ 
めちゃカワめいろブック
WILLこども知育研究所　編

どうぶつの赤ちゃんがいっぱいのめいろ絵
本。飼育員が，にげだした赤ちゃんペンギン
を追いかけて園内をめぐる物語を読みなが
ら，かわいいめいろで遊べます。絵さがしク
イズや４こまマンガもあって，もりだくさん
です。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-07338-5

初版発行2015年9月

ちびまる子ちゃん えさがしブック
ともだち みいつけた！
さくらももこ　原作

大人気テレビ番組「ちびまる子ちゃん」のえ
さがしブック。しらゆきひめ，そらとぶじゅ
うたん，あかずきんちゃん，シンデレラなど，
いろいろなおとぎ話の世界にとんで，大切な
ともだちやたからものをさがしだします。

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-07204-3

初版発行2010年8月

モンスター伝説めいろブック
ありがひとし　作

ドラゴンやモンスターがいる不思議の世界を
冒険する，めいろブック。巨大グモの谷や地
下迷宮など，種類豊富なめいろを主人公と一
緒に冒険できます。クイズや絵さがしもあり，
ひとりでも家族でも楽しめる一冊。

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-07411-5

初版発行2018年1月

サバイバル！ 危険生物めいろブック
WILLこども知育研究所　編

生きのこるのはだれだ？　迫力いっぱいの危
険生物が次々と登場する，めいろ遊び絵本。
恐ろしい危険生物から逃れてゴールを目指そ
う！　めいろを楽しみながら判断力アップ。
巻末にはコラムと“危険生物データ”つき！

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-07444-3

初版発行2019年6月

アドベンチャー！ 深海生物めいろブック
WILLこども知育研究所　編

カイトとミウはムー博士と潜水調査船に乗り
こみ，深海生物の密売をたくらむギャランを
追う。深海の大冒険を楽しみながら迫力のめ
いろで遊べる絵本。絵さがしや４こまマンガ
もあり，楽しみながら脳が活性化されます。
　

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-07467-2

初版発行2020年6月

生き物バトル！ 最強対決めいろブック
WILLこども知育研究所　編

生き物たちのさまざまなバトルが見られる
めいろ絵本。ライオン対カバ，シャチ対ホ
ホジロザメ，ヒグマ対アフリカゾウなど，
異種生物対決を舞台にした物語を楽しみな
がら，臨場感あふれる大迫力のめいろが楽
しめます。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-07400-9

初版発行2017年9月

東京まちがいさがし
藤原徹司　作・絵

ユニークな旅を主催する旅行会社「8854トラ
ベル」が，東京タワーや渋谷，羽田空港といっ
た東京の名所に，さまざまな「まちがい」を
しかけた！　読者は旅の参加者となり，名所
をめぐりながら，まちがいさがしを楽しむ。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

NEW
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定価1,100円（税込）
ISBN978-4-323-07416-0

初版発行2018年6月

アヒル隊長をさがせ！
DOMDOM　編

黄色いからだに赤いぼうし。いつも元気なア
ヒル隊長が，おふろから飛び出して大冒険！ 
いろいろなところにいるアヒル隊長をさがそ
う。他にも，いっぱい楽しいものがかくれて
いるよ。アヒル隊長初の写真絵さがし本。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-07445-0

初版発行2019年6月

ピングーをさがせ！
WILLこども知育研究所　編

人気キャラクター・ピングーと，なかまたち
が登場する絵さがしブック。サッカー場や花
屋さん，パン屋さんなど，いろいろな場所に
ピングーたちがかくれています。楽しい絵さ
がしでピングーたちとあそぼう！

©JOKER,NHK,NEP,PPI
　

WILLこども知育研究所　編／やまおかゆか　絵
A4変型判／各27P

おばけやしきをめぐるドキドキの冒険物語をたどりつ
つ，迫力満点のめいろを目一杯楽しむことができます。
また，「絵さがしクイズ」や，ゆかいな「4こまマンガ」
もあって，さまざまな楽しみ方ができます。

恐怖！ おばけやしきめいろブック

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-07206-7

初版発行2013年2月

恐怖！ おばけやしきめいろブック

なぞのおばけやしきをめぐるドキドキの冒険
を楽しみながら，迫力満点のめいろで遊べる
絵本。ぶきみなおばけやまじょがぞくぞく登
場。絵さがしクイズや４こまマンガなども
いっぱいの，遊べるめいろブック決定版！
 おでかけ版  定価990円（税込） ISBN978-4-323-07426-9  

15.5×21cm
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-07207-4

初版発行2013年9月

恐怖！ おばけやしきめいろブック
絶叫ゆうえんちへようこそ

異次元のゆうえんちをめぐる冒険物語を楽し
みながら，迫力満点のめいろで遊べる絵本。
ぶきみなおばけがぞくぞくと登場します。絵
さがしクイズや４こまマンガなどもあって，
楽しみながら勇気と集中力が身につきます。
 おでかけ版  定価990円（税込） ISBN978-4-323-07427-6  

15.5×21cm
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-07284-5

初版発行2014年4月

恐怖！ おばけやしきめいろブック
学校の七不思議

学校の七不思議をめぐる冒険物語を楽しみな
がら，迫力満点のめいろで遊べる絵本。ぶき
みでユーモラスなおばけがぞくぞく登場。絵
さがしクイズや４こまマンガなどもあって，
楽しみながら勇気と集中力が身につきます。
 おでかけ版  定価990円（税込） ISBN978-4-323-07428-3  

15.5×21cm
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-07294-4

初版発行2014年9月

恐怖！ おばけやしきめいろブック
地獄めぐり

血の池地獄や針の山地獄など，様々な地獄を
めぐる冒険譚を楽しみながら，迫力あるめい
ろが遊べる絵本。探し絵やクイズ，４こまマ
ンガなどもあり，楽しみながら脳が活性化さ
れます。
 おでかけ版  定価990円（税込） ISBN978-4-323-07429-0  

15.5×21cm
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-07318-7

初版発行2015年3月

恐怖！ おばけやしきめいろブック
幽霊船からの脱出

少年ブルーが幽霊船に遭遇し，宝物を探し求
める冒険譚を楽しみながら，迫力あるめいろ
が遊べる絵本。探し絵やクイズ，４こまマン
ガなどもあり，楽しみながら脳が活性化され
ます。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-07337-8

初版発行2015年9月

恐怖！ おばけやしきめいろブック
妖怪商店街

妖怪商店街にまぎれこんだきょうだいの冒険
物語を楽しみながら，迫力あるめいろが遊べ
る絵本。探し絵やクイズ，４こまマンガもあ
り，楽しみながら集中力が身につきます。

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-07360-6

初版発行2016年5月

恐怖！ おばけやしきめいろブック
怪談日本一周

あの世とこの世のあいだを走るおばけバスに
２人の少年が乗ってしまった。少年たちの冒
険譚を楽しみながら，迫力あるめいろで遊べ
る絵本。探し絵クイズや，４こまマンガなど
もあって楽しめます。

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-07381-1

初版発行2017年2月

恐怖！ おばけやしきめいろブック
吸血鬼ドラキュラ城

吸血鬼ドラキュラに連れ去られたお姉さんを
助けるために，エドは必死で戦った。恐怖の
冒険を楽しみながら，迫力あるめいろで遊べ
る絵本。探し絵やクイズ，４こまマンガなど
もあり，楽しみながら脳が活性化されます。
◆全国学校図書館協議会選定
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せべまさゆき　絵／国崎信江　監修
WILLこども知育研究所　編著

A4変型判／各32P

子どもの身のまわりで起きる災害や犯罪，危険なことか
ら，自分で自分の身を守る方法を学ぶ，防災・防犯の知
識絵本。子ども自身に考えさせ，日頃から備える大切さ
を伝えます。巻末に大人向けの解説付き。

やさしくわかる ぼうさい・ぼうはんのえほん

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-03560-4

初版発行2017年2月

じしん・つなみ　どうするの？

地震は突然やってくる。ぐらぐら地面がゆれ
て，ものが落ちてきたり，建物がたおれたり
……。地震のあとには津波や火山のふん火が
起きることもあるよ。自分の命をまもる方法
を知って，地震に備えよう！
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-03561-1

初版発行2017年3月

たいふう　どうするの？

台風がくると，つよい風がふいて，ものがふ
き飛ばされてこわれたり，雨がたくさんふっ
て，川の水があふれたりするよ。危険なとき
は，早めに避難するのがだいじだね。台風が
くるまえにしっかり準備しておこう！
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-03562-8

初版発行2017年3月

かじ　どうするの？

「火」はみんなのくらしに必要なもの。でも，
あつかいを間違えるととっても危険。火事に
なって家がもえてしまったら大変だ！　火事
を起こさないためにはどうすればいいのか
な？　安全にくらすために気をつけることを
知っておこうね。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-03563-5

初版発行2017年3月

ゆうかい・まいご　どうするの？

知らない大人に話しかけられたら，子どもを
ねらう悪い人かもしれないよ。迷子になった
ら，どうする？　だれに助けてもらえばいい
のかな？　自分の身をまもるために，気をつ
けることを知っておこうね。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-03564-2

初版発行2017年3月

こうつうあんぜん　どうするの？

交通ルールを知っている？　信号の見かたは
わかるかな？　道路をわたるときや車にのる
とき，気をつけることがいろいろあるよ。交
通ルールをまもって交通事故にあわないよう
にしようね。
◆全国学校図書館協議会選定

▲じしん・つなみ　どうするの？▲じしん・つなみ　どうするの？
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さくらももこ　原作／山中龍宏　監修
A4変型判／各29P

ちびまる子ちゃんのマンガで学べる「安全教育絵本」。
まるちゃんやなかまたちが，いろんな失敗をくり返しな
がら，思わぬ事故やけがの対処法，危険への備え方，心
構えなどを伝えます。

ちびまる子ちゃんのあんぜんえほん

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-03171-2

初版発行1999年2月

ルールをまもろう！
こうつうあんぜん

道をあるくときのルールや，じてんしゃにの
るときの心がまえ，そして，ドライブでのシー
トベルト着用のたいせつさなどを伝えます。
さあ，まるちゃんといっしょに，楽しくこう
つうルールをおぼえましょう。
◆全国学校図書館協議会選定◆（財）全日本交通安全協会推薦

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-03173-6

初版発行1999年3月

ほら，あぶないよ！
けが・やけど

わたしたちのまわりは，あぶないことがいっ
ぱい。ふだんあそんでいるときはもちろん，料
理や花火のときなど，おもわぬけがをしてし
まいがち。けがややけどをしないように，ま
るちゃんといっしょに気をつけましょう。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-03174-3

初版発行1999年3月

どうしたらいいの？
じしん・かじ

かじやじしんは，とってもこわいもの。家が
やけたり，おおけがをしたりします。火の用
心のしかたや，じしんがきたらどうしたらい
いのか考えます。さあ，まるちゃんといっしょ
に，かじとじしんにそなえましょう。
◆全国学校図書館協議会選定

  ▲けが・やけど
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さくらももこ　原作／藤田　智　監修
A4変型判／各29P

ちびまる子ちゃんといっしょに，甘くておいしいくだも
のについて学べるシリーズ。くだものの種類や，簡単に
作れるレシピ，生長して身ができる様子などを紹介。く
だものがもっと好きになれるような絵本です。

ちびまる子ちゃんの くだものだいすきえほん

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-03941-1

初版発行2011年8月

いちごのまき

甘ずっぱくて，見た目もかわいいいちご。お
いしくて，栄養もたっぷり！　いちごジャ
ムなどの簡単レシピや，家庭で苗から育てる
方法などを紹介します。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-03942-8

初版発行2011年8月

みかんのまき

みかんには，私たちを病気やけがから守って
くれる栄養があります。皮を乾かしてお風呂
にいれれば，肌もしっとり。皮を使った遊び
なども紹介します。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-03943-5

初版発行2011年8月

バナナのまき

包丁を使わずに手軽に食べられて，エネル
ギーがたっぷりつまったバナナ。ケーキや
ジュース，「あげバナナ」など，世界中にあ
る色々なバナナ料理を紹介します。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-03944-2

初版発行2011年8月

りんごのまき

赤・緑・黄色など，いろんな種類があるりん
ご。風邪の時に食べると，熱を抑えたり，疲
れをとったりしてくれます。白くてかわいい
花が咲き，りんごの実ができるまでの生長過
程も紹介します。
◆全国学校図書館協議会選定

さくらももこ　原作／藤田　智　監修
A4変型判／各29P

いつの時代も親の心配の種になっている，子どもの偏食。
子どもが苦手な野菜ランキング上位の野菜について，ち
びまる子ちゃんといっしょに楽しく学べます。苦手な野
菜を食べてみようかなと思える絵本です。

ちびまる子ちゃんの やさいだいすきえほん

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-03852-0

初版発行2009年8月

なすのまき

ぴかぴかで，きれいな紫色のなす。煮たり，
焼いたり，あげたりと，なすはいろんな料理
で大活躍。なんだかふしぎな野菜，なすのひ
みつにせまります！
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-03853-7

初版発行2009年8月

ピーマンのまき

中身がからっぽで，おもしろい形をしたピー
マン。緑，赤，黄など，いろんな色があるよ。
ピーマンはどこからきたの？　ピーマンをま
るごと紹介！
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-03854-4

初版発行2009年8月

トマトのまき

まんまるでかわいいトマト。ジュースやソー
スなど，いろんなおかしやおかずになっても
おいしいよ。育ててみるのもたのしい！
◆全国学校図書館協議会選定
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絵
本

さくらももこ　原作
A4変型判／各32P

「ちびまる子ちゃん」のキャラクターが，かわいくてお
いしい料理を紹介するレシピ絵本。はじめてお菓子やデ
ザートを作る子どものために，料理の作り方や食材につ
いて楽しくわかりやすく解説します。

ちびまる子ちゃんの はじめてのクッキングえほん

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-03861-2

初版発行2013年9月

うれしい！ おかし・デザート
大森いく子・料理

プ ル ル ン！ カ ラ フ ル グ ミ ／ ふ わ ふ わ サ
クッ！ マシュマロサンドクッキー／はじけ
て ポン！ キャラメルポップコーン／とろり
ん！ ミルクプリン／さっくさく！ ラスク
＆チョコトースト 他

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-03862-9

初版発行2013年9月

だいすき！ 人気メニュー
神　みよ子・料理

おはなばたけ カレー／かんたん チキンナ
ゲット／カリカリッ ギョーザ／まんまる ハ
ンバーグ／まるちゃん つくね／くるくる か
ぼちゃのにくまき／やさい ひらひら クリー
ムシチュー 他

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-03863-6
初版発行2013年11月

かんたん！ たまごりょうり
大森いく子・料理

かたち いろいろ おもしろゆでたまご／さい
た！ さいた！ おはなの めだまやき／ふっ
わふわ スクランブルエッグ／おはな ひらい
た！ たまごサンド／ゆーらゆら たまごスー
プ／にっこり まるちゃんオムライス 他

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-03864-3
初版発行2013年11月

おいしい！ やさいりょうり
神　みよ子・料理

ポリポリッ！ スティックサラダ／やさい 
たっぷり たまごいため／とろーり ほうれん
そうとコーンのスープ／なかはふんわり ミ
ニおこのみやき／ぺったんこ だいこんもち
／まるちゃんポテトサラダ／まきまき ロー
ルキャベツ 他

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-03865-0
初版発行2013年12月

げんきいっぱい！ ごはん・パン・めん
ダンノマリコ・料理

おこさまランチふう　チキンライス／まる
ちゃんと　ともだちおむすび／まるおくんの
　メガネのりまき／ふんわり　フレンチトー
スト／バスにへんしん！　ハムチーズサン
ド／こんがり まるちゃんトースト 他

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-03866-7
初版発行2013年12月

たのしい！ おべんとう・パーティーメニュー
ダンノマリコ・料理

カラフル ミニおにぎりべんとう／まるちゃ
ん　そぼろべんとう／ワクワク♡ハートのり
べんとう／オムレツいりホットサンドべんと
う／おめでとう！ バースデーパーティーメ
ニュー／わいわい！ パーティーメニュー 他

▲うれしい！ おかし・デザート
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絵
本

吉田隆子　作／せべまさゆき　絵
A4変型判／各32P

“食べることってこんなに楽しい！ ” 心からそういえる
子どもたちを育てたい——そんな願いをこめた絵本で
す。子どもたち自身がバランスの取れた食事を考えられ
るよう工夫しました。

げんきをつくる 食育えほん

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-03001-2

初版発行1997年4月

たべるのだいすき！
──みんなげんき──

食事が人間の元気をつくることを楽しく語り
かけます。食べ物を４つの色のグループに分
け，その種類や生まれるまでの様子を紹介。４
つのげんきッズもご紹介しますよ！
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-03002-9

初版発行1997年4月

じょうぶなからだをつくるたべもの
──あかのえいようのなかまたち──

牛・豚・鶏の肉や，魚，豆など，体の血や肉
をつくる食べ物を紹介。牧場の様子や，魚の
種類，栄養満点の豆料理も楽しく伝えます。あ
かのげんきッズがあかのくにへご案内！
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-03003-6

初版発行1997年4月

びょうきからまもってくれるたべもの
──みどりのえいようのなかまたち──

野菜や果物，海藻など，体調を整える食べ物
を紹介。“旬”の感覚を大切に，季節を追って，
食べ物の成り立ちを楽しく伝えます。みどり
のげんきッズがみどりのくにへご案内！
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-03004-3

初版発行1997年4月

つよいちからがでるたべもの
──きいろのえいようのなかまたち──

お米やパンって，どうやってできるの？　エ
ネルギーのもとをつくる主食にもなる食べ物
を紹介。ほかに，メン類，いも類など。きい
ろのげんきッズがきいろのくにへご案内！
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-03005-0

初版発行1997年4月

おいしいあじのおてつだい
──しろのえいようのなかまたち──

味のハーモニーをつくりだす，だし汁やスー
プのうま味と，塩，こしょう，しょう油など
の調味料について楽しく伝えます。しろのげ
んきッズがしろのくにへご案内！
◆全国学校図書館協議会選定

▲たべるのだいすき！
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本

せべまさゆき　絵／WILLこども知育研究所　編著
A4変型判／各32P

「どうして病気になるの？」という子どもたちの疑問に
やさしく答える絵本。子どもにとって身近な病気の症状
や原因，予防法などをわかりやすく紹介。自分の体への
関心を深める入門書シリーズです。

やさしくわかる びょうきのえほん

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-03571-0

初版発行2016年2月

どうして かぜをひくの？
インフルエンザになるの？
清水直樹・清水さゆり　監修

「かぜとインフルエンザってどう違うの？」
「どうしてくしゃみが出るの？」「ウイスルっ
て何？」かぜについて，絵本で楽しく学べま
す。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-03572-7

初版発行2016年2月

どうして
ねっちゅうしょうになるの？
清水直樹・清水さゆり　監修

風のない暑い日，熱中症になるとたいへん！
どうやって予防したらいいんだろう？　熱中
症の原因や対策などを詳しく解説します。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-03573-4

初版発行2016年2月

アレルギーって なんだろう？
清水直樹・清水さゆり　監修

アレルギーの症状は似ていても，その原因は
様々です。花粉症・気管支ぜん息・食物アレ
ルギー・アトピー性皮膚炎について解説しま
す。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-03574-1

初版発行2016年2月

どうして
しょくちゅうどくになるの？
清水直樹・清水さゆり　監修

細菌などがついた食べ物を食べたりすると，
食中毒になることがあります。どんなことに
注意したらよいのか，かわいいイラストで解
説。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-03575-8

初版発行2016年2月

てあしくちびょうや
ようれんきんって どんなびょうき？
清水直樹・清水さゆり　監修

手足口病や溶連菌感染症，水ぼうそうなど，
ウイルスや細菌の感染が原因で発疹が出る病
気はたくさんあります。それぞれの症状や対
策などを解説します。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-03576-5

初版発行2020年8月

どうして 
しんがたコロナになるの？
松永展明　監修

とつぜん園も学校もお店もお休み。友だち
にも会えず，何度も手を洗わせられる。な
んで??　訳もわからず自粛生活を強いられ
る子どもたちがコロナを理解し，感染予防
策を身につけられる，やさしい新型コロナ
の絵本。
◆全国学校図書館協議会選定

NEW

▲どうして しんがたコロナになるの？
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せべまさゆき　絵
A4変型判／各28P

「人間のからだってどうなっているのだろう？」という
疑問をはじめて持った子どもたちに，絵や写真でやさし
く答える絵本。からだについての，興味，関心をふくら
ませるための入門書シリーズです。

やさしいからだのえほん

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-02311-3

初版発行1994年3月

からだのなかはどうなってるの？

運動できたり，体があたたかかったり，おな
かがすいたりするのはなぜかな？　各部分の
名称からはじまり，からだのなかについて，楽
しいイラストで説明します。

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-02312-0

初版発行1994年3月

うんちはどうしてでるの？
香坂隆夫　監修

おべんとうを食べました。このおべんとう，お
なかの中でどうなっちゃうの？　内臓の名称
とそのはたらきを紹介し，うんちになってで
てくるまでを追います。丈夫なおなかをつく
るためのアドバイスつき。

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-02313-7

初版発行1994年3月

ほねはどうしてかたいの？
田中一雄　監修

どうして体は伸びたり，曲がったりするのか
な？　そのひみつはほねにあります。ほねの
各部の名称や役目を解説するとともに，丈夫
なほねをつくる食べ物や，動物のほねの形を
紹介。

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-02314-4

初版発行1994年3月

むしばはどうしてできるの？
小野芳明　監修

歯ってどうやって生えるの？　抜けちゃった
らどうなるの？　虫歯になる理由と防ぐ方
法，そのしくみと，それぞれの名称を解説し
ます。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-02315-1

初版発行1994年3月

ちはどうしてながれてるの？
山下眞一　指導

体のなかから，どっきんどっきんという音が
きこえてくるよ。何の音だろう？　心臓と血
のたいせつな役割，血えき中の組織の名称と
役目について，わかりやすく解説します。
◆全国学校図書館協議会選定

▲ほねはどうしてかたいの？
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せべまさゆき　絵／WILLこども知育研究所　編著
26.5×22.8cm ／各32P

難聴，弱視，味覚低下など外から見えない，気づきにく
い“からだの心配事”。親や周囲の大人と，子どもがいっ
しょに読んで，こうした心配事に気づくきっかけとなる
絵本です。巻末には大人向けに詳しい解説も掲載。

おとなもこどもも 気づきにくい
からだの心配がわかる絵本

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-03661-8

初版発行2021年2月

はっきり きこえているかな？
木場由紀子　監修

難聴の子がどんな風に聞こえているか，ど
んなことに注意したり周りの人の力をかり
たりすればいいのか，難聴のある子どもが
いきいきと生活できる方法を，子どもと大
人でいっしょに学んでいきます。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-03662-5

初版発行2021年2月

はっきり みえているかな？
髙橋ひとみ　監修

視力は６～８歳で発達が終了します。でき
るだけ早く弱視に気づき，早期に治療を始
めれば回復が見こめます。そばにいる大人
が，できるだけ早く弱視を発見し，治療す
ることの重要性を伝える絵本。

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-03663-2

初版発行2021年3月

はっきり あじがわかるかな？
植野正之　監修

食べ物の味を知らない子どもにとって，そ
ういう味だと思いこんでしまうと発見が難
しくなります。「味覚の感受性低下」につい
て大人といっしょにやさしく学び，命と健
康の源である食を豊かにしていきましょう。

NHK「＃もしかして…」制作班　編
飯田千里　絵／奥山眞紀子　監修

23×22cm ／各32P

もしかして，こんなことで悩んでいない？ なみだの形を
した妖精が子どもたちに語りかけます。虐待を受ける子
に，周囲の人へつらい気持ちを打ち明けてくれるよう伝
える，虐待防止啓発アニメーションが絵本になりました。

NHK ＃もしかして…

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-02808-8
初版発行2020年11月

おとなにたたかれたの？ 
おとながたすけてくれないの？

おうちで大人から暴力をふるわれていたり，
世話をしてもらえなかったり…。もしそん
なことで困っていたら，「SOSを出してほし
い」とやさしく伝えます。この本では身体
的暴力やネグレクトを受けていないかをた
ずねます。

Ⓒ Senri Iida, NHK
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-02809-5
初版発行2020年11月

からだをさわられたの？ 
かぞくのけんかがこわいの？

体のいやなところをさわられたり，兄弟が
暴力をふるわれていたり…。もしそんなこ
とで困っていたら，「SOSを出してほしい」
とやさしく伝えます。この本では性的虐待
や面前DVを受けていないかをたずねます。

Ⓒ Senri Iida, NHK
◆全国学校図書館協議会選定

NEW

NEW

NEW

NEW NEW

▲はっきり きこえているかな？
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金子みすゞ　作
ハートファクトリー　企画・キャラクターデザイン

17.6×21.4cm ／各24P

「幻の童謡詩人」と語り継がれる金子みすゞ。自然のす
べてのものに対して優しい眼差しを向ける金子みすゞの
詩を，小さな子どもたちにもじっくり味わってほしいと
いう願いをこめて，かわいいイラストでお届けします。

金子みすゞ詩の絵本 みすゞこれくしょん

定価1,100円（税込）
ISBN978-4-323-03451-5

初版発行2005年4月

わたしと小鳥とすずと

わたしと小鳥とすずと／日の光／土と草／転
校生／空のこい／はまの石／朝顔のつる／八 
百屋のお鳩／杉の木／こだまでしょうか／夜
ふけの空
◆日本子どもの本研究会選定

定価1,100円（税込）
ISBN978-4-323-03452-2

初版発行2005年4月

星とたんぽぽ

大漁／二つの草／つゆ／すずめのかあさん／
雲のこども／お日さん，雨さん／夕顔／星とた
んぽぽ／空の色／いいこと／みんなを好きに

定価1,100円（税込）
ISBN978-4-323-03453-9
初版発行2005年11月

明るいほうへ

木／土／こころ／だるまおくり／しば草／み
そはぎ／このみち／水と影／なしのしん／金
魚のおはか／明るいほうへ

定価1,100円（税込）
ISBN978-4-323-03454-6
初版発行2005年11月

ふしぎ

ふしぎ／つもった雪／おかし／石ころ／おも
ちゃのない子が／竹とんぼ／落葉／犬／なが
いゆめ／野ばらの花／見えないもの

定価1,100円（税込）
ISBN978-4-323-03455-3

初版発行2006年1月

おさかな

おさかな／鯨法会／なぞ／わたしのかみの／
あるとき／ばあやのお話／わらい／こんぺい
とうのゆめ／草山／まつげのにじ／はちと神
さま

▲おさかな

©HEART FACTORY
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定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-07452-8

初版発行2020年6月

区立あたまのてっぺん小学校
間部香代　作／田中六大　絵

始業式のとき，頭の上に何かを感じた。トイ
レで鏡を見たら，頭の上に小さな学校があ
る！　どうしたのって友だちに聞かれたが，
わからない…。ぼくたちは区役所に行って相
談した。こんなことになったら，どうする!?
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-07472-6

初版発行2020年9月

宇宙人がいた
やまだともこ　作／いとうみき　絵

家に帰ると，へんな人がいた。ぜんしん銀色
に光り，目はハンバーグくらい大きい。その
人は，オンボロUFOでやってきた宇宙人だっ
た。突然あらわれて，家庭教師になった宇宙
人コスモと少年けんたろうの友情物語。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-07477-1

初版発行2021年3月

葉っぱにのって
濱野京子　作／しろさめ　絵

葉っぱの妖精クルミはひとりぼっち。誰かと
友だちになりたいのに恥ずかしがり屋で声を
かけられないのです。でも，人間の女の子が
ケガをしたのを見て，無我夢中で行動を起こ
します。思いやりと勇気の大切さがわかる物
語。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-07335-4

初版発行2015年8月

ひみつのきもちぎんこう
ふじもとみさと　作／田中六大　絵

いじわるや自分勝手をすると黒コインがたま
り，勇気を出したり努力すると，ピカピカの
銀コインがたまるきもち銀行。黒コインが満
杯になると「なんとかせい！」と，変な番 
頭さんがやってきます。ある日，ゆうたの所
にも番頭さんから手紙が届きます。
◆第62回青少年読書感想文全国コンクール課題図書
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-07397-2
初版発行2017年11月

ひみつのきもちぎんこう 
かぞくつうちょう できました
ふじもとみさと　作／田中六大　絵

姉弟とけんかばかりしているひかるに，きも
ち銀行から手紙が届きます。行ってみると変
なおじさんに「家族通帳はもうすぐ青コイン
でいっぱいになる」といわれました。通帳が
いっぱいになるとどうなってしまうのでしょ
う？
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-07145-9
初版発行2008年11月

まほうのじどうはんばいき
やまだともこ　作／いとうみき　絵

こうへいが見つけた変わった自動販売機。ボ
タンを押すと，そのとき必要なものが何でも
出てくる。しだいに販売機に頼っていくこう
へいを心配したお母さんが，ボタンを押した
ことで，突然販売機が姿を消してしまった！
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-07276-0

初版発行2013年9月

かえってきた まほうのじどうはんばいき
やまだともこ　作／いとうみき　絵

はるかが見つけたじどうはんばいきは，ボタ
ンを押すと，そのときに必要なものがなんで
も出てくる。すぐにうわさが広まって，行列
ができるようになってしまった。ふしぎなじ
どうはんばいきと出会った女の子の成長物
語。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-07396-5

初版発行2017年9月

まほうのゆうびんポスト
やまだともこ　作／いとうみき　絵

けんとは学校から帰るとちゅう，なぞのはこ
を見つけた。それは切手もはらず，住所も書
かず，手紙を入れるだけでどこにでもとどく
まほうのポストだった。わくわくドキドキ楽
しく読めて，最後は心がほっこりする物語。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-07190-9
初版発行2011年11月

空とぶペンギン
やまだともこ　作／いとうみき　絵

空とぶペンギンの絵をかいて，まなは友だち
にさんざんからかわれた。ところが，その夜，
ペンギンが本当に空をとんで，やってきた！
ペンギンと親しくなるうちに，まなはペンギ
ンのいろんなひみつを知ることに……。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定
◆日本図書館協会選定

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-07308-8
初版発行2014年11月

らくだいおばけがやってきた
やまだともこ　作／いとうみき　絵

占い師に願いが叶うカードをもらったさと
し。思わず「おばけに会いたい」と願ってし
まう。やってきたおばけは見習いで，本物に
なるためにはテストに合格しなければいけな
いらしい。さとしはおばけの練習相手をする
ことに。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

NEW

NEW

NEW

読書の楽しさを覚え始めたら，本を選ぶ楽しさも広がります。
友だちや動物とのふれあいを描いた童話や，まほうやおばけなどが出てくるファンタジーなど，
はじめてのひとり読みにぴったりな作品をそろえました。

幼年童話
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定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-07255-5
初版発行2012年11月

ともだちはなきむしなこいぬ
上條さなえ　作／いとうみき　絵

子犬のレオンは，ママと離れて一人ぼっち。
なのに，なごみちゃんは「なきむし二ほんせ
ん」なんてよんで，仲良くしません。ある夜，
レオンはなごみちゃんが泣いているのをみつ
けます。ゆっくりと二人の距離が近づいてい
きます。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-07345-3

初版発行2016年4月

おばけの ばけひめちゃん
たかやまえいこ　作／いとうみき　絵

ばけひめちゃんは，おばけのおひめさま。お
父さんは大入道，お母さんはろくろ首です。
ある日，ばけひめちゃんはお城をぬけだし，
人間の女の子と出会い仲よくなります。でも，
その子はおばけと呼ばれていたのです…。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-07177-0

初版発行2010年9月

ふしぎなのらネコ
くさのたき　作／つじむらあゆこ　絵

１年生になったさきちゃんは机を買ってもら
いました。ある日，引き出しをあけると，妹
のいたずらで宝物がばらばら。さきちゃんは
思わず，妹をたたいてしまいます。 女の子
の心の成長を優しく描いたお話。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-07249-4
初版発行2012年11月

ふしぎなイヌとぼくのひみつ
くさのたき　作／つじむらあゆこ　絵

ひろきには生意気な弟がいます。自転車の練
習に誘われ，弟は乗れるのに自分は乗れない
ので断りますが，悔しくて思わず，弟なんて
いらないとつぶやいてしまい，やがて大変な
ことになります。兄弟の心の成長を描いた物
語。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-07346-0

初版発行2016年6月

なにがあっても ずっといっしょ
くさのたき　作／つじむらあゆこ　絵

オレはイヌだ。サチコさんの家の庭に住んで
いる。小学生はイヌの言葉がわからないが，
サチコさんはわかる。だがある日，サチコさ
んが帰ってこない…。イヌと人間の信頼関係
や心の交流を描いた，ユニークな幼年童話！
◆第63回青少年読書感想文全国コンクール課題図書
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-07442-9

初版発行2019年9月

ふしぎな いどうどうぶつえん
くさのたき　作／つぼいじゅり　絵

１年生のはづきは，動物が苦手。なのに学校
に移動動物園が来ることになり，はづきは
困ってしまいます。お母さんに話して見学に
してもらったけれど，当日の朝，教室へ行く
と，動物たちが「朝の会」をしていて……。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-02022-8

初版発行2004年6月

まじょになりたい
中島和子　作／秋里信子　絵

最後の魔法でベンチになった魔女は，友だち
のもえちゃんにしてあげられるすばらしいこ
とを思いつきました。それは，魔法を教える
ことです。よろこんで魔女修行に挑戦するも
えちゃんでしたが……。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-07252-4
初版発行2012年11月

ふしぎなやまびこしゃしんかん
中島和子　作／秋里信子　絵

写真館を営むおじいさんはおばあさんを亡く
したばかり。ゆいはおじいさんのために店の
ポスターを作ります。ある日，店の留守番を
していて，１人の青年を撮影したところ，写
真にキツネの姿が。心温まるファンタジー。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定
◆日本図書館協会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-07369-9

初版発行2016年9月

まほうのバス
中島和子　作／江田ななえ　絵

お客様の命をあずかって時間通りに走ること
が自慢だったバス。引退する夜，こぎつねを
乗せたまま，燃料切れになってしまう。必死
に月に祈ると，なんと奇跡が……。ドキドキ
読めて心がほっこりする幼年ファンタジー。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-07307-1
初版発行2014年11月

おまかせ！ しゅくだいハンター
山野辺一記　作／常永美弥　絵

なかなか宿題をする気が起きないけんたろう
の前に，突然謎のお兄さんが現れます。宿題
を手伝ってくれると思いきや，めちゃくちゃ
にされてしまいました。けんたろうは，夜お
そくまで机に向かい，なんとか自分の力で宿
題を終わらせます。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定
◆日本図書館協会選定

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-07328-6

初版発行2015年8月

まほうデパート 本日かいてん！
山野辺一記　作／木村いこ　絵

ケンタの部屋の押し入れは，まほうの道具が
たくさん揃う「まほうデパート」につながっ
ていた！　ケンタはまず，同級生のハルカ
と一緒にテストの答えが見える眼鏡を使うこ
とに。でも，この眼鏡にはある秘密が隠され
ていた。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-07385-9

初版発行2017年6月

ようかい先生とぼくのひみつ
山野辺一記　作／細川貂々　絵

新しい担任の先生は妖怪だった!?　先生の本
当の姿は，ケイタと先生だけの秘密になった。
運動会の前，ケイタは先生から，見ただけで
足が速くなる「アシハヤの花」の種をもらう。
努力の大切さを伝える。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定
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定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-07390-3

初版発行2017年6月

まほうのほうせきばこ
吉富多美　作／小泉晃子　絵

ユウナが会うのを楽しみにしていた日，おじ
いちゃんは突然天国へ。悲しみが不安を育て，
ユウナは妹にあたり，学校にも行けなくなっ
てしまう。ママはユウナに宝石箱に気持ちを
書いた紙を入れてみたらと提案する。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-07423-8

初版発行2018年9月

ぼうけんは バスにのって
いとうみく　作／山田花菜　絵

２年生のタクが，バスに乗って，山梨の祖父
母の家に行くことになった。それも，ひとり
で！ ドキドキワクワクのバスの旅の中，タ
クはうっかり寝てしまい，降りる停留所を通
り過ぎてしまったかもしれない!? 無事に着
けるかな？
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-07449-8

初版発行2019年8月

ゆうびんばこは ねこのいえ
高木あきこ　作／高瀬のぶえ　絵

ねこのダルが，子ねこ２ひきを連れてななこ
の家に戻ると，家はしまっていてだれもいま
せん。しまった！ 今日はひっこしの日！ な
なこのくれた新しい家への地図を頼りに，ね
こたちのぼうけんが始まります。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-02261-1

初版発行2018年5月

ばけるニャン まほうのほうきレース
大空なごむ　作・絵

どんなものにも変身できる化け猫のばける
ニャンと，発明家の赤鬼・はかせが，おばけ
の国を旅する物語。魔法が使えない魔女を助
けるために，魔法のほうきレースに参加し，
変身能力と発明道具を駆使して優勝をめざ
す。

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-02262-8

初版発行2019年4月

ばけるニャン かいていのからくりやしき
大空なごむ　作・絵

どんなものにも変身できる化け猫のばける
ニャンと，発明家の赤鬼・はかせが，おばけ
の国を旅する物語。今作の舞台は人魚の海。
海底のからくりやしきに忍びこみ，友だちを
探しだせるか!?　迷路や絵探しが盛りだくさ
ん。

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-01209-4
初版発行1991年12月

バスにのってはじめてのおつかい
としまかをり　作／岡本美子　絵

おばあちゃんにきなこもちを届けようと，ひ
とりでバスに乗ったゆい。ところが降りる停
留所を忘れてしまいます。心あたたまるファ
ンタジー。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-02010-5
初版発行1996年10月

きつねのでんわボックス
戸田和代　作／たかすかずみ　絵

町はずれのでんわボックスにあかりがともる
ころ，びょうきのおかあさんにでんわをかけ
にやってくる男の子と，それをそっと見まも
る子どもをなくしたかあさんぎつねのお話。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-04033-2
初版発行2002年11月

アライグマのあらいくん
たかやまえいこ　作／つちだよしはる　絵

アライグマのあらいくんは，一週間前に転校し
てきたばかり。となりの席は，シロクマのくまが
いくん。友だちになりたくて話しかけても，じろ
りとにらまれるだけ……。友だちになるまでを
楽しく描いた心あたたまるお話。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-00486-0

初版発行1979年1月

かしこいポリーとまぬけなおおかみ
キャサリン・ストー　作
佐藤凉子　訳／若菜　珪　絵
おおかみは，たいへんなくいしんぼう。いつ
もいつも，やわらかい肉のついた女の子を食
べたいと思っています。でも，心やさしいポ
リーは，いつもあぶないところで逃げてしま
います。機知に富んだユニークな会話で展開。
◆全国学校図書館協議会選定◆全国学校図書館協議会基本図書
◆日本子どもの本研究会選定◆日本図書館協会選定
◆厚生省中央児童福祉審議会推薦

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-00942-1

初版発行1985年3月

きょうりゅうが学校にやってきた
アン・フォーサイス　作
熊谷鉱司　訳／むかいながまさ　絵
月曜日，小さなきょうりゅうがスキップしな
がら，教室に入ってきました。机でいねむり
をしたり…テスト用紙をパクパク食べたり…
それを見たトムたちは大さわぎ！　でも，だ
れも引きとってくれません。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定
◆日本図書館協会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-00405-1

初版発行1979年8月

ネッシーのおむこさん
角野栄子　作／西川おさむ　絵

日本の北の深い森の中の湖に住むザブーは，
およめさんがほしくなりました。そこでネッ
シーをおよめさんにしようとネス湖をめざし
ます。ところが人間に見つかって……。人な
つっこくて，ひょうきんな怪獣が登場。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-00427-3

初版発行1984年6月

かえってきたネッシーのおむこさん
角野栄子　作／西川おさむ　絵

ふるさとの湖が大変だという知らせをきい
て，帰ることにきめた怪獣ザブーの一家。と
ころが旅の途中でとんだハプニング！　赤
ちゃんが人間にさらわれてしまいます。ゆか
いなザブー，またまた大活躍。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本図書館協会選定

低
学
年

低
学
年



73

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-00433-4

初版発行1986年6月

ひとりぼっちのぞう
鶴見正夫　作／井上正治　絵

東京・井の頭自然文化園でひっそりとくらし
た象の「はな子」。戦後の大スターでありな
がら，不運な事故のため「殺人象」あつかい
されたはな子の数奇な運命と，飼育係との心
のふれあいを描きます。
◆日本子どもの本研究会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-01871-3
初版発行1994年12月

けんちゃんとトシせんせい
高木敏子　ぶん／狩野ふきこ　え

戦争がはげしくなり，疎開することになった
けんちゃん。大好きなトシ先生も一緒です。け
れども大空襲の炎は，東京の家族を──。50
年前，本当にあった園児たちの疎開を“ガラ
スのうさぎ”の著者が平和を願って描く。
◆全国学校図書館協議会選定◆全国学校図書館協議会基本図書
◆日本子どもの本研究会選定◆日本図書館協会選定

中島和子　作／秋里信子　絵
A5判／各96P

まじょの血をうけつぐ小学生の女の子，リリコが友だち
と元気に活躍するファンタジー・シリーズ。まほうのほ
うきや，にじ色のリボンなど，いろいろな道具がとびだ
します。まほうと友情をめぐる物語。

小学生まじょ

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-07293-7
初版発行2013年11月

わたし 小学生まじょ

リリコはまじょの血をうけつぐ少女です。で
も，お母さんから，そのことは秘密だといわ
れてしまいました。ある日，ほうきで飛んで
いるのを男の子に見られてしまったのです。
わくわくしてほんわかする，魔法と友情の物
語。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-07299-9

初版発行2014年9月

はしれ！ 小学生まじょ

リリコは，まじょの血をうけつぐ小学生の女
の子。でも，お母さんから，まじょのことは
ぜったいにひみつよ，といわれています。あ
る日，ひみつをにぎるケイくんがリリコにあ
る要求をしてきました。魔法と友情の物語。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-07336-1

初版発行2015年9月

小学生まじょの ふしぎなぼうし

リリコは，まじょの血をうけつぐ小学生の女
の子。ある日，リリコはおばあさんがもって
いたまじょのぼうしを，かってにかりてしま
います。それは，かぶる人をえらぶという，
ふしぎなぼうしでした。魔法と友情の物語。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-07388-0

初版発行2017年6月

小学生まじょと おしゃべりなランドセル

リリコはまじょの血をうけつぐ小学生の女の
子。夏休みの最初の日，リリコのランドセル
は，ショッピングセンターに一緒に連れて
いってほしいとせがみます。でも，迷子になっ
てしまって大さわぎ！
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-07424-5

初版発行2018年9月

小学生まじょと まほうのくつ

リリコはまじょの血をうけつぐ小学生の女の
子。遠足の日，リリコはまほうのくつをはい
て出かけました。ところが，ケイくんが行方
不明に。まほうのくつは，ケイくんを探そう
と走り出したのです。
◆全国学校図書館協議会選定

▲わたし 小学生まじょ
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三田村信行　作／宮本えつよし　絵
A5判／95P～96P

キャベたまたんていと助手のトマトちゃん，頭にバター
をのせたじゃがバタくん，ダイコンけいぶや物知りなカ
ボチャはかせが，力を合わせて大活躍！ ドキドキワク
ワク，やめられないおもしろさ！

キャべたまたんてい

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-02013-6
初版発行1998年11月

キャベたまたんてい
なぞのゆうかいじけん
ジャガイモのぼうやがさらわれそうになる事
件が発生！　その前にもニンジンとタマネ
ギの子どもがさらわれていた。手がかりは現
場に残された黄色いこな。キャベたまたんて
いたちの活躍で犯人はカレー星人とわかる。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-02016-7

初版発行2001年2月

キャベたまたんてい
空とぶハンバーガーじけん
月よう日になると，町のハンバーガー・ショッ
プが赤いペンキでまっかにされてしまう事件
が発生。キャベたまたんていたちが，まちぶ
せをしていると，空とぶハンバーガーがとん
できた！
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-02017-4
初版発行2001年11月

キャベたまたんてい
ぎょうれつラーメンのひみつ
ラーメンがおいしいと評判のお店にやってき
たキャベたまたんてい。その店は夢の世界のよ
うにきれいだったが，忘れ物をとりに店にも 
どってみると，なんと店内がぼろぼろになって
いた!?
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-02019-8

初版発行2002年7月

キャベたまたんてい
しにがみのショートケーキ
あまい堂はイチゴのショートケーキが人気の
ケーキ屋。ところが最近，そのショートケーキ
を売らずに，毎晩店のおじさんが怪しい男に届
けているという。キャベたまたんていが，謎の
男の正体とあまい堂の秘密に鋭く迫る！
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-02021-1

初版発行2003年9月

キャベたまたんてい
びっくりかいてんずし
カボチャはかせが誘拐された。キャベたまた
んていたちがかけつけると，犯人から電話が。
でも犯人の要求は，ずぶぬれパンやまんじゅ
うカレーといった変な食べ物ばかり。謎につ
つまれた犯人の正体とは？
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-02024-2
初版発行2004年12月

キャベたまたんてい
かいとうセロリとうじょう
キャベたまたんていは，怪盗アルセーヌ・セ
ロリがねらっている世界一のダイヤを守るた
めレタス城にやってきた。ところが，セロリを
とらえてみると犯人は意外な人物だった…。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-02025-9
初版発行2005年12月

キャベたまたんてい
ピラミッドのなぞ
エジプトで変装の名人怪盗セロリの予告状が
見つかった。ねらわれたのはツタン・アカー
メン王のピラミッドにある黄金のマスク。セ
ロリは２つのピラミッドをたくみに利用して
黄金のマスクを盗み出そうとする。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-02026-6
初版発行2006年12月

キャベたまたんてい
100おく円のたからさがし
豪華客船ズッキーニ号で行われる宝さがし
ゲームに怪盗セロリがあらわれると聞き，船
に乗り込んだキャベたまたんてい。100億円相
当のお宝をめぐって変装名人のセロリと対
決！
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-02027-3
初版発行2007年12月

キャベたまたんてい
ハラハラさばくの大レース
ハラハラさばくで行われるカーレースに参加
することになったキャベたまたんていたち。
ところが何百年も前に滅びたはずのハラハラ
国のお城に誘い込まれたり，レース中にアク
シデントが続出！
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-02028-0
初版発行2008年12月

キャベたまたんてい
きえたキャベたまひめのひみつ
風船型タイムマシンでキャベたま城にやって
きたキャベたまたんてい。お城ではキャベた
まひめがいなくなったと大騒ぎ。さっそく魔
物がすむという天守閣にキャベたまひめをさ
がしに向かう。魔物との対決シーンは迫力満
点！
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

低
学
年



75

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-02029-7
初版発行2009年12月

キャベたまたんてい
タコヤキオリンピック
タコヤキ星に不時着したキャベたまたんて
い。助けてくれたたこやき職人のタッキーか
ら，タコヤキオリンピックの話を聞き，タッ
キーをオリンピックで優勝させるため協力す
ることに。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-02030-3
初版発行2010年12月

キャベたまたんてい
ほねほねきょうりゅうのなぞ
夜の町を走り回るかいぶつを目撃したキャベ
たまたんてい。その正体は，大恐竜展から抜
け出した恐竜の標本だった！　恐竜は，盗 
まれた自分の骨を探していたのだ。骨を盗ん
だ犯人を，キャベたまたんていが追う！
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-02031-0
初版発行2011年12月

キャベたまたんてい
ミステリーれっしゃをおえ！
ゆく先不明のミステリー列車ツアーに参加
したキャベたまたんてい。車内ではいろい
ろなアトラクションが催されていたが，途
中，停車した駅で爆弾騒ぎに巻き込まれてし 
まった！
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-02032-7
初版発行2012年11月

キャベたまたんてい
ゆうれいかいぞくの地図
死んだ人と話ができる「れいかい電話」で，
大海賊のエリンギと話したキャベたまたんて
い。エリンギに自分を殺した犯人をつきとめ
てほしいと依頼され，海賊船に乗りこむこと
に。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-02033-4
初版発行2013年11月

キャベたまたんてい
きけんなドラゴンたいじ
村人を救うため，ドラゴン退治に向かった騎
士・キャベタマーノ。旅の途中，「ドラゴン
に近づくな」というなぞの手紙を拾う。やが
て，ドラゴンをあやつる黒幕の存在が明らか
に。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-02034-1
初版発行2014年11月

キャベたまたんてい
きょうふのおばけやしき
カボチャはかせが作ったおばけやしきの招待
状が届いた。おばけが怖いキャベたまたんて
いだが，トマトちゃんたちにせがまれ，しぶ
しぶ行くことに。そこで思わぬ事件に遭遇す
る。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-02035-8

初版発行2015年7月

キャベたまたんてい
ちんぼつ船のひみつ
カボチャはかせの発明した潜水艇で，海中散
歩に出かけたキャベたまたんていたち。海底
で巨大な沈没船を発見。なかからあやしい３
人組が出てきた。沈没船に隠された秘密と
は？
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-02036-5

初版発行2016年6月

キャベたまたんてい
からくりにんじゃやしきのなぞ
人気アトラクションの忍者屋敷にやってきた
キャベたまたんてい達。色々なしかけをくぐ
りぬけてゴールすると豪華賞品がもらえるの
だ。この賞品には，ある忍者一族に関する秘
密が隠されていた！
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-02037-2

初版発行2017年6月

キャベたまたんてい 
きょうりゅう島でききいっぱつ
絶滅したはずの恐竜たちが生きていた！　楽
しい島めぐりの最中に，大嵐にあって遭難し
てしまったキャベたまたんていたち。たどり
ついた不思議な島で，恐ろしいティラノサウ
ルスに立ち向かう。島に隠された秘密とは？
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-02038-9

初版発行2018年6月

キャベたまたんてい
大ピンチ！ ミクロのぼうけん
カボチャはかせの発明した薬を飲んで，体が
小さくなったキャベたまたんていたち。アリ
に連れ去られたじゃがバタくんを助けるため
に，キャベたまたんていは巣あなにもぐりこ
む。女王アリからの難問を解き明かせるか!?
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-02039-6

初版発行2019年7月

キャベたまたんてい
じごくツアーへごしょうたい
キャベたまたんていたちに，じごくツアーの
しょうたいじょうがとどいた。じごくタク
シーにのって，さんずの川をわたり，血の池
や針の山をめぐって，えんま大王のもとへ。
そこで事件が……！
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-02040-2

初版発行2020年6月

キャベたまたんてい
こふん時代へタイムスリップ
ある日，とつぜん，キャベたまたんていたち
は1500年前の古代世界にタイムスリップして
しまう。そして，動きだしたはにわのハニノ
スケとナスビ大王のこふんへむかって冒険す
ることに……。人気シリーズ第22弾。
◆全国学校図書館協議会選定
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絵本『モルモットの ちゃもと けだまーず』のかわいいぬりえ。コピーして使ってね！

お楽しみコーナー
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ひとり読みの楽しさを味わえるバラエティー豊かな読み物をそろえました。
友だちや家族とのつながりの大切さを描いた童話や，ナゾときやゲームが楽しめる物語に
冒険の旅へと誘う翻訳作品，ノンフィクション作品など，趣味の世界の扉を開けてみましょう。

中学年向け読み物

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-06056-9

初版発行2018年6月

グルメ小学生
パパのファミレスを救え！
次良丸　忍　作／小笠原智史　絵

パパはファミリーレストランの社長。業績が
よくないことを知ったカレンは新メニューを
開発したらとパパに提案するが，相手にして
もらえない。カレンは子どもグルメ選手権出
場を決意，猛勉強するが，優勝できるのか!?
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-06057-6

初版発行2019年7月

グルメ小学生
探せ！ 黄金のカレーライス
次良丸　忍　作／小笠原智史　絵

マスエばあばが昔，食堂で出していた黄金の
カレーライス。カレンは新メニューとして復
活させたいとばあばに頼むが，相手にされな
い。カレーライスには二つの顔があるという
ばあばの謎の言葉，カレンは解けるのか!?
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-06058-3

初版発行2020年7月

グルメ小学生
恋の羽根つきギョーザ
次良丸　忍　作／小笠原智史　絵

ギョーザは焼いたり，蒸したり，スープに入
れたり，中に包むものでいろいろな味が楽し
める。カレンたちはギョーザを研究するため，
蒲田のお店に行く。「おれはギョーザの皮に
なる！」という主人の謎の言葉，その意味は!?
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-07447-4

初版発行2019年8月

怪談研究クラブ
笹原留似子　作絵

小学４年生のるい子は霊感があるようで度々
怖いことに遭遇するが天狗じいさんが守って
いる。友だちからも体験談を聞き，怪談研究
クラブを結成。納棺師のおばさんの知恵も借
りて，怖い事象を調べてみることにする。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-07468-9

初版発行2020年9月

怪談研究クラブ 死者の四
タイムリミット

十九日
笹原留似子　作／どいまき　画

強い霊感を持つるい子が目を開けると，なん
と火葬場の窯の中！　るい子を守っている天
狗じいさんに助けられて戻ってみると，大き
な地震に見舞われた町には，体のある安置所
に戻れない魂があちこちにさまよっていた！
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-07440-5

初版発行2019年8月

小さな悪い本
マグヌス・ミスト　作
トーマス・フッスング　絵／若松宣子　訳
この小さな悪い本は「かんぺきな悪い本」に
なるために，読者の手助けを必要としている。
読者が本を助けるには，クイズに答えたり，
怖い話に耐えたりしなければならない……。
謎ときゲームのような読書が楽しめる一冊。

定価1,650円（税込）
ISBN978-4-323-07458-0

初版発行2020年9月

小さな悪い本 大人はスーパー危険
マグヌス・ミスト　作
トーマス・フッスング　絵／若松宣子　訳
この小さな悪い本は，読者の手助けを必要と
している。彼がだすクイズや課題に挑戦しな
がらページをあちこち移動していくと，ゾッ
とするようなこの世界の真実を知ることがで
きる！　キミは衝撃の事実に耐えられるか!?

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-07143-5
初版発行2008年10月

そいつの名前はエメラルド
竹下文子　作／鈴木まもる　画

そいつがぼくの家にやってきたのは，ふう
ちゃんの誕生日。ぼくはハムスターを買いに
行ったのに，不思議なトカゲを買ってしまう。
母さんはかんかん。でも，ふうちゃんが気に
入り，飼うことになるが…。心あたたまる物
語。
◆第55回青少年読書感想文全国コンクール課題図書◆全国学校図書館
協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-07372-9

初版発行2016年9月

ねこまつりの しょうたいじょう
いとうみく　作／鈴木まもる　絵

小学３年生の耕太がアイスを食べていると，
棒に「ネコマツリ ゴショウタイ」の文字を
発見！　早速，山に向かうと，祭の開催には
３つの供物が必要と言われ，耕太は指導役の
ねこ・タマジロウとともに，供物集めを始める。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-04971-7

初版発行2012年3月

宇宙人のいる教室
さとうまきこ　作／勝川克志　絵

転校生のレオナは，運動神経ゼロ，ジョーシ
キもゼロ，いじめられても気がつかないヘン
なやつ。でもあいつのテレビカセットに，ク
ラス全員の身上調査がインプットされている
のを見て，ぼくはピン！ ときた。
◆全国学校図書館協議会選定

NEW
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定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-05031-7
初版発行1996年12月

友だちは１／２ゆうれい
中田よう子　作／時　すばる　絵

ちょっと気の弱い４年生のしげるは，ある日，
記憶を失くしたゆうれいの男の子「ユウ」と
出会います。クラスメイトのゆかりちゃんといっ
しょに，「ユウ」の記憶さがしを手伝うことにな
り…。元気でやさしい１／２ゆうれいが大活躍!!

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-07186-2
初版発行2010年12月

かばた医院のひみつ
中島和子　作／秋里信子　絵

かばた医院は，住宅地のはずれにある小さな
病院です。ミユはそこで信じられないものを
目にします。そのできごとは，ミユにとって
ワクワクするようなすてきなヒミツになりま
した。楽しくて感動あふれるファンタジー。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-07281-4
初版発行2013年11月

お母さん取扱説明書
キム・ソンジン　作／キム・ジュンソク　絵
吉原育子　訳
組み立てると命を宿すおもちゃの新商品『お
母さん』が，ヒョンスの家にやってきた。お
母さんらしさを教えるうちに，人間みたいに
なってきたけど，心を持ったおもちゃは，青
いハンターに捕まって壊されるのがルール
だった!!
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-07362-0

初版発行2016年7月

キノコのカミサマ
花形みつる　作／鈴木裕之　絵

タケオの父は，村の研究所でキノコの研究を
している。村人たちは変わりものばかり。そ
の中に「カミサマ」と名乗るあやしい男がい
た。村で見つかる変わったキノコは，このカ
ミサマの仕業らしい。まさか本物の神様!?
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-07419-1

初版発行2018年9月

教室に幽霊がいる!?
藤重ヒカル　作／宮尾和孝　絵

教育実習の先生がコンピューター室で泣いて
いた。秀太たちが先生のパソコンにいたずら
をしたせいに違いない。放課後，秀太たちは
あやまりに行くが，先生はなぜかいない。だ
が，壁の前に先生によく似た別の先生が現れ
た!?
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,100円（税込）
ISBN978-4-323-05901-3

初版発行2020年3月

トラブル旅
ト ラ ベ ル

行社
砂漠のフルーツ狩りツアー
廣嶋玲子　文／コマツシンヤ　絵

家族で飲むためのフルーツジュースを，うっ
かり飲みほしてしまった大悟。問題を解決す
る旅を提供する「トラブル旅行社」に導かれ，
言葉を話すミミズクとともに，ジュースの再
現に必要なフルーツを探す旅に出る。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-07441-2

初版発行2019年7月

ナゾとき サイエンス サバイバル
3年生 虫の王国をすくえ！
小松原宏子　作／三上空太　絵
柊原礼士　監修
小学３年生の理科の知識を使って楽しむ，ナ
ゾとき＆ストーリー。読み物の合間に出題さ
れるモンダイを解きながら，虫の王国を侵略
者から救え！ イラスト問題がたっぷりなの
で，本を読むのが苦手な小学生にもおすすめ。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-05810-8

初版発行2015年9月

サウルスストリート
大パニック！ よみがえる恐竜
ニック・フォーク　作
浜田かつこ　訳／K-SuKe　画
伝説の海賊，サウルス船長の呪いを解いてし
まったトビーたち。船長の集めていた恐竜の
化石コレクションが次々とよみがえってキャ
ンプ場は大パニックに。元の平和な世界に戻
すため，謎解きと冒険の旅にいざ出発！
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-05811-5　

初版発行2017年5月

サウルスストリート
タイムトリップ!? すすめ！ トリケラトプス
ニック・フォーク　作
浜田かつこ　訳／K-SuKe　画
屋根裏部屋の壁が開いて草食恐竜トリケラト
プスがやってきた！　肉食恐竜アロサウルス
も飛び出してきて，町はめちゃくちゃに。町を
救うため，スージー，ウォルター，スパッドの
３人組が，時間を超えた冒険の旅へ出発する。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-05812-2
初版発行2017年10月

サウルスストリート
エラスモサウルス救出大作戦！
ニック・フォーク　作
浜田かつこ　訳／K-SuKe　画
サウルス湖に，絶滅したはずの首長竜・エラ
スモサウルスが現れた！　金持ちのパース
ニップ夫妻は，首長竜を利用してひと儲けし
ようと企む。計画を止めエラスモサウルスを
救うために，トマスとモリーは決死の作戦に
出る！
◆日本子どもの本研究会選定

▲トラブル旅行社 砂漠のフルーツ狩りツアー

中
学
年



80

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-07130-5
初版発行2008年11月

れっつ！ スイミング
次良丸　忍　作／琴月　綾　画

ルカは運動神経バツグンなのに，水泳だけは
苦手。でも，水泳大会で優勝すると宣言して
しまった。大会まであと２ヶ月。親友のミサ
キに誘われ，スイミングスクールに入り，お
風呂でも特訓。ルカの努力はむくわれるの
か!?
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-07176-3
初版発行2010年10月

れっつ！ ランニング
次良丸　忍　作／琴月　綾　画

スポーツが苦手なユリが運動会のリレーで逆
走してしまい，クラスリレーは最下位に。は
やく走れるようになりたい！　決心したユ 
リは持久走大会に向けて練習を始める。でも，
どうすればいいの!?
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-07259-3
初版発行2013年11月

れっつ！ シュート!!
次良丸　忍　作／琴月　綾　画

美羽は女子サッカーリーグで活躍中の先輩と
同じゴールキーパー。練習中，美羽をかばっ
たプレーで先輩が負傷。責任を感じた美羽は
大会が近づいても，やる気がでない。それ
に気づいた栄太は美羽にＰＫ戦で勝負を挑
む！
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-07316-3

初版発行2015年5月

れっつ！ ダンス!!
次良丸　忍　作／琴月　綾　画

初めてヒップホップを見た舞花は感動！　
ダンス部に入りたいが，部員ゼロで大ピン
チ。以前にダンススクールで活躍したモンキ
チに頼むと，「このステップを覚えてきたら
入部する」と挑発され，舞花の猛特訓がはじ
まる！
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-07446-7

初版発行2019年7月

地獄の歩き方
田村正彦　監修／
小野崎理香・水野ぷりん　絵
人は死んだら長い旅に出なければなりませ
ん。この本は，死後，行くことになる各所を
しょうかいするガイドブックです。今からこ
の本を読んでおけば，死んだ後もまようこと
はありません。地獄と死後の世界へご案内し
ます！

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-07089-6
初版発行2006年12月

のら犬物語
戸川幸夫　作／石田武雄　絵

やさしい飼い主と別れて野良犬になったマ
ル。幸福な日々がうそのように，マルの身に
は様々な苦難がおそいかかる。多くの危機を
乗り越え，たくましく成長していく野良犬の
姿を動物文学の第一人者が感動的に描き出す。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-07151-0

初版発行2009年4月

ものがたり　チロヌップのきつね
高橋宏幸　作絵

北海の孤島に浮かぶ小さな島チロヌップ。き
つねたちと人々の平和な暮らしを，やがて戦
争が…。感動の名作が新装版に！
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-07270-8

初版発行2013年7月

おかあさんのそばがすき 犬が教えてくれた大切なこと

今西乃子　著／浜田一男　写真

家族の一員となったコーギーの子犬。蘭丸と
名付けた愛くるしい犬は，わずか数年で飼い
主の年齢を追いこし，いつしかおじいちゃん
犬になっていた。ペットの一生を通し，命を
預かることの責任を考える。ペットの看取り
までを追うノンフィクション写真読み物。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-01866-9

初版発行1994年5月

二人の王子さま
池田大作　作／アリマジュンコ　絵

わがままな王子とやさしい少年。やがて出
会った二人は「本当に『えらい人』とはどん
な人か？」を知ります。あなたはどんな人だと
思いますか。

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-07005-6

初版発行1998年9月

ヒマラヤの光の王国
池田大作　作／佐野真隆　絵

ネパールの少年スールヤに届いた１通の手紙。
手紙をもとに光のカプセルにのり，チャンド少
年やシンハ博士と共に，閉じこめられたヒマラ
ヤのような本当の勇気を得ていく物語。

定価1,100円（税込）
ISBN978-4-323-07036-0

初版発行2003年6月

あの山に登ろうよ
池田大作　作／奥村かよこ　絵

絵を描くのが大好きなゆうきくん，つよしく
ん，ちえちゃんは仲良し三人組。「にじの山」
という本を読んだ三人は，にじのひみつを探
るために山登りへ……。夢と勇気と力を与え
てくれる，感動のファンタジー。

▲れっつ！ シュート！！
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小手鞠るい　作／土田義晴　絵
四六判／119P・127P

森の動物たちは，悩んだり，困ったりすると，図書館の
あごひげ館長に相談し，解決のヒントになる本を借りま
す。ピンチを優しい心と友情と知恵で乗り越えていく楽
しい物語。

森のとしょかん

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-07250-0
初版発行2012年11月

くろくまレストランのひみつ

長い間，ひとりで暮らしてきたくろくまはレ
ストランを開きましたが，お客さんが来ませ
ん。森の図書館の館長に相談すると，館長は
大切な秘密が書かれた古い本を手渡します。
悲しみを乗り越えて生きる姿が感動を呼ぶ物
語。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-07280-7

初版発行2014年4月

ひつじ郵便局長のひみつ

手紙を拾ったくろくまはひつじ郵便局長に届
けるが，文字が消えていて読めない。どうや
ら，野うさぎがこぶたと仲直りしようと書い
た手紙らしい。局長は野うさぎの代わりに手
紙を書こうとするが，局長には秘密があっ
た！
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-07306-4

初版発行2015年3月

きつね音楽教室のゆうれい

きつね音楽教室のスミレ先生は，いろいろな
楽器を森のみんなに教えています。あごひげ
館長の誕生日パーティーでオーケストラを結
成することになり，先生は困ってしまいます。
先生には誰にも言えない秘密があったのです
…！

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-07343-9

初版発行2016年3月

野うさぎパティシエのひみつ

野うさぎはパティシエをめざして修行中。野
うさぎが作ったケーキをお客さんは残してし
まいます。おいしいはずなのに…。困った野
うさぎは館長からある本を渡されます。そこ
にはケーキ作りの秘密が書かれていたので
す。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-07383-5

初版発行2017年6月

りすのきょうだいと ふしぎなたね

りすのきょうだいは今までに見たことがない
光る種を見つけました。くろくまシェフにも
野うさぎパティシエにも何の種かわかりませ
ん。森の図書館に行き，館長に見せると…。
不思議な光る種は何なのでしょうか!?
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-07417-7

初版発行2018年9月

森のとしょかんのひみつ

きょうは大忙し。森の仲間たちが図書館の中
を整理して，新しい図書館をオープンさせる
のです。一か月後，りすの兄妹が図書館で本
を探しますが，見つかりません…。整理され
たはずなのに，いったいどうなっているの !?
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-07438-2

初版発行2019月7月

野うさぎレストランへようこそ

くろくまシェフからレストランをまかされた
野うさぎパティシエ。料理修業中でまだ自信
がないので，お店は休みに。でも，白うさぎ
ファミリーがやってきて「何でもいいから食
べさせて」って。どうしたらいいの!?
◆全国学校図書館協議会選定

▲ くろくまレストランのひみつ

中
学
年



82

斉藤栄美　作／染谷みのる　絵
四六判／143P ～167P

パン作りのレッスン＆ステップアップ・ストーリー。主
人公・小麦と，天然酵母から生まれたパンの妖精・ココ
モモの心の成長が，パン作りの上達にも深くかかわりま
す。家族のきずな＆パン作りのおいしい物語！

妖精のパン屋さん

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-07298-2
初版発行2014年11月

妖精のパン屋さん

小麦はパンが大好き。毎朝，おじいちゃんが
焼いてくれたパンを食べる。ある日，おじい
ちゃんが入院することになり，小麦はおじい
ちゃんから天然酵母の育て方を教わる。やが
てエキスが完成し，不思議な妖精が飛びだし
た!?
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-07319-4

初版発行2015年5月

妖精のロールパン

小麦は入院中のおじいちゃんからパン作りを
教えてもらうことになる。初挑戦はロールパ
ン。おじいちゃんのレシピどおりに材料をま
ぜ，天然酵母の容器のふたをあけると，パン
の妖精が飛びだす！　パンはおいしくでき 
るのか!?
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-07354-5

初版発行2016年4月

妖精のベーグル

最近，親友の愛理ちゃんに元気がない。給食
もほとんど食べない。心配する小麦のもと
に，パンのレシピ集が届く。入院中のおじい
ちゃんが小麦のために書いてくれたのだ。小
麦はヘルシーなベーグルサンド作りに初挑戦
する！
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-07364-4

初版発行2017年3月

妖精のあんパン

あんパン作りに挑戦中の小麦。うまくできず
悩んでいたが，パンの妖精ココモモが生地に
つけてしまった切れ目を見てひらめく。うさ
ぎの形のあんパンを作るのだ！　みんなに元
気になってほしい…。小麦の気持ちは届くの
か!?
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-07404-7

初版発行2018年4月

妖精のメロンパン

クラスメイトのかれんちゃんは人気の子役タ
レント。最近，小麦が星島君と話していると，
かれんちゃんが割り込んでくる。さらに，小
麦においしいメロンパンを焼いてと強引に
頼み込む。「かれんちゃんは私が嫌いなのか
な？」
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-07430-6

初版発行2019年3月

妖精のカレーパン

退院してきたおじいちゃんから嬉しい相談が
あった。お店のパンを心待ちにしているお客
さんに，一日限定でパンをふるまうというの
だ。そのパン作りを小麦にも手伝ってほしい
という。さあ，みんなでカレーパンを作ろう！
◆全国学校図書館協議会選定

▲妖精のパン屋さん
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中村まさみ　作
四六判／156P・160P

「配架したとたん子どもたちが借りていく」と学校で評
判を呼ぶ“怪談 ５分間の恐怖”。その著者が，今度は小
学校３･ ４年生向けシリーズを刊行。学校で，通学路で，
宿泊学習や習い事の教室で起きた怖い話が満載です。

学校の怪談 ５分間の恐怖

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-05921-1
初版発行2020年12月

花子さん？ だれそれ？

夜のプール／やくそく は･た･し･て／せいれ
いのゆめ／転校生／こわい絵／へいたいのか
げ／日本人形／用具室にいる少年／ねんど細
工のピエロ／花子さん？ だれそれ？／動き
出す標本／しこまれた画びょう／血ぞめの紙
人形
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-05922-8

初版発行2021年2月

13階段

13階段／とくべつな二十分／かずま君／『ゆ
うれいを見た』／悲しい合唱／入らずの山／
はくせいのなみだ／新しいお母さん／神様の
気持ち／鬼はうち／ほけん室の先生／夜づり
でつれたもの／死者が見える子
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-05923-5

初版発行2021年3月

だれもいない音楽室

見えない友だち／鬼の面／ひまわり／のろい
のアリづか／こっくりさん／もうひとりの自
分／体育館の役わり／空からやりがふってく
る／だれもいない音楽室／宿はく学習でおき
たこと／ぼくはここにいる…／うらの林にい
るもの
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-05924-2

初版発行2021年3月

理科室から聞こえる

体育館のぶたいの下／おふだがはられた部屋
／お寺のしゅぎょう／近づいてくる！／まき
つくほうたい／校庭の木／理科室から聞こえ
る／七十五年まえの先生／かみがのびる像／
さかあがり／使用禁止の階段／自転車のうし
ろに

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-05925-9

初版発行2021年3月

恐怖の校内放送

恐怖の校内放送／ふしぎなしるし／おばけの
発表会／図書館にいる上級生／キツネにばか
された先生／こけし／ミイラの声／スマホに
うつる人／のろいの矢／修学旅行の部屋に／
倉庫のかげ女／わたしを守ったもの

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

▲花子さん？ だれそれ？
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A5判／78P ～96P
今までに上映され，話題になったものばかりを集めたア
ニメ映画版シリーズです。映画館でのあの感動が，もう
一度じっくり味わえます。初めて読んでも，これは感激
ものです。

アニメ版シリーズ

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-01245-2

初版発行1990年4月

アニメ版　チロヌップのきつね
高橋宏幸　原作

北の孤島・チロヌップで，平和にくらすきつ
ねの親子。その穏やかな生活が，島に上陸し
た兵隊たちによって脅かされます。罪のない
動物たちを巻きこむ戦争の悲惨さを描いた作
品。アニメ映画の原作版。

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-01862-1

初版発行1994年4月

アニメ版　つるにのって
ミホ・シボ　原案

小学校６年生のとも子は，広島の原爆資料館
を訪れました。原爆の子の像の前に立っている
と，像の少女が動き出したのです。そして２人
は50年前の原爆を……。世界の子どもたちに
反核平和を訴えるアニメが本になりました。
◆日本子どもの本研究会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-07009-4

初版発行1999年9月

アニメ版　ハッピーバースデー
命かがやく瞬

と

間
き

青木和雄・吉富多美　原作

「あなたなんて生まなきゃよかった」母の一言
で声が出なくなったあすか。祖父母の愛で心と
声を取り戻したあすかは，娘を愛せない母の秘密
を知る。親の精神的虐待から立ち直る少女
を描いた感動のベストセラーのアニメ版です。

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-07042-1

初版発行2004年3月

アニメ版　ハードル
青木和雄・吉富多美　原作

転校した学校の非常階段から転落した麗音。
事件なのか，事故なのか？　真実を隠そうと
する大人たちに，勇気を持って立ち上がる子
どもたち——。あの感動作がアニメ版に！
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-07062-9

初版発行2005年5月

アニメ版　ガラスのうさぎ
高木敏子　原作

戦争の悲惨さと平和の尊さを訴えるロングセ
ラー待望のアニメ映画化。映画の迫力をその
ままに，より多くの人々へ感動を届けます。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-07090-2

初版発行2007年4月

アニメ版　時をかける少女
筒井康隆　原作
「時をかける少女」製作委員会　原案
高２の真琴は，偶然，時間をとびこえる能力
を手に入れた。その能力を使い，バラ色の生
活を送っていたが…。日本アカデミー賞・最
優秀作品賞（アニメーション部門）受賞作の
感動ストーリーを丸ごと閉じこめた１冊。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-07084-1

初版発行2006年8月

アニメ版　ちびまる子ちゃん
さくらももこ　原作

クラスのガキ大将コンビ・大野と杉山は，運
動会をさかいに仲たがいをし，いっきょに険
悪ムードに。気をもみ，見守りつづけるまる
子だったが…。劇場用映画「ちびまる子ちゃ
ん」オリジナルストーリーがアニメ本に。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-07100-8

初版発行2007年9月

アニメ版　ちびまる子ちゃん
わたしの好きな歌
さくらももこ　原作

まる子は偶然，絵描きのお姉さんと知りあい
ます。一緒に泣いたり，笑ったりするうち，ま
る子はお姉さんのことが大好きに。でも，そ
んなお姉さんと，ついにお別れする時が。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-07131-2

初版発行2008年9月

アニメ版　ちびまる子ちゃん
サッカー少年ケン太の巻
さくらももこ　原作

テレビ番組「ちびまる子ちゃん」が本になり
ました。日本一のサッカー選手を目指し，毎
日練習を続けるケン太の話「サッカー少年ケ
ン太」の他，「出した手紙をとりもどせ!!」「す
てきな夏休みの始まり」の３話を掲載。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-07132-9

初版発行2008年9月

アニメ版　ちびまる子ちゃん
おじいちゃんまる子を甘やかすの巻
さくらももこ　原作

テレビ番組「ちびまる子ちゃん」のアニメ・
ストーリーブック。まる子がかわいくてたま 
らないおじいちゃんが，おもちゃをたくさん
買う話「おじいちゃん まる子を甘やかす」の
他，「たかしくん」「お父さん」の３話。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

中
学
年



85

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-07133-6
初版発行2008年12月

アニメ版　ちびまる子ちゃん
教育実習の先生の巻
さくらももこ　原作

テレビ番組「ちびまる子ちゃん」が本になり
ました。まる子のクラスに教育実習の先生が
やってきました。みんなに大人気の先生でし
たが，ある事件でクラスが大混乱。悩む先生
を見守るまる子でしたが…。全３話掲載。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-07134-3

初版発行2009年2月

アニメ版　ちびまる子ちゃん
腹話術をやろうの巻
さくらももこ　原作

テレビ番組「ちびまる子ちゃん」が本になり
ました。腹話術の人形を買ったまる子と藤木
くんは，山田もさそって，練習することに。そ
のうち，まる子は何ともふしぎな腹話術のや
り方を思いついたのです。全３話掲載。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-07135-0

初版発行2009年4月

アニメ版　ちびまる子ちゃん
ヒロシの友情の巻
さくらももこ　原作

まる子のお父さんと山ちゃんは，大の仲よし。
子どものころ，二人が命がけで助けあったと
いう話を聞いて，まる子たちは思わず泣きそ
うになりました。全３話掲載。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-07137-4

初版発行2009年8月

アニメ版　ちびまる子ちゃん
小杉みんなによけいな心配をかけるの巻
さくらももこ　原作

あまりにも大食いな小杉くんを，お母さんは
心配して，病院へつれていきました。まる子
たちは，てっきり小杉くんが体を悪くしたも
のと思いこみます。全３話掲載。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-07139-8
初版発行2009年12月

アニメ版　ちびまる子ちゃん
まる子　賞状をもらうの巻
さくらももこ　原作

絵画コンクールで入選したまる子は，賞状を
もらうことに。おうちの人からごほうびをも
らえるのではと期待するまる子でしたが…。
全３話掲載。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-07142-8

初版発行2010月6月

アニメ版　ちびまる子ちゃん
まる子はマラソンがイヤの巻
さくらももこ　原作

マラソン大会で，10位以内に入るように家族
に期待されているまる子。ゆううつな気もち
のまま，マラソン大会をむかえることになり
……。全３話収録。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-07353-8

初版発行2016年3月

アニメ版　ちびまる子ちゃん
イタリアから来た少年
さくらももこ　原作

花輪くんのお願いで，まる子の家にイタリア
の少年アンドレアがホームステイすること
に。旅行やお祭りにいって仲よくなる２人で
したが，ついに別れの時が来る。劇場用映画
を１冊にまとめたアニメ・ストーリーブック。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

▲アニメ版 ちびまる子ちゃん 教育実習の先生の巻
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手塚治虫　原作
A5判／各96P

天才的な外科技術によって困難な手術を成功させるブ
ラック・ジャック。医師免許をもたないモグリの医師と
なった彼は，相棒のピノコとともにあらゆる病気に立ち
向かっていく。手塚治虫が伝える生命のメッセージ。

アニメ版 ブラック・ジャック

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-07157-2

初版発行2010年1月

オペの順番

イリオモテヤマネコが，船上で逃げ出した。ヤ
マネコが船長の顔に飛びついた拍子に船は大き
く揺れ，乗客の代議士，赤ん坊，そしてヤマネ
コが怪我をしてしまう。船に乗りあわせたブラッ
ク・ジャックは治療を引き受けるが，果たして
そのオペの順番は…？　他「消えた針」を収録。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-07158-9

初版発行2010年1月

アリの足

光男は，足のリハビリをかねた徒歩での旅に
挑戦する。旅の途中，応援してくれる人々の
中に，ブラック・ジャックの姿を見つけた光男。
彼の悪い噂を聞いていた光男は，ずっとつい
てくるブラック・ジャックをうとましく感じ
ていたが…。他，「お医者さんごっこ」を収録。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-07159-6

初版発行2010年1月

白いライオン

動物園にやってきたブラック・ジャックとピ
ノコ。お目あては，白いライオンのルナルナ
だ。ところが，ルナルナは病気のために，す
がたが見られなかった。ルナルナの飼育員は，
ブラック・ジャックにルナルナの治療を依頼
する。他，「ある教師と生徒」を収録。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-07160-2

初版発行2010年3月

奇跡の腕

ブラック・ジャックがその腕を認める寿司職人タク
は，故郷へ帰る決意をする。修行を重ね，目が不自
由な母親に日本一うまい寿司を握る自信がついたの
だ。しかし，帰郷の途中，タクはトラックにはねられ，
両腕を失ってしまう！　他，「もらい水」を収録。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-07161-9

初版発行2010年6月

シャチの贈りもの

傷ついたシャチを治療したブラック・ジャッ
クは，いつしかシャチとふしぎな信頼関係で
結ばれる。しかし，シャチ狩りがはじまって
しまう！　出会いと別れ，人間と動物が言葉
をこえて心を通い合わせるさまを描く物語。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

▲オペの順番
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A5判／各144P
マンガを読んで生活に必要な技術や心がまえを身につけ
られる，子ども向け実用書。楽しく子どもの自立を育て
ることができるシリーズです。

大人になってこまらない マンガで身につくシリーズ

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-05321-9

初版発行2016年9月

大人になってこまらない
マンガで身につく　整理整頓
辰巳　渚　監修／大野直人　マンガ・イラスト

ミリオンセラー『「捨てる！」技術』著者・
辰巳 渚 監修の子ども向け実用書。片づけの
神様が，主人公のカケルに整理整頓術を伝授
します。楽しいマンガでどんどん片づけを身
につけて，大事な時間を有効に使おう！

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-05322-6

初版発行2016年9月

大人になってこまらない
マンガで身につく　マナーと礼儀
辰巳　渚　監修／池田圭吾　マンガ・イラスト

マンガを読んで生活に必要な技術や心構えを
身につけられる，子ども向け実用書。宇宙人
のマナミンが，ちょっとズボラな花子にマ
ナーや礼儀の大切さを教えます。マンガを読
んで，モテモテのマナー美人を目指そう！

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-05323-3

初版発行2017年6月

大人になってこまらない 
マンガで身につく　自分コントロール
菅原洋平　監修／大野直人　マンガ・イラスト

身のまわりのことを，子どもが自己管理でき
るようにする方法を，爆笑必至のマンガで紹
介。専門家監修のもと，脳のしくみを解説し
ながら，どうすれば早寝早起きや，時間管理
ができるようになるのかをわかりやすく伝え
る。

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-05324-0
初版発行2017年11月

大人になってこまらない
マンガで身につく　友だちとのつきあい方
相川　充　監修／とげとげ。　マンガ・イラスト

「友だちに悪口をいわれちゃった」「仲よしグ
ループに入れてほしい」など，ハートの妖精
ハーティが，誰もが抱くお悩みを解決してく
れます。専門家監修のもと，友だちと上手に
つきあう方法を爆笑必至のマンガで解説。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-05325-7

初版発行2018年6月

大人になってこまらない
マンガで身につく　勉強が楽しくなるコツ
金子大輔　監修／みのもまりか　マンガ・イラスト

勉強攻略はちょっとのコツとテクニック次
第！ 環境作りやノートテクなどを爆笑マン
ガで伝授。マンガを楽しみながら大事なポイ
ントを理解していく構成なので，すらすら読
めて，スムーズに行動に移すことができます。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-05326-4

初版発行2018年6月

大人になってこまらない
マンガで身につく　ネットのルールとマナー
遠藤美季　監修／大野直人　マンガ・イラスト

「インターネットの基礎知識・正しい使い方」
を，爆笑マンガで紹介。マンガを楽しみなが
ら大事なポイントを理解していく構成なの
で，「できること」「やってはいけないこと」「ト
ラブル対策」がよくわかる！
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-05327-1

初版発行2019年4月

大人になってこまらない
マンガで身につく　正しい姿勢で元気な体
野井真吾　監修／大野直人　マンガ・イラスト

ぐにゃっと曲がった姿勢を正し，毎日を元気
にすごす方法を，爆笑必至のマンガで紹介。
姿勢が悪いことで起こる体の不調や，正しい
姿勢をとるコツなどをやさしく解説。元気度
をはかる記憶ゲームなど，楽しい要素もたっ
ぷり。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-05328-8

初版発行2020年6月

大人になってこまらない
マンガで身につく　税金のちしき
泉　美智子　監修／大野直人　マンガ・イラスト

税金の基礎知識を爆笑マンガで紹介。なぜ税
金が必要なのか，税金は何に使われているの
かなどを楽しく学ぶことで，日本のしくみを
知ることができる。監修は『今さら聞けない
お金の超基本』が人気の泉美智子。

NEW

▲自分コントロール
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大人が読んでもためになる実用書や図鑑がいっぱい！
読書が苦手な子でも手に取りやすいよう，イラストを豊富に掲載し，楽しく学習できます。

中学年向け実用書・図鑑

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-05360-8
初版発行2020年11月

なぜ？ どうして？ 子どもと大人の疑問に答える
新型コロナウイルス ハンドブック
岡田晴恵　著／ dokukinoko　絵

新型コロナウイルスの感染のしくみと予防に
ついて，感染症・公衆衛生学専門家の著者が，
子どもにもわかる言葉でやさしく解説。親子
で学校で話し合う必読書！　小学生にもしっ
かりわかり，予防の習慣が身につきます。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-07393-4

初版発行2017年9月

子どものぎもん事典 
こんなとき、どうする？
諸富祥彦・今泉忠明・国崎信江　監修

子どもが「困った状況」に陥った時，どのよ
うに考え，どのように対応したらよいかを，
各分野の専門家が回答する一冊。家族や友だ
ちとの関係，自然との付き合い方，防災・防
犯などについて，イラストと文章で解説する。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-07457-3

初版発行2020年8月

へんななまえのもの事典
グラフィオ　編著／さがわゆめこ　絵

奇妙でおもしろい動植物名などを，名づけの
おもしろさに雑学をまじえて解説。「生き物」

「植物」「地名や人名，物事」の３章で構成。
あきらかに変な名前から，じつはおかしな名
前まで，さまざまな発見を楽しめる一冊。

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-01854-6

初版発行1993年7月

まんが百人一首なんでも事典
桑原博史　監修／堀江　卓　絵

この一冊で，百人一首がなんでもわかりま
す！大きなイラストとわかりやすいまんが
で，歌の意味を楽しく覚えよう。ものしりコ
ラムや，「上の句」「下の句」「作者名」の三種
類のさくいんは，とっても便利!!

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-01880-5

初版発行1996年3月

まんがことわざなんでも事典
江川　清　監修／内田玉男　絵

ことわざってなんだろう？　ことわざの由来か
ら上手な使い方まで解説。「けがの功名」「住め
ば都」など，わかりそうでわからないことわざも
いっぱい。だじゃれのことわざ，動物が出てく
ることわざのコラムものっています。

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-07324-8

初版発行2015年7月

ハンディ版 妖怪大図鑑
グラフィオ　編

小豆洗い，海坊主，河童，座敷童などの有名
な妖怪を，迫力あるイメージ画で紹介します。
それぞれの妖怪の姿や性質，出現場所などを
くわしく解説し，その魅力に迫ります。五十
音順に掲載。怖い話が満載の楽しい図鑑。

定価1,650円（税込）
ISBN978-4-323-07410-8

初版発行2018年2月

楽しくおぼえちゃおう！ 
ことわざモンスター図鑑
WILLこども知育研究所　編著　
村田桃香　絵
101のことわざモンスターを紹介しながら，
ことわざ・慣用句・故事成語を楽しく解説す
る図鑑。ゆかいなモンスター，気のいいモン
スター，ちょっとこまったモンスターなどが
登場し，大いに笑いながら学習できます。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,650円（税込）
ISBN978-4-323-07433-7
初版発行2018年12月

ビジュアル宝石キャラクター図鑑
松原　聰　監修

輝きと色で魅せる地球の宝，そしていつの時
代も人々を魅了してきた宝石を，キャラク
ター化して楽しく学びます。特徴や用途の他，
その背景にある物語や逸話，宝石言葉や宝石
占いも掲載。結晶や硬度，比重についても解
説しています。

NEW

NEW

▲新型コロナウイルス ハンドブック
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定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-07333-0

初版発行2015年7月

かわいくかけちゃう！
カンタン まんがレッスンBOOK
日本マンガ塾　監修
まんがの描き方をかわいく，楽しく，分かり
やすく解説。１章では人物や動物などの「イ
ラストの描き方」，２章では背景の描き方や
コマ割り，ストーリーの作り方といった「ま
んがの作り方」を紹介しています。

定価770円（税込）
ISBN978-4-323-05361-5

初版発行2014年6月

ハピ♥かわガール 超かんたん
キラキラ イラスト
ハッピーガールズ委員会　編
人物，食べ物，ファッションアイテムや，お
もしろキャラ，マンガ風キャラなど，かんた
んにまねできて，イラストが上手になるコツ
が満載！

定価770円（税込）
ISBN978-4-323-05362-2

初版発行2014年6月

ハピ♥かわガール 超かんたん
キラキラ デコ文字
ハッピーガールズ委員会　編
基本のひらがな，カタカナ，アルファベット
などの文字にイラストを組み合わせて，気持
ちを伝えるアイデアをわかりやすく紹介しま
す。

定価770円（税込）
ISBN978-4-323-05363-9

初版発行2014年8月

ハピ♥かわガール 超かんたん
キラキラ プロフ帳 ＆ デコレター

ハッピーガールズ委員会　編
プロフ帳や手紙，交換日記などに使えるデコ
技がマスターできます。

定価880円（税込）
ISBN978-4-323-05364-6
初版発行2015年12月

ハピ♥かわガール 超かんたん
キラキラ ノート
ハッピーガールズ委員会　編
ノートのとり方のコツを教科別で紹介。調べ
学習のまとめ方，交換日記などの遊びノート
の書き方，スクラップブックの作り方なども
マスターできて，ノートの達人に！

ワン・ステップ　編
B6判／各128P

子どもが大好きななぞなぞが，まんがのイラストといっ
しょに楽しめます。ひとりで楽しむのはもちろん，友だ
ち同士や学校の行事でも活躍することまちがいなし。見
て読んで考えて楽しめるシリーズです。

ハンディ版 先生ビックリ めざせ！ 学校なぞなぞキング

定価770円（税込）
ISBN978-4-323-04151-3

初版発行2011年7月

ウワサの学校なぞなぞ
本條里美　絵

国語や算数などの教科のなぞなぞをはじめ，
学校にあるものなど，まるごと一冊学校のな
ぞなぞを掲載。めいろやまちがいさがし，文
字を並べかえてことばをつくる問題など，バ
ラエティに富んだ楽しい問題がいっぱいで
す。

定価770円（税込）
ISBN978-4-323-04152-0

初版発行2011年7月

ビックリめいろ・パズルなぞなぞ
本條里美　絵

文字を見つけるパズルや，クロスワードパズ
ル，図形パズル，めいろなど，発想力を養う
頭脳問題をまとめて巻頭に掲載。ほかにも，
文字を並べかえてことばをつくる問題など，
楽しくといていけるなぞなぞが満載です。

定価770円（税込）
ISBN978-4-323-04153-7

初版発行2011年7月

ギャグ連発だじゃれなぞなぞ
川下　隆　絵

大人気のだじゃれなぞなぞを，巻頭にたっぷ
り掲載。面白くて思わず笑ってしまうだじゃ
れが，いっぱいつまっています。友だち同士
で問題を出しあったり，学級会や誕生会など
でも，もりあがることまちがいなしです。

定価770円（税込）
ISBN978-4-323-04154-4

初版発行2012年5月

ドッキリ暗号・あるなしなぞなぞ
大井知美　絵

子どもたちは，みんななぞなぞが大好きです。
ひとりで解いても，みんなで解いても楽しい
ものです。暗号なぞなぞや，あるなしなぞな
ぞなど，とびっきりおもしろいなぞなぞが満
載で，推理力や発想力もやしなえます。

▲カンタン まんがレッスンBOOK
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齋藤　孝　著／深蔵　絵
21×19cm ／各80P

難しいことをやさしく深く，子どもがアクティブにかか
わりながら覚えられるメソッドで「日本」を伝えるシリー
ズ。マンガや声に出すコーナーなどで，多彩に日本の精
神と言葉を結びつけていきます。

齋藤孝のこれだけは覚えておきたい日本のこと

定価1,650円（税込）
ISBN978-4-323-05881-8

初版発行2018年5月

齋藤孝の覚えておきたい
日本の行事

お正月，節分，桃の節句，端午の節句…古く
から伝わる行事には，日本人が大切にしてき
た心や言葉がたくさん詰まっている。21世紀
生まれの子供たちに，今こそ伝えたい日本の
これだけは！を，齋藤孝がわかりやすく解説。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,650円（税込）
ISBN978-4-323-05882-5

初版発行2018年9月

齋藤孝の覚えておきたい
日本人

歴史に名を残す偉人たち。文学，教育・医療，
社会・政治，芸能，芸術に分け，後世への影
響力，偉業を成し遂げるきっかけやターニン
グポイントのインパクトで齋藤先生が選び出
した29名の日本人を紹介。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,650円（税込）
ISBN978-4-323-05883-2

初版発行2019年3月

齋藤孝の覚えておきたい
日本語のうんちく

言葉をグループ化し，歌，俳句，和歌，慣用
句など，さまざまな言葉を印象づけてボキャ
ブラリーを増やし，言葉を使う力をつけてい
きます。日本語のうんちくを楽しみながら，
日本と日本語の持つ豊かで繊細な感覚に気付
ける感性を培う一冊。
◆全国学校図書館協議会選定

▲日本の行事

中
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深谷圭助　監修
A5判／各144P

ことわざ・慣用句・四字熟語・故事成語をイメージ豊か
なイラストと楽しいマンガで紹介するシリーズ。ぜひ
知っておきたい言葉を各巻に130点収録。監修はふせん
を活用した「辞書引き学習法」で有名な深谷圭助先生。

深谷圭助先生の まんが国語事典

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-05861-0

初版発行2020年2月

まんがことわざ事典

縁の下の力持ち／聞くは一時の恥，聞かぬは
一生の恥／好きこそ物の上手なれ／ちりも積
もれば山となる／情けは人のためならず／骨
折り損のくたびれもうけ／三つ子の魂百まで
／弱り目にたたり目／笑う門には福きたる 
他
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-05862-7

初版発行2020年3月

まんが慣用句事典

一石を投じる／お茶をにごす／気の置けない
／釘を刺す／敷居が高い／雀の涙／つむじを
曲げる／どこ吹く風／二の足を踏む／喉から
手が出る／鼻を突く／火に油を注ぐ／未曾有
／耳を疑う／焼け石に水／輪をかける 他
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-05863-4

初版発行2020年3月

まんが四字熟語事典

一日千秋／栄枯盛衰／我田引水／空前絶後／
自業自得／晴耕雨読／大義名分／東奔西走／
二束三文／日進月歩／美辞麗句／粉骨砕身／
無我夢中／問答無用／油断大敵／用意周到／
理路整然／老若男女／和洋折衷 他
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-05864-1

初版発行2020年3月

まんが故事成語事典

言うは易く行うは難し／窮鼠猫をかむ／推敲
／備えあれば憂いなし／虎の威を借る狐／似
て非なるもの／覆水盆に返らず／右に出る者
がいない／羊頭をかけて狗肉を売る／李下に
冠を正さず／禍を転じて福となす 他
◆全国学校図書館協議会選定

▲まんがことわざ事典
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日本将棋連盟　監修／川北亮司　著
A5判／各144P

初心者にもよくわかる解説，大きくて見やすい盤面，豊
富な図解と写真，楽しいイラストで，将棋のルール，基
本，戦法を楽しくマスターできます。将棋入門書シリー
ズの決定版！

強くなる！ 超カンタン将棋入門 将棋のルール 完全マスター

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-05021-8

初版発行1999年6月

将棋のルール 完全マスター 
楽しくおぼえる入門編

将棋を全くしらない人も，この一冊ですぐに
遊べるようになります。駒の並べ方，動かし
方，勝ち負けの決め方など，将棋のルールを
完全マスターできます。はじめて将棋を目指
す人向き，10 〜７級クラス。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本図書館協会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-05022-5

初版発行1999年6月

将棋の基本 完全マスター 
勝つためのテクニック

将棋のルールは知っているけれど，実際にど
う指せばよいのかわからない人は勝ち方のコ
ツをこの一冊で完全マスター。玉の囲い方，
基本手筋，楽しくて役に立つ情報満載の「将
棋新聞」など。６〜４級クラス。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本図書館協会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-05023-2

初版発行1999年6月

将棋の戦法 完全マスター 
実力アップのテクニック

いろいろな戦法を具体的に解説しています。
駒落ち将棋の指し方，振り飛車，居飛車，棒銀，
穴熊などの戦法を完全マスター。初段にチャ
レンジする「棋力認定テスト」も掲載。実践
で勝ちたい人向き，３〜１級クラス。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本図書館協会選定

▲将棋のルール 完全マスター
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上質な日本文学や翻訳作品，厳選された言葉で紡いだエッセーや，心をうごかされるノンフィクショ
ン作品など，子どもも大人も楽しめる多彩なジャンルの作品をそろえました。
家族で語り合うことで，読書の幅がさらに豊かに広がります。

高学年以上読み物

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-07466-5
初版発行2020年11月

チェリーシュリンプ　
わたしは、わたし
ファン・ヨンミ　作／吉原育子　訳
げみ　装画
学校の課題がきっかけで，仲よしグループか
ら仲間外れにされるダヒョン。友人関係を見
つめなおし，「わたしは，わたし」という思
いを強めていく。韓国の中学生の日常，心情
を鮮やかに描いた，すべての10代へのエール。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-06331-7
初版発行2011年12月

心の森
小手鞠るい　作／酒井駒子　装画

アメリカの小学校に転校した少年は，森で不
思議な少女に出会う。少女は何も話さないが，
森の動物とふれ合いながら，少女の優しさに
ひかれるようになる。楽しい日々，そして，
別れ。少年の成長をみずみずしく描いた物語。
◆第58回青少年読書感想文全国コンクール課題図書
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定
◆日本図書館協会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-06337-9

初版発行2016年9月

いつも心の中に
小手鞠るい　作／丹地陽子　装画

幸せな日々を過ごしていた少女は，父の急死
で，悲しみのあまり学校に行けなくなり，夏
休みの間，アメリカの伯母のもとへ。動物た
ちの救済をしながら家族の絆に気づき，生き
る希望を抱くようになる。魂の再生の物語。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-06332-4

初版発行2011年9月

教室 消えない虹

真田コジマ　作／スカイエマ　画

両親からの過度な期待，離婚，コンプレック
ス，それぞれどんな悩みを抱いているかは，
クラスメイトであっても知ることはない。五
年二組という社会で生きる子どもたちの心の
成長と，絆を描いた物語。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-06336-2

初版発行2014年9月

風船教室
吉野万理子　作／げみ　画

小学六年生の時生（ときお）が転校したの
は，児童全員が風船を持たされる不思議な小
学校。ある日，時生は気づく。自分の風船が
動き回っていることを。不思議な風船の調査
をきっかけに動き出す，友情や家族のきずな
を描いた物語。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定
◆日本図書館協会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-06330-0
初版発行2010年12月

こども電車
岡田　潤　作・挿画

心に深い傷を負ったり，自分に嘘をついて心
に影を落としている子どもは乗ることができ
ないこども電車。小学５年生の斉藤慧が，ク
ラスメートの心の傷を癒していくハートフル
ファンタジー。
◆第57回青少年読書感想文全国コンクール課題図書
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-07334-7

初版発行2015年8月

めだかの王様
岡田　潤　作・画

小さい時は仲の良かった健斗と結衣の兄妹。
健斗はだんだん結衣を相手にしなくなり，冷
たい態度をとるようになっていた。メダカの
鉢が来た日，結衣は忘れていたある物語を思
い出す。やがて兄妹も周囲の人々も，まるで
その物語になぞらえるように少しずつ変わり
始める。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-07398-9

初版発行2017年8月

幽霊ランナー
岡田　潤　作　
マテウシュ・ウルバノヴィチ　装画
マラソン大会を３年連続棄権し幽霊ランナー
と呼ばれている優はある日から走法が変わ
る。そのコーチとは？　ベストセラー『こど
も電車』の著者が，少年の成長を爽やかに描
く。「君の名は。」のスタッフが装画を担当。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-07431-3
初版発行2018年11月

クローンドッグ
今西乃子　作

友達もなくいじめられている航（わたる）の
支えは，人から虐待され後ろ足をなくした飼
い犬の希（のぞみ）だけ。希の存在が大きく
なるほど，足のある姿を見たいと切望する航
は，元の生き物とそっくりに蘇らせるクロー
ンという技術があることを知る。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-07241-8
初版発行2011年12月

さくら 原発被災地にのこされた犬たち

馬場国敏　作／江頭路子　絵

福島原発の避難地域に住むひとみちゃん一
家。２，３日で家に戻れるつもりで始まった
避難生活は長期におよび，取りのこされた愛
犬さくらの過酷な日々が始まる。実際に動物
救護活動を行う獣医師の体験を元に作った物
語。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定
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定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-07371-2

初版発行2016年9月

学校犬バディが教えてくれたこと
吉田太郎　著

立教女学院小学校で，11年10か月にわたり，
子どもたちと生活をともにしてきた学校犬の
バディ。いつもそばで見守ってきた著者が，
バディと関わるなかで学んだことを，やさし
い言葉とエピソードで伝えます。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-07322-4

初版発行2015年8月

夢見る犬たち 五番犬舎の奇跡
クリフ・マクニッシュ　作
浜田かつこ　訳／竹脇麻衣　装画・本文カット

“ハッピー・ポーズ”には，保護された動物
がたくさんいる。五番犬舎のラルフと仲間た
ちは，ささやかな夢を見ながら穏やかに過ご
していたが，あるとき，殺処分される危機 
に！　犬たちにおとずれた小さな奇跡の物
語。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-07432-0
初版発行2018年11月

ミラクル
シヴォーン・パーキンソン　作
浜田かつこ　訳／米田絵理　装画
ミランダには，悩みがあった。病気をもつ姉
のジェンマに両親がかかりきりで，いつも蚊
帳の外におかれているのだ。家族への不満や，
姉の病気の状態への不安から逃れるように，
ミランダは空想の国の地図作りを始める。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,100円（税込）
ISBN978-4-323-06053-8

初版発行2015年7月

おねがい♡恋神さま　裏女子会のスパイ!?
次良丸　忍　作／うっけ　画

ユメは同じクラスのエビタと仲よくなった。
エビタが撮った綺麗な天体写真を見て興味が
わいたのだ。だが，クラスの裏女子会の話
が男子にもれて，ユメに疑いがかけられる
……。真犯人は誰？　そして，ユメの運命の
人は誰!?
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,100円（税込）
ISBN978-4-323-06055-2

初版発行2016年8月

おねがい♡恋神さま　運命の人はアイツ!?
次良丸　忍　作／うっけ　画

ユメのおばあちゃんのお店にたい焼きを買い
に来たジン。ユメと話していると，ジンのバッ
グからお守りが落ちた。だが，ジンはお守り
をユメに見せたまま，うっかり忘れて帰って
しまう。その結果，大変なことになるのだが
…。
◆日本子どもの本研究会選定

定価1,100円（税込）
ISBN978-4-323-06054-5

初版発行2016年2月

おねがい♡恋神さま　オーディションでライバル対決
次良丸　忍　作／うっけ　画

みかど亭のオージは放映中のテレビＣＭで大
人気。次回のＣＭは出演する女の子をオー
ディションで選ぶ。スイーツ発表会に美少
女，墨乃が登場して，オーディション出場を
宣言。会場は騒然となるが，ビショーも受け
て立つ！
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-06314-0
初版発行2001年12月

カナリーズ・ソング
ジェニファー・アームストロング　作
金原瑞人・石田文子　訳／朝倉めぐみ　画
見渡す限りの大草原。そこはスージーの大好
きな場所。しかし，スージーのママはその暮
らしになじめずふさぎこんでいた。どうした
らママを元気づけられるのか…。新たな一歩
を踏み出すことの素晴らしさを描く感動作。
◆第48回青少年読書感想文全国コンクール課題図書◆全国学校図書館
協議会選定◆全国学校図書館協議会基本図書◆日本子どもの本研究会
選定◆日本図書館協会選定◆厚生労働省社会保障審議会推薦

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-06326-3
初版発行2008年12月

ドリーム・ギバー 夢紡ぐ精霊たち
ロイス・ローリー　作
西川美樹　訳／酒井駒子　装画
人間に夢を授けるドリームギバー。新人ド
リームギバーのリトレストは，親からの虐待
で心に傷を負った少年と出会い，幸福な夢を
贈ろうと懸命に記憶のかけらを集める。精霊
の目を通して人が生きる意味，幸福とは何か
を描く。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定
◆日本図書館協会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-07011-7
初版発行1999年11月

スウィート・メモリーズ
ナタリー・キンシー＝ワーノック　作
金原瑞人　訳／ささめやゆき　画
ひっこみ思案の女の子シェルビーは，たん
じょう日におばあちゃんから旧式のカメラを
もらった。カメラは２人の絆を強めていくが，
ある日，おばあちゃんは火事ですべて失って
しまう。元気づけたいシェルビーは…。
◆第46回青少年読書感想文全国コンクール課題図書◆全国学校図書館
協議会選定◆全国学校図書館協議会基本図書◆日本子どもの本研究会
選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-06334-8
初版発行2012年12月

魔法がくれた時間
トビー・フォワード　作
浜田かつこ　訳／ナカムラユキ　装画
最期の時を迎えようとしていたおじいちゃん
の為，孫娘ファニーは若返りの薬を入手。ど
んどん若く元気になるおじいちゃんとファ
ニーは楽しい時を過ごしながら，知らず知ら
ず死を受け入れる準備をするのだった。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-01749-5
初版発行1993年12月

夜明けへの道
岡本文良　作／こさかしげる　画

現在もカースト制度という厳しい身分差別の
残るインド。ビーム・アンベードカルはしい
たげられた人々を救うために立ち上がった。
しかし，志なかばにして永眠してしまった彼
の心を継いだのは，一人の日本人僧侶だった。
◆第40回青少年読書感想文全国コンクール課題図書◆全国学校図書館
協議会選定◆全国学校図書館協議会基本図書◆日本子どもの本研究会
選定

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-00542-3

初版発行1970年2月

あの日の空は青かった
野長瀬正夫　作／依光　隆　画

著者は日本叙情派の第一人者。少年時代から
詩を書きはじめて50年。「だれにもわかる言
葉でだれにもわかる詩を」と提唱する著者が，
特に少年少女のために書いた珠玉の40編。み
ずみずしい叙情をたたえた現代の絶唱。
◆全国学校図書館協議会選定◆全国学校図書館協議会基本図書
◆日本子どもの本研究会選定◆厚生省中央児童福祉審議会推薦
◆第17回産経児童出版文化賞受賞
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定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-00599-7

初版発行1972年9月

未来をひらく君たちへ
池田大作　作／東山魁夷　装幀
依光　隆　画
少年少女に「未来からの使者」として絶大な
期待をよせる著者が，友情や人生などについ
て，少年たちの問いに答えるかたちで，明日
への指針を示した書。

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-01223-0

初版発行1987年4月

太平洋にかける虹
池田大作　作／谷　俊彦　画

光湖のクラスに中国人の転校生，玉蓮さんが
やってきた。けん太にいじめられる玉蓮さん
を見て，何も言えない光湖は心を痛める……。
青い目の人形に助けられながら，真の勇気と
友情にめざめていく少女の物語。

定価1,100円（税込）
ISBN978-4-323-07121-3

初版発行2008年9月

平和への道 池田大作物語

前原政之　著

病弱だった幼年時代，おそろしい戦争を体験
した少年時代を経て，生涯の師と運命的に出
会う。さまざまな困難を乗りこえ，平和への
道を切り開いてきた池田大作創価学会名誉会
長の半生をやさしく描いた待望の物語。

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-07012-4

初版発行2000年2月

新版 ガラスのうさぎ
高木敏子　作／武部本一郎　画

刊行して以来，たくさんの人びとに読まれて
きた「ガラスのうさぎ」を，戦争を知らない
世代の親や子どもたちに向けて，わかりやす
く読みやすく編集しました。戦争の悲惨さと
平和の尊さを，改めて次世代に訴える一冊。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定
◆日本図書館協会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-00456-3

初版発行1984年7月

めぐりあい ガラスのうさぎと私

高木敏子　作／高畠　純　画

母が子に語る戦争体験『ガラスのうさぎ』の
著者が，７年をかけて書きためたエッセイ集。
その後の日常生活や，さまざまな人たちとの
触れあいをこまやかに綴る。人として大切な
ものを示唆してくれる一冊。
◆全国学校図書館協議会選定

定価4,290円（税込）
ISBN978-4-323-07144-2

初版発行2009年2月

『ガラスのうさぎ』：未来への伝言
平和の語り部 高木敏子の軌跡 DVD付
笠原良郎　編著
世界中で読まれているロングセラー『ガラス
のうさぎ』の著者・高木敏子の軌跡をビジュ
アルにまとめた１冊。戦争で両親と二人の妹
を失った少女は，戦後60余年を経た今も，病
魔と戦いながら，平和の尊さを訴え続けてい
る。

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-01876-8

初版発行1995年9月

杉原千畝物語 命のビザをありがとう

杉原幸子・杉原弘樹　著

第二次大戦中，ナチスドイツの迫害から逃れ
るユダヤ人を救うために，6,000枚もの“命の
ビザ”を発行したリトアニア領事代理，杉原
千畝。国の命令にそむき，心の命令にしたがっ
た一人の外交官の生涯。
◆全国学校図書館協議会選定◆全国学校図書館協議会基本図書
◆日本子どもの本研究会選定◆日本図書館協会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-07320-0

初版発行2015年4月

渋谷ギャル店員
ひとりではじめたアフリカボランティア
栗山さやか　著
ギャル店員が渋谷から飛び出し，世界へ。約
60か国を旅し，たどりついたアフリカで，著
者は目を背けたくなるような現実に直面。貧
困や病気で苦しむ人が頼れる場所を作るため
にＮＰＯを設立し，奮闘する日々を綴る。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-06096-5

初版発行2019年9月

風を切って走りたい！
夢をかなえるバリアフリー自転車

高橋うらら　著

40年間，体の不自由な人たちのために自転車
を2600台以上手作りしてきた堀田健一さん。
物作りが大好きだった少年時代から，さまざ
まな苦難を乗り越えて，人のために尽くして
きた軌跡を描いた感動のノンフィクション。
◆第66回青少年読書感想文全国コンクール課題図書
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-07282-1
初版発行2013年11月

武器より一冊の本をください 少女マララ・ユスフザイの祈り
ヴィヴィアナ・マッツァ　著
横山千里　訳
タリバン支配下にあるパキスタン。女性への教
育の必要性や平和への願いを訴えたがために，
わずか15歳のマララ・ユスフザイはタリバンの
標的にされ，頭部に銃撃を受ける。奇跡の回復
を遂げた彼女は国連で教育の重要性をスピーチ
し，最も若いノーベル平和賞の候補者になった。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-07459-7

初版発行2020年4月

グレタ・トゥーンベリ
ヴィヴィアナ・マッツァ　著
赤塚きょう子　訳
地球温暖化に対して行動を起こし，世界中の
注目を集めるグレタ・トゥーンベリ。彼女の
等身大の人物像やその活動とともに，地球が
直面している気候変動にまつわるさまざまな
課題について理解を深められる一冊。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-07332-3

初版発行2015年7月

すしのひみつ
日比野光敏　著

1200年以上昔の東南アジアで生まれ，変貌と
改革を重ねてきたすし。日本に来た当初ドロ
ドロだったすしを今の形にしたのは「一刻も
早く食べたい」という庶民の欲求だった。す
しの辿ってきた歴史と秘密をすし博士が楽し
くひもといていく。
◆全国学校図書館協議会選定

高
学
年
～



97

NHK Eテレ「昔話法廷」制作班　編
イマセン　法律監修／伊野孝行　挿画

四六判／119P ～127P

NHK Eテレの番組を完全小説化。昔話を題材にした楽し
い法教育で論理的思考を培うトレーニングにも。番組同
様判決は出ませんが判決を考えるヒントに評議シーンを
オリジナルで追加しました。

昔話法廷シリーズ

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-07365-1

初版発行2016年8月

昔話法廷
今井雅子　原作

三匹のこぶたは殺人罪か正当防衛で無罪か？　
カチカチ山のウサギに執行猶予は？　王妃は
有罪か無罪か？　おなじみの昔話の登場人物
が現代の法廷で裁かれる。裁判員制度を考え
る話題のNHK Ｅテレの番組を小説化。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-07399-6

初版発行2017年9月

昔話法廷 Season2
オカモト國ヒコ　原作

「アリとキリギリス」のアリは保護責任者遺
棄致死罪で有罪か無罪か？　「舌切りすず
め」のすずめは殺人未遂罪で有罪か無罪か？　

「浦島太郎」の乙姫を実刑にするか執行猶予を
認めるか？　あのフシギな裁判がまた始まる！
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-07421-4

初版発行2018年6月

昔話法廷 Season3
坂口理子　原作

魔女を殺して金貨を奪ったヘンゼルとグレー
テルは強盗殺人罪か，殺害は正当防衛で単な
る窃盗罪か？ 母と幼い子ガニを殺害し８年
間逃亡を続けた猿を死刑にするか，しない
か？ 裁判員の苦悩の評議が続く。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-07448-1

初版発行2019年9月

昔話法廷 Season4
坂口理子　原作

盗賊の家で財産を奪った罪に問われているロ
バを執行猶予にするかを問う「ブレーメンの
音楽隊」裁判，心神喪失者の行為は罰しない
とする刑法第39条により赤ずきんを無罪にす
るか否かを問う「赤ずきん」裁判を収載。
◆全国学校図書館協議会選定

西村友里　作／松嶌舞夢　画
四六判／192P ～224P

父親が失踪し，占い屋敷で下宿することになった小学5
年生の真生（まお）は，そこで自分を包む家族の秘密を
知る。家族の問題をとおして，ひとまわり成長する主人
公の姿と，家族の絆を丁寧に描いた物語。

占い屋敷シリーズ

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-07315-6
初版発行2014年12月

占い屋敷の夏休み

小学５年生の真生（まお）は，父親と２人暮
らし。しかし，ある日突然父親がいなくなっ
てしまう。真生は，当たると評判の占い屋敷
で下宿することになった。占い師たちと暮ら
す中で，真生は自分を包んでいた家族の秘密
を知る。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-07384-2

初版発行2017年5月

占い屋敷のプラネタリウム

父親とふたり暮らしの真生（まお）。ある日，
父から再婚話を切り出される。最初は複雑な
気持ちを抱えていた真生だったが，占い屋敷
で過ごしていく中で，新しい家族の形を受け
入れていく。成長と絆の物語。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-07418-4

初版発行2018年5月

占い屋敷と消えた夢ノート

授業の宿題で，将来の夢について作文を書く
ことになった真生（まお）。友だちはみんな
夢をもっているが，真生には何も思いつかな
い。そんなとき，占い屋敷に平三郎と名乗る
おじいさんが訪ねてくる。
◆全国学校図書館協議会選定

▲占い屋敷の夏休み
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四六判・B6判／185P ～303P
刊行当初から大きな反響を起こし，現在もたくさんの支
持を集めながらロングセラーとして話題を呼んでいるシ
リーズ。児童書の枠を超え，子どもたちが「大人に読ま
せたい本」とすすめています。

青木和雄・吉富多美 心の処方箋シリーズ

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-02527-8
初版発行1997年12月

ハッピーバースデー　命かがやく瞬
と

間
き

青木和雄・吉富多美　作／加藤美紀　画

多忙でアダルトチルドレンの母の一言から，
言葉を失ったあすか。自分は生まれてこない
方がよかったとまで考えたあすかが，祖父母
の愛や友の死を経て，自分自身に「ハッピー
バースデー」といえるようになるまで。
◆第44回青少年読書感想文全国コンクール課題図書◆全国学校図書館
協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-07056-8

初版発行2005年4月

文芸書版　ハッピーバースデー
青木和雄・吉富多美　作

母親からの精神的虐待で声を失う少女・あす
かの物語「ハッピーバースデー」。文芸書版は，
母・静代が娘を愛せない理由を丹念に追い，静
代のバックストーリーが明かされていきま
す。心の闇を暴く新たなる人物の登場によっ
て静代はどう変わっていくのか。原作とはま
た違う涙を誘う感動作です！
◆全国学校図書館協議会選定◆日本図書館協会選定

定価660円（税込）
ISBN978-4-323-07066-7
初版発行2005年12月

コミック　ハッピーバースデー上
青木和雄・吉富多美　原作
オ・スギル　画
母親からの衝撃的な一言で，声を失ってし
まった少女あすか。心の傷を癒すため祖父母
の元に身を寄せたあすかは，そこで母親の秘
密を知ることに。感涙のベストセラー，つい
にコミック化！
◆全国学校図書館協議会選定

定価660円（税込）
ISBN978-4-323-07067-4

初版発行2006年1月

コミック　ハッピーバースデー下
青木和雄・吉富多美　原作
オ・スギル　画
祖父母の愛と自然の力で，生きる力と声を取
り戻し，生まれ変わったあすか。母との関係
は修復できるのか？感動は涙のラストシーン
へ…。コミック完結編！
◆全国学校図書館協議会選定

▲ハッピーバースデー 命かがやく瞬間
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定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-02522-3
初版発行1996年12月

ハートボイス　いつか翔
と

べる日

青木和雄・吉富多美　作／水野ぷりん　画

小学校１年生のとき，不登校になってしまっ
たぼく。でもぼくのまわりには，もっと深い
やみを抱えている人たちがいた。いじめ，差
別，受験……。教育カウンセラーの著者がお
くる，ホントの子どものハートボイス。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-02530-8
初版発行1999年12月

ハードル　真実と勇気の間
はざま

で

青木和雄・吉富多美　作／木村直代　画

容姿成績抜群でバスケ部のエース有沢麗音
が，転校した学校の非常階段から転落。事件か
事故か!?　麗音の仲間は大人が隠そうとする
真実と，自らの勇気の間で迷いながらも立ち上
がる。麗音の信念と，自分たちの正義を守るた
めに。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-06321-8
初版発行2004年12月

ハードル２
青木和雄・吉富多美　作／四分一節子　画

いじめが元で生死の境をさまよい，生きる力を
失くした有沢麗音。失意の彼の前に虐待を受け
る少女・詩音が現れる。小さく弱き人々の叫び
に直面し，再び「生きていく」実感を掴んでい
く麗音の姿を描くベストセラー続編。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-06328-7

初版発行2009年9月

ハードル３
吉富多美　作／四分一節子　画

中学３年生になった麗音は，退院以来初の登
校日をむかえていた。いじめ事件以来バス
ケットを再開できないでいたが，たくさんの
人たちが麗音を陰ながら応援してくれていた
ことを知り，再びコートに立つことを決意す
る。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-06333-1
初版発行2011年12月

トモダチックリの守
も

り人
びと

 希望をかなえる実

吉富多美　作／長田恵子　装画・挿画

北原タケルは何となく毎日を送る四年生。い
じめがあろうが隣の席のジュンヤが休もうが
自分には関係ない。しかし母の故郷で不思議
な少女と会い神秘的な森で過ごすうち，見て
聞いて知ろうとすることの大切さを実感す
る。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-06335-5
初版発行2013年11月

きっときみに届くと信じて
吉富多美　作

佐奈のＦＭ番組に届いたいじめ予告。ＳＯＳ
だと気付くが何もできないまま，今度は別の
少女から自殺予告が来る。少女たちが発する
ＳＯＳが，いじめにつながっていることに気
付いた佐奈はリスナーたちを動かしていく。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-07082-7

初版発行2007年3月

アナザーヴィーナス
青木和雄　監修／吉富多美

余命わずかと宣告されたスクールカウンセ
ラーの笙子は，自殺を図った生徒・有沙を救
うことに余命を使う決意をする。死を怖れる
笙子と生を怖れる有沙。互いにもたらす光に
よって再び生きる勇気を得ていく姿を描いた
事実を超える衝撃作。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定
◆日本図書館協会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-07124-4

初版発行2008年8月

チェンジング
吉富多美　作

母親を亡くし，いじめを受けている森河大夢
は，愛読書の小説だけを楽しみに，想像の世
界に身を置くことで自分を守っていた。しか
し料理講師の香奈子と偶然知り合い，料理の
世界に触れ，現実の勇気を得ていく。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-07017-9
初版発行2000年11月

HELP!　キレる子どもたちの心の叫び

青木和雄・吉富多美　著

教育カウンセラーの著者が見た，虐待・いじめ・
少年犯罪５例を紹介。名前はすべて仮名だが，
子どもたちの痛みはそのまま。社会問題化する
子どもの心の問題を浮き彫りにする。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本図書館協会選定

▲ハードル2
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A5判／94P ～174P
太古の昔へ，地球のあらゆる所へ，宇宙へ。時間も距離
も自由に行き来できるのがノンフィクションの醍醐味。
最後まで一気に読める文章量，ページ数で，本格的な内
容と読みやすさを追求したシリーズです。

ノンフィクション 知られざる世界

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-06073-6
初版発行1998年11月

最後のトキ　ニッポニア・ニッポン
トキ保護にかけた人びとの記録

国松俊英　著

佐渡トキ保護センターのキンは，日本産最後の
トキ。日本中にいたトキが，なぜ絶滅危機への
道を歩むことになったのか？　トキの歴史と
共に，トキ保護に全てをかける人々の苦労とト
キとの交流を，綿密な取材をもとに描く。
◆第45回青少年読書感想文全国コンクール課題図書◆全国学校図書館
協議会選定◆全国学校図書館協議会基本図書◆日本子どもの本研究会
選定◆日本図書館協会選定◆厚生省中央児童福祉審議会推薦

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-06075-0

初版発行1999年4月

シマが基地になった日
沖縄伊江島二度めの戦争
真鍋和子　著
太平洋戦争終結後，沖縄にもう一つの戦争が
あった。アメリカによる土地取り上げである。
沖縄伊江島で起きた強制立ち退きの事実と，
非暴力を掲げて闘いを続けてきた阿波根昌鴻

（あはごんしょうこう）さんの半生を描く。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定
◆厚生省中央児童福祉審議会推薦◆第47回産経児童出版文化賞

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-06076-7
初版発行1999年12月

大望遠鏡「すばる」誕生物語
星空にかけた夢

小平桂一　著

1999年9月，最新技術を駆使した新世代の巨大
望遠鏡「すばる」の完成式がとりおこなわれ 
た。世界一の性能を誇り，今後は「宇宙の起
源」などの壮大な謎にいどもうとしている。

「すばる」誕生までの軌跡をつづる。
◆全国学校図書館協議会選定◆全国学校図書館協議会基本図書
◆日本子どもの本研究会選定◆日本図書館協会選定
◆第47回産経児童出版文化賞推薦

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-06078-1
初版発行2002年11月

ドッグ・シェルター 
犬と少年たちの再

た び だ ち

出航

今西乃子　著／浜田一男　写真

アメリカの少年院で行われているドッグトレー
ニングを通して，一度は人に捨てられた犬たち
と過ちを犯した少年たちが，再び社会と人間へ
の信頼を回復していく姿を実際に取材し，豊富
な写真と共に追う感動ドキュメント！
◆第49回青少年読書感想文全国コンクール課題図書◆全国学校図書館
協議会選定◆日本子どもの本研究会選定◆日本図書館協会選定
◆厚生労働省社会保障審議会特別推薦◆日本児童文学者協会新人賞

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-06083-5
初版発行2007年12月

犬たちがくれた音
聴導犬誕生物語

高橋うらら　著／ MAYUMI　写真

日本では歴史が浅く数も少ない聴導犬。一頭
でも多く優秀な聴導犬が誕生してほしい，人
にも動物にも優しい社会になってほしい。そ
う願って聴導犬を育てる活動をしている人々
と，その愛にこたえ幸せをくれる犬の物語。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-06084-2
初版発行2009年12月

奇跡のプレイボール
元兵士たちの日米野球

大社　充　著

2007年12月，ハワイで「日米スーパーシニア
親善野球試合」が行われた。選手たちの多く
は太平洋戦争で従軍した経験を持つ。彼らの
複雑な胸中を浮き彫りにしつつ，不可能とも
思われた試合実現までの軌跡を追う。
◆第56回青少年読書感想文全国コンクール課題図書◆全国学校図書館
協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-06085-9

初版発行2009年7月

犬たちをおくる日
この命，灰になるために生まれてきたんじゃない

今西乃子　著／浜田一男　写真

愛媛県動物愛護センター。獣医師の資格を持ち
ながらも犬たちの殺処分に関わらねばならない
職員たち。その葛藤の中で一頭でも多くの命を
救うために日々奮闘する職員の日常を追いなが
ら，命の重さを問う感動ノンフィクション。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定
◆厚生労働省社会保障審議会推薦

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-06087-3
初版発行2011年12月

車いすバスケで夢を駆けろ
元Jリーガー京谷和幸の挑戦

京谷和幸　著

発足したてのＪリーグで活躍した京谷和幸。
しかし交通事故で二度と歩けなくなった彼は
リハビリで出会った車いすバスケでパラリン
ピックを目指す。Ｊリーガーから車いす生活
へ。そして再び夢をつかむまでの半生を追う。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定
◆日本図書館協会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-06088-0
初版発行2011年12月

心のおくりびと　東日本大震災 復元納棺師
思い出が動きだす日

今西乃子　著／浜田一男　写真

復元納棺師・笹原留似子さん。東日本大震災
被災地に入りボランティアで三百体以上のご
遺体を復元した。津波による遺体の損傷はひ
どく，遺族の悲しみをさらに大きくする。笹
原さんの活動を通して生と死，命を考える。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-06089-7

初版発行2015年4月

命を救われた捨て犬　夢之丞
災害救助 泥まみれの一歩
今西乃子　著／浜田一男　写真 
特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン　取材協力
動物愛護センターで殺処分寸前に救い出さ
れ，広島土砂災害で災害救助犬としての第一
歩を踏み出した夢之丞（ゆめのすけ）。夢之
丞を通して過酷な災害救助現場で活躍し注目
される災害救助犬と「命の可能性」を探るノ
ンフィクション。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定
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定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-06090-3
初版発行2015年11月

光を失って心が見えた
全盲先生のメッセージ

新井淑則　著

34歳で全盲になった中学校教師は絶望のどん
底に落ち込むが，家族の励ましや視覚障がい
の高校教師との出会いを経て，ついに教師に
復職。その苦難の道とともに，生徒や若い人
たちへの熱い思いを込めたノンフィクショ
ン。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-06091-0

初版発行2016年4月

よみがえれアイボ
ロボット犬の命をつなげ
今西乃子　著／浜田一男　写真 
株式会社ア・ファン　取材協力
メーカーが修理サービスを終了したロボット
犬アイボ。感情と意思があり家族同様に人と
過ごしてきたアイボにとってそれは死を意味
した。オーナーや技術者達がロボットに魂を
吹き込み，命を繋いでいく様子を追う感動の
ノンフィクション。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-06092-7

初版発行2016年9月

捨て犬たちとめざす明日
今西乃子　著／浜田一男　写真
NPO法人キドックス　取材協力
大学時代に読んだ本の主人公に憧れて渡米し
直接指導を受け，帰国後，不登校やニートの
自立支援施設を立ち上げた女性。その施設で
犬のトレーニングを通じて何とか変わろうと
していく若者たち。本と犬と人。その出会い
がもたらす変化を追うノンフィクション。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-06093-4
初版発行2016年11月

不可能とは、可能性だ
パラリンピック金メダリスト新田佳浩の挑戦

笹井恵里子　著

「事故の責任を感じている祖父に，金メダル
を！」。３歳の時に事故で左手を失ったクロ
スカントリースキー・新田佳浩選手。彼の半
生を，夢をかなえるために大切な「10の言葉」
とともに綴ったノンフィクション。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-06094-1

初版発行2017年9月

光をくれた犬たち 盲導犬の一生
今西乃子　著／浜田一男　写真

未来の盲導犬となる子犬を育てるパピー
ウォーカー，盲導犬訓練士，ユーザーそして
引退犬を支えるボランティア。誕生から引退
まで盲導犬の一生には多くの人がかかわって
いる。人と盲導犬との絆とつながりを追うノ
ンフィクション。
◆日本子どもの本研究会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-06095-8

初版発行2018年8月

赤はな先生に会いたい！
副島賢和　著

少年時代の夢をかなえ小学校教師になった副
島賢和さんは闘病体験を経て，入院している
子どもたちへのケアの大切さに気づき，地道
な努力を重ね，院内学級の先生になった。生
きる勇気を与えてくれるノンフィクション。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-07471-9

初版発行2020年7月

感染爆発
見えざる敵=ウイルスに挑む

デイビッド・ゲッツ　著／西村秀一　訳

1918年，謎のインフルエンザ・パンデミック。
様々な手法でその解明に挑んだ科学者たちの
活躍を描くサイエンス・ミステリー。未知の
ウイルスと闘う科学者たちを追ったノンフィ
クション。
◆全国学校図書館協議会選定

NEW

▲不可能とは，可能性だ
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中村まさみ　著
四六判／232P ～256P

全国の教育現場で「怪談」を用いた道徳の授業を展開中
の著者が贈る怪談短編集。背筋も凍る話から，心温まる
怪談まで，各巻1話5分程度で読み切れる23話以上の短
編を収載。

怪談 ５分間の恐怖

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-08111-3
初版発行2016年12月

また、いる……

坂本んち／はなれない／安いアパート／ニワ
トリ／幽霊が出るんです……／かくれんぼ／
怪奇日食／ファミレス／遠野で出会った子ど
もたち／機械音／あぶらすまし／トイレを囲
む者／イランのヘビ 他，全30話収載。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-08112-0

初版発行2017年1月

集合写真

ガソリンスタンド／財布／海から付いてきた
もの／喫茶店の霊／思い出のトラクター／
ニューヨークの亡霊／ドラム缶／自転車と東
京大空襲／サザエのふた／故人タクシー／ガ
ラガラヘビ／うしろの正面 他，全35話収載。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-08113-7

初版発行2017年2月

人形の家

たたみ／午後四時に見ると死ぬ鏡／出るア
パート／キハ22の怪／フクロウの森／拾った
ソファー／地蔵／事故／虫の声／わしゃわ
しゃ／上から見てる／真冬の海岸／追ってく
る／わたしが心霊スポットへ行かない理由 
他，全33話収載。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-08114-4

初版発行2017年3月

病院裏の葬り塚

通用口／こわれる女／夢と現実／小
シャオツィ

翠／土人
形／接近遭遇／深夜の訪問者／吹雪の中で／
樹海で拾ったもの／小虫の願い／南方戦没者
たちとの夜／妖怪 丸毛／人形に宿る思い／ 
入ってくる……／新三郎の話 他，全35話 
収載。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-08115-1

初版発行2017年3月

見てはいけない本

ツーマンバス／校内放送／戦友／猫喰い／あ
るホテルのできごと／名刺／もらった家／お
念仏／友を思う／幽霊マンション／幽霊の現
れ方／練

レ ン タ カ ー

炭車／ほこり／お化けトンネル／
「びっくりしたんだけど」 他，全35話収載。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-08116-8

初版発行2017年9月

ひとり増えてる…

日傘／いなかの便所／道の先／長い髪／黒い
靴下／ふたりの自分／タンクローリー／真っ
赤な百日紅／憑いてくる彼女／虫の知らせ／
峠のできごと／あの桜で…／防砂林／トヨの
塚／なにかが鳴く 他，全33話収載。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-08117-5
初版発行2017年12月

立入禁止

かね／立入禁止／こだま／隣室／カラス／首
／赤い柱／鳥居の道／服屋の女神／父の遺品
／こたつ／海の霧／床を鳴らす者／ちょんま
げ／空室／かりんとう／仏壇／湖の女／サイ
ン帳／みこし 他，全28話収載。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-08118-2

初版発行2018年2月

マネキン人形

登山者／せんす／ある温泉宿の話／真夜中の
公衆電話／まぼろしの馬／神の島／ついてく
る親子／お守り／冷たい人／離島のクモ／落
とさないで／語る車／神戸のホテル／屋上に
いる／千日前 他，全25話収載。

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-08119-9

初版発行2018年3月

たたられる本

背中の火花／雨の交差点／ふみ切りのよっ
ちゃん／墓地裏の家／ホテルの怪／小さなほ
こら／ヒッチハイカー／お寺の怪談会／同居
人／道に立つ女の子／車への愛／米軍住宅廃
墟／きーたーよ〜 他，全25話収載。

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-08120-5

初版発行2018年3月

霊を呼ぶ本

アパートスタジオ／掛け軸／電話ボックス／
ゲームに映る顔／戦火の記憶／廃屋の少女／
姥捨て山／錫杖の音／菊丸のこと／冷蔵倉庫
／不思議な家／石炭拾い／折り鶴／血の手形
／三線の神様 他，全23話収載。
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定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-08121-2

初版発行2019年1月

つきまとう本

ウシガエル／ガジュマルの木／階段の怪談／
血の出る本／喪服の女／古い旅館と便所おば
け／羽音／特殊清掃人／墓参り／中古パソコ
ン／地下スタジオ／プチップチッ／引越し好
きの男／口先女 他，全33話収載。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-08122-9

初版発行2019年1月

うしろを歩く者

ガザミ／馬の怨念／中古のタンス／民宿の子
／そり遊び／ネズミ／まくらがえし／つぼ／
ホワイト・レディ／ホワイト・レディ２／粗
末の代償／不思議なビスケット／ダム湖のロ
ケ／アルバム／恐怖の時間 他，全35話収載。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-08123-6

初版発行2019年2月

12時05分15秒

見えない男／コロコロコロコロッ／岩山のお
じさん／つり橋／赤い服の女／児童公園／車
上ねらい／甘鯛／ニュージーランドの海で／
幼稚園児／釜鳴り／笑う生首／符号／クラゲ
ノヒダマ／孫の手 他，全34話収載。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-08124-3

初版発行2019年3月

乃木坂の怪談

七夕の晩に／コウモリとコーモリ／のぞき穴
／怪談会でのできごと／お化けが出る！／大
正琴／となりの部屋／ルリジガバチとジョロ
ウグモ／ぼくたちはここに……／毛玉／生き
霊 他，全28話収載。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-08125-0

初版発行2019年3月

封印された本

ふしぎな石／すねこすり／新聞受け／お化け
アパート／怪談本／幽霊じゃない／レッカー
車／ひとりごと／封印された本／部屋風呂／
新谷の家／寄りそう心／古戦場／鉄鼠／かた
まり／いとこの家 他，全24話収載。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-08126-7
初版発行2019年12月

心霊写真は語る

ミニカー／知らぬが仏／お泊まり怪／鉄橋の
家／変な話／地獄の音／カムイ・ラマをおこ
らせた男／帰りたくない家／常識じゃない
か！／ネットオークション／比嘉のおばあ／
特別室／コックリバン 他，全26話収載。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-08127-4

初版発行2020年1月

呪いの人
ひと

形
がた

くらぼっこ／神かくしの沼／気のせいと勘ち
がい／ウカノシェーキ／便所の神様／木目が
こわい／家鳴り／ゴミ屋敷／死神／中村いす
／三十年後の理由／単身赴任／鉄仮面／引き
笑い／履歴書 他，全26話収載。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-08128-1

初版発行2020年3月

幽霊のびんづめ

不吉なおもちゃ／そうぞうしい家／スマイル
／ジャック・オー・ランタン／心霊スポット
を作る実験／片目のダルマ／さよならキュー
ちゃん／動物注意！／えびせん／カーラジオ
／奇妙な人形 他，全29話収載。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-08129-8

初版発行2020年3月

金縛り

さびた階段／安い高級車／ドドンッ！／労災
病院／ＩＣＵ／やっていいこと，悪いこと／
二段ベッド／不自然な赤ん坊／思い出話／終
わらぬ悪夢／火の玉男／水風船／幽霊問答／
８ミリフィルム 他，全29話収載。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-08130-4

初版発行2020年3月

覚めない怖い夢

転ばし様／卒塔婆／首くくりの松／さわがし
い鉄扉／因果応報／五千円のバイク／特殊効
果／解体屋の苦悩／大めいわくな人ちがい／
安下宿／マジムンヌユガタイ（魔物の夜語り）
／大塚のノート 他，全30話収載。
◆全国学校図書館協議会選定

▲心霊写真は語る
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貞次郎　挿絵／カシワイ　装画
四六判／144P ～160P

死後の世界を見た女性，実験によって証明された超能力
…。心霊・超常現象・エイリアンや未確認生物など，世
界でまことしやかにささやかれる不思議な話をもとにし
た，3分で読める短編集シリーズです。

３分でのぞく 不思議・謎・怪奇

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-08201-1

初版発行2020年1月

死後の世界を見た!?
藤田晋一　文

とつぜん異世界とつながった家／墓地の紳士
のひみつ／死んだはずなのに／月の先住民／
息子にせまる老婆／死後の世界を見た!? ／未
確認生物ネッシー／窓の外に現れたのは……
／死体農場 他，全14話収録。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-08202-8

初版発行2020年2月

未確認飛行物体
藤田晋一　文

世界共通の悪夢／超能力の証明／未確認飛行
物体／聖骸布／吸血動物チュパカブラ／家の
中に……／墓地の移転／ホワイトレディ／
ウィッカ／こわい人形／幽体離脱／シャドー
ピープル／ただいま
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-08203-5

初版発行2020年3月

ネッシーはいるのか？
藤田晋一　文

撮影成功／サン・ジェルマン伯爵／モーツァ
ルトの謎／ある看護師の体験／きっとあれは
息子／ネッシーはいるのか？／恐ろしい道具
たち／予知夢／耳の中にアイツ！／しわピエ
ロの都市伝説／無／秘密結社イルミナティ
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-08204-2

初版発行2020年3月

魚の雨が降ってきた
藤田能成　文

呪われた墓／キャンプ場での恐怖体験／魚の
雨が降ってきた／奇妙な失踪事件／臨死体験
者が見た地獄／CIAが利用した超能力者／エ
イリアンと遭遇した人びと／守護霊の声／監
視する者，される者 他，全13話収録。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-08205-9

初版発行2020年3月

ポルターガイスト
船木妙子　文

呪いの車／アルカトラズ刑務所の幽霊／少年
を取りかこむ怪現象／ツタンカーメンの呪い
／ポルターガイスト／ウィジャ盤は知ってい
た／エイリアン VS 牧場主／どうしてここに
／ぐうぜんでしょうか 他，全14話収録。
◆全国学校図書館協議会選定

▲死後の世界を見た⁉
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NHK「オトナヘノベル」制作班　編／げみ　装画
四六判／192P ～232P

10代の子が抱える悩みや不安，知りたい気持ちにトコ
トンこたえるNHK Eテレの番組を書籍化。NHKが取材
で集めた10代の声などをもとに，児童文学作家が練り
上げた小説を，各巻3作品収録。

NHKオトナヘノベル

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-06211-2

初版発行2017年1月

SNS炎上

『切りとられた恋』　長江優子

『見えない炎』　如月かずさ

『炎のループ』　鎌倉ましろ

〔キーワード〕動画投稿によるトラブル，
SNSによるネット炎上，逆炎上
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-06212-9

初版発行2017年1月

ネトゲ中毒

『ハデス・バトラー 〜破滅の女神〜』
『ハデス・バトラー 〜復活の勇者〜』
『ぼくのネット友だち』　鎌倉ましろ

〔キーワード〕ネットゲーム依存，ネット友
だち，ネット詐欺
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-06213-6

初版発行2017年2月

家族コンプレックス

『家庭教師コウの事件簿Ⅰ 彼氏がマザコン!?』　
『家庭教師コウの事件簿Ⅱ 親の敷いたレール』
 長江優子

『いちばん近くて遠い空 〜わたしと兄〜』 
 みうらかれん

〔キーワード〕マザコン，親の過干渉，兄妹
関係
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-06214-3

初版発行2017年2月

リア友トラブル

『トリプル・コネクション』　
『ぼっちレボリューション』　長江優子

『許してもらえない！』　鎌倉ましろ

〔キーワード〕友だちに合わせる，ひとりぼっ
ち，友だちへの謝り方
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-06215-0

初版発行2017年2月

恋愛トラブル・ストーカー

『ウソつきたちのクリスマス』　みうらかれん

『わたしと彼女の好きな人』　長江優子

『運命の恋』　宮下恵茉

〔キーワード〕偽りの恋，三角関係，ストーカー
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-06216-7

初版発行2018年3月

自分コンプレックス

『合わせ鏡のココロ』　みうらかれん

『緊張注意報，発令中！』　
『コミュ障脱皮宣言！』　長江優子

〔キーワード〕コンプレックス，苦手意識

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-06217-4

初版発行2018年2月

SNSトラブル連鎖

『チェーンワールド』　髙橋幹子

『TROUBLE-AⅠ 足りない言葉』
『TROUBLE-AⅡ ゆがんだ鏡』 みうらかれん

〔キーワード〕SNSにかかわる人間関係のト
ラブル

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-06218-1

初版発行2018年3月

仮面シンドローム

『かっこつけて大失敗 見栄っぱりなボクらに愛を』
　長江優子

『トランスフォーム×ハイスクールⅠ 彼女は有罪』
『トランスフォーム×ハイスクールⅡ 彼女の仮面』

陣崎草子

〔キーワード〕見栄，キャラクターの使い分け
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B6判／144P・224P
「占い」とは自分をよく知り，自分を好きになるきっか
けを作るもの。自分の知らない本当の性格をみつけるこ
ともできるかもしれません。友だちとの楽しいコミュニ
ケーションにも役立つシリーズ。

普及版 ハッピーになれる占いシリーズ

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-07147-3
初版発行2008年12月

ハッピーになれる
バースデー占い
鏡リュウジ　著
鏡リュウジ先生が教えてくれるバースデー占
い。性格，恋，才能等を誕生日で占います。
雑誌にある星座占いよりはるかにくわしく，
366通りの占いが紹介されています。星座お
もしろランキング，数秘術も紹介。

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-07200-5

初版発行2010年7月

ハッピーになれる
夢占い
鏡リュウジ　著
大人気占星術研究家・鏡リュウジによる，夢
占い本。豊富なキーワードを元に，未来に起
こる出来事や，本当の気持ちを占えます。キー
ワード事典のほかに，恋や友情にまつわる判
断チャートや，楽しいおまじない付き。

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-07202-9
初版発行2011年12月

ハッピーになれる
手相占い
宮沢みち　著
いつの時代も大人気の手相占い。初心者でも
楽しんでできるガイドブックです。手の型，
指，手のひらで性格，運勢，才能，むいてい
る職業，恋人や友だちとの相性を占います。
手相をよくするハッピーアドバイスも紹介。

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-07203-6

初版発行2013年7月

ハッピーになれる
トランプ占い
マーク・矢崎　著
心をこめて占えば，きっとハッピーになれ
る！　カードのマークや数字を見て，気に
なるカレとの相性や恋のゆくえ，友情運や未
来の職業，ラッキーな曜日などを占ってみよ
う。トランプで幸運をよぶ「おまじない」付
き！

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-07286-9

初版発行2014年2月

ハッピーになれる
誕生日風水
直居由美里　著
先生にほめられたい・人気者になりたい・お
母さんと仲良くしたい・受験に失敗しないよ
うにしたい・たりたい職業につきたいなど，
子どもの考えや生活に合わせてできる風水を
人気風水師・直居由美里先生が紹介します。

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-07314-9

初版発行2015年1月

ハッピーになれる
心理テスト
森　冬生　著
バラエティに富んだ楽しい質問と奥深い解説
が魅力の心理テスト本。自分の本当の性格や
友だちの本音を知るヒントになり，自分らし
い生き方を考えるきっかけにもなります。友
達とのコミュニケーションにも役立ちます。

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-07368-2

初版発行2016年9月

ハッピーになれる
星座占い
鏡リュウジ　著

大人だけでなく，子どもにも大人気の星座占
い。その人の性格や行動，愛情のかたち，本
当の姿を解き明かし，未来へのアドバイスを
伝えます。友達との相性やつきあいかたも分
かり，コミュニケーションにも役立ちます。

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-07389-7

初版発行2017年6月

ハッピーになれる
名前占い
宮沢みち　著
名前は，生まれたときにたったひとつだけあ
たえられる，かけがえのないプレゼント。本
書では，自分の知らない本当の性格を解き明
かし，未来へのアドバイスを伝えます。友だ
ちとのコミュニケーションにも役立ちます。

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-07409-2

初版発行2018年1月

ハッピーになれる
心理ゲーム
森　冬生　著

バラエティに富んだ楽しい質問と奥深い解説
が魅力の心理ゲーム。自分の本当の性格や友
だちの本音を知るヒントになり，自分らしい
生き方を考えるきっかけになります。友だち
とのコミュニケーションにも役立ちます。
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マーク・矢崎　著
B6判／各128P

みんなが知っている占いから，ちょっと変わった占いま
でを集めました。みんなで楽しめる心理テストや，運気
が上昇するおまじないも多数紹介。恋のこと，友だちの
ことなど，知りたかったことがわかります。

ハンディ版 めざせ！ 占いクイーン

定価770円（税込）
ISBN978-4-323-06881-7

初版発行2009年7月

星座＆血液型占い

占いの定番，星座占いと血液型占いの本。性
格診断の他，気になるあの人との相性を星座
と血液型を組み合わせ，48ものパターン別に
占います。おもしろ星座ランキングや血液型
別性格判断＆アドバイスなど占いが満載！

定価770円（税込）
ISBN978-4-323-06882-4

初版発行2009年7月

心理テスト＆夢占い

わかっているようでわからない自分の性格や
本当の気持ち。恋愛や友だちのことも心理テ
ストが導いてくれます。隠れた才能や未来を
暗示する夢占いも。心理テスト＆夢占いで
ハッピーに！　夢占いキーワード事典付き。

定価770円（税込）
ISBN978-4-323-06883-1

初版発行2009年7月

キャラクター占い

陰陽道をベースにした全く新しいタイプの占
い。１年を24期間にわけ，それぞれを朱雀，
白虎などの守護霊獣（キャラクター）にあ
てはめて基本性格や恋愛体質を診断します。
キャラ同士の相性やランキングも。

定価770円（税込）
ISBN978-4-323-06884-8

初版発行2009年7月

恋占い＆おまじない

名前を数字におきかえて占うゲマトリア占
い，誕生曜日で占うギリシャ神話守護神占い，
運勢がわかる風水占い，手相占いなど，恋を
実らせる古今東西多種多様な占いを紹介！ 
ラブラブ度＆運勢アップをめざそう！

ワン・ステップ　編
B6判／各128P

ひねりのきいたとんちクイズや，思いがけないいじわる
クイズ，論理的なパズルなど，バラエティーに富んだク
イズやパズルが満載です。大いに楽しみながら，発想力・
論理力・観察力などが養えます。

ハンディ版 能力アップ めざせ！ ＩＱクイズマスター

定価770円（税込）
ISBN978-4-323-06611-0

初版発行2007年8月

脳力アップ めざせ!
IQクイズマスター1

カタカナたし算クイズ／漢字合体クイズ／絵
文字ことばクイズ／いじわる算数クイズ／ク
ロスワードパズル／あるなしクイズ／国名ス
ケルトンパズル／バラバラ漢字クイズ／立体
図形クイズ／マッチ棒クイズ 他

定価770円（税込）
ISBN978-4-323-06612-7

初版発行2007年8月

脳力アップ めざせ!
IQクイズマスター2

県名しりとりクイズ／漢字十字パズル／覆面
計算クイズ／〇×クイズ／法則推理クイズ／
数字クロス／天体クイズ／虫くいひっ算クイ
ズ／あるなしクイズ／地図推理クイズ／ナン
バープレース 他

定価770円（税込）
ISBN978-4-323-06613-4

初版発行2008年6月

脳力アップ めざせ!
IQクイズマスター3

絵文字ことばクイズ／変形文字クイズ／まち
がいさがしクイズ／数字つなぎパズル／理科
クロスワードパズル／ことわざクイズ／生き
物スケルトンパズル／平面図形パズル／算数
法則クイズ／地図記号クイズ 他

定価770円（税込）
ISBN978-4-323-06614-1

初版発行2008年6月

脳力アップ めざせ!
IQクイズマスター4

バラバラ漢字パズル／漢字合体クイズ／展開
図クイズ／いじわるクイズ／音楽記号パズル
／ひっかけクイズ／硬貨クイズ／名前あてク
イズ／〇×クイズ／ナンバープレース／ス
ポーツシークワーズパズル 他
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藤田晋一　著
B6判／112P ～144P

まことしやかに伝えられてきた都市伝説や，広く信じら
れてきた言い伝えである迷信，身の毛もよだつ怖い怪談
など，怖くておもしろい話が満載です。読みだしたら止
まらない！

ハンディ版 怪談・都市伝説・迷信大事典

定価770円（税込）
ISBN978-4-323-07267-8

初版発行2013年6月

怖くてふしぎな
都市伝説・迷信大事典 パート１

【都市伝説】 トイレの花子さん／首つりの木
／赤い紙・青い紙／まよったら出られない森
／合わせ鏡／予言の書 他 【迷信】 夜に口笛を
ふくとヘビが出る／十三日の金曜日／ネズミ
の大好物はチーズ 他
◆全国学校図書館協議会選定

定価770円（税込）
ISBN978-4-323-07268-5

初版発行2013年6月

怖くてふしぎな
都市伝説・迷信大事典 パート２

【都市伝説】 さとるくん／口さけ女／コック
リさん／魔の時間／さっちゃんの四番／血を
流すマリア像／人面犬 他 【迷信】 丑の刻参り
／福耳はお金持ちになる／黒ネコが横切ると
よくない 他
◆全国学校図書館協議会選定

定価770円（税込）
ISBN978-4-323-07277-7

初版発行2013年9月

もっと怖くてふしぎな
怪談・都市伝説大事典 パート１

【怪談】 教室の隅に……／迷子の女の子／古
い屋敷／出席取り／工場のボール／理科室／
ジェットコースター／親子猿／鏡の奥に…… 
他 【都市伝説】 病室の死亡率／枝の先に／
マッドガッサー 他

定価770円（税込）
ISBN978-4-323-07278-4

初版発行2013年9月

もっと怖くてふしぎな
怪談・都市伝説大事典 パート２

【怪談】 古いビデオテープ／開かずのドア／
すべり台／引っ越し／初めての友達／小さな
おじいさん／雪山で／ナースコール／桜の木
の下で 他 【都市伝説】 あなたは見られている
／夜の墓場で／かごめかごめ 他

ウェッジホールディングス　編
B6判／各112P

学校・街・自然にまつわる現代の怪談や，四谷怪談，番
町皿屋敷などの昔話，妖怪たちなど，日本の怖い話や怖
い場所の話を集めた背筋も凍るシリーズです。

ハンディ版 本当に怖い あなたのそばの怖い話・怖い場所大事典

定価770円（税込）
ISBN978-4-323-07326-2

初版発行2015年6月

本当に怖い　あなたのそばの
怖い話・怖い場所大事典パート1

スマホやＬＩＮＥの怖い話や学校の怪談，番
町皿屋敷などの怖い昔話，全国の心霊スポッ
トなど，怖い話や怖い場所の話を集めた一冊。

定価770円（税込）
ISBN978-4-323-07327-9

初版発行2015年6月

本当に怖い　あなたのそばの
怖い話・怖い場所大事典パート２

ゲームや場所にまつわる都市伝説などを収
録。妖怪，風習，儀式，祭など，日本に関わ
る不思議で奇妙な話も集めた背すじも凍る一
冊。

▲怖い話・怖い場所大事典 パート 1
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A5判／各96P
なりたい職業ランキング上位に入る職業を紹介。仕事の
内容や，なり方，今からできる練習などをマンガとイラス
トで解説。夢への近道は人と自分をよく知ること。楽し
く読みながら気付きを得て仕事の意義を理解できます。

マンガでわかるあこがれのお仕事

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-08021-5

初版発行2018年6月

ユーチューバーになるには？
株式会社BitStar　監修
こだちナツ　イラスト／かとそん　マンガ
ユーチューバーとはどんな仕事で，どんなし
くみでお金を稼ぐの？ ユーチューバーとい
う仕事をマンガとイラストで楽しく解説しま
す。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-08022-2

初版発行2018年6月

パティシエになるには？
永井紀之　監修
里々　イラスト／ so品　マンガ
パティシエって何？どうすればなれる？ パ
ティシエの世界をマンガとイラストでずばり
解説。働く意義もわかる全く新しい職業ガイ
ド！
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-08023-9

初版発行2019年6月

マンガ家・イラストレーターになるには？
濱元隆輔　監修
柳葉キリコ　イラスト／佐伯めとろ　マンガ
マンガ家やイラストレーターとはどんな仕事
で，どうしたらなれる？　今からできる練習
などをマンガとイラストで楽しく解説しま
す。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-08024-6

初版発行2019年6月

ゲームクリエイターになるには？
馬場保仁　監修
derori　イラスト／かんくろう　マンガ
ゲームクリエイターってどんな仕事？　どう
すればなれる？　ゲームクリエイターの多岐
に渡る仕事をマンガとイラストで楽しく解
説。
◆全国学校図書館協議会選定

▲ユーチューバーになるには？
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高学年から楽しく学ぶことができる，さまざまなジャンルの実用書や図鑑，事典や工作キットブック，
未知の作品と出会える名作案内などを揃えました。学習や部活動，趣味など，知識を深めるために役
立つ本が満載です。

高学年向け実用書・図鑑

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-07480-1

初版発行2021年3月

すっぱいのひみつ
お酢と発酵を科学する

赤野裕文　著／会田博美　絵

「すっぱい」の正体であるさまざまな酸と，
その働き，それらの酸を作り出す発酵のメカ
ニズムを，長年ミツカンでお酢の研究開発に
取り組んできた著者が解き明かします。スケ
ルトンたまごや一瞬で色が変わるお酢を使っ
た実験も掲載。

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-07317-0

初版発行2015年3月

次はキミの番かもしれない……
本当に怖いスマホの話
遠藤美季　監修
スマートフォンにまつわるトラブルや事件を
漫画と読み物で紹介（全18話収録）。各ストー
リーに続いて専門家が対策を解説した，トラ
ブルから身を守るために役立つ構成。スマー
トフォンを賢く使うための必読書！
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,100円（税込）
ISBN978-4-323-00753-3

初版発行2014年9月

超カンタン けん玉教室
日本けん玉協会　監修

けん玉をこれから始める方に最適な入門書。
けん玉の基礎知識から技の練習方法まで，イ
ラストと写真を豊富に使って丁寧に解説。日
本けん玉協会の全面バックアップによる，誰
でもけん玉上手になれる一冊。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本図書館協会選定

定価880円（税込）
ISBN978-4-323-06511-3

初版発行2014年6月

よくつれる！　超カンタンつり入門
海づりにチャレンジ！
矢口高雄　監修／千坂隆男　著
つりの基礎知識から高度なテクニックまでを
たくさんのイラストで楽しく解説。防波堤づ
りを中心に，いそや砂浜でのつりも紹介して
いるよ。さあ，つりザオをもって，海にでか
けよう！
◆日本図書館協会選定

定価880円（税込）
ISBN978-4-323-06512-0

初版発行2014年6月

よくつれる！　超カンタンつり入門
川づりにチャレンジ！ 〜川・湖・沼〜

矢口高雄　監修／藤谷立自・菱田清和　著
つりの基礎知識から高度なテクニックまでを
たくさんのイラストで楽しく解説。ウキづり
や投げづりをはじめ，いろいろなつりのしか
たを紹介しているよ。さあ，つりザオをもっ
て，川や湖にでかけよう！
◆日本図書館協会選定

定価990円（税込）
ISBN978-4-323-07086-5

初版発行2006年9月

日本語 どっち!?
北原保雄　著／みむらくみ子　画

テレビでもおなじみの著者が，これだけは
知っておきたい「日本語」をわかりやすく解
説！　クイズを楽しみながら，基本的な日本
語を正しく覚えられ，言葉の力が身につきま
す。ご家族みんなで，クイズにチャレンジ！

定価2,750円（税込）
ISBN978-4-323-01597-2

初版発行2014年3月

新・どの本よもうかな？中学生版
日本編
日本子どもの本研究会　編

中学生が本を選ぶためのブックガイド。日本
子どもの本研究会が厳選した186作について，
あらすじ，テーマ，本を読む時のポイントな
どをまとめ，各１ページでわかりやすく解説
しました。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本図書館協会選定

定価2,750円（税込）
ISBN978-4-323-01598-9

初版発行2014年3月

新・どの本よもうかな？中学生版
海外編
日本子どもの本研究会　編

中学生が本を選ぶためのブックガイド。日本
子どもの本研究会が厳選した海外編183作に
ついて，あらすじ，テーマ，本を読む時のポ
イントなどをまとめ，各１ページでわかりや
すく解説しました。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本図書館協会選定

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-05741-5

初版発行2010年8月

女子力UP ！ 委員会わたしたちの「女の子」レッスン
はじめての生理ハンドブック
WILLこども知育研究所　編著
池下育子（池下レディースクリニック銀座院長）　監修
ダイエットや脱毛など，女の子が持つ不安や
疑問を解消してくれる１冊。かわいいマンガ
とコラムで，「体」と「心」の変化について 
紹介。こまったときに役に立つアイデアが満
載で，安心して大人になる準備ができる。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-06261-7

初版発行2014年6月

女子力UP ！委員会ハッピーになれる
美文字レッスン帳
和田康子　監修・手本

書きこんで練習できる，女の子向けの美文字
練習帳。ひらがな，カタカナ，漢字などの練
習の合間にまんがを入れ，美文字のメリット
や書き方のコツなども紹介。クイズ形式の練
習や，名文の書き写しなど充実の内容！

NEW
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定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-07309-5
初版発行2014年12月

とびだす！ 3Dアートえほん

ふしぎなかいだん
永井秀幸　作
錯覚によって絵が飛び出して見えるという，
驚きの３Ｄ体験ができる絵本。海の中で見つ
けた階段をのぼっていくと，ダイオウイカや
ドラゴンなど，ふしぎな生物につぎつぎ遭遇
する。一体，どこへつづいているんだろう？
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-07358-3

初版発行2016年6月

とびだす！ 3Dアートえほん

ひみつのちかしつ
永井秀幸　作

錯覚によって絵が飛び出して見えるという，
驚きの３Ｄ体験ができる絵本。一人ぼっちの
ぼくにネズミくんが案内してくれたのは，ふし
ぎな生き物がたくさんすむ，ひみつの地下室。
たどり着いた場所で待っていたのは……？
◆全国学校図書館協議会選定◆日本子どもの本研究会選定

定価1,100円（税込）
ISBN978-4-323-07246-3

初版発行2012年7月

超ふしぎ体験！

立体トリックアート工作キットブック
杉原厚吉　著

まるで手品のような錯覚がおきる，ふしぎな立体を集め
た工作キット本。特別な位置から見たり，ある角度から
光をあてたりすると，思いもかけない錯覚を体験できま
す。かんたんに作れるので，夏休みの自由研究にも最適！
ページ：16ページ（台紙8枚）

定価1,100円（税込）
ISBN978-4-323-07260-9

初版発行2013年6月

超ふしぎ体験！

立体トリックアート工作キットブック２
杉原厚吉　著

こんなこと，ありえない！　まるで手品のような錯覚が
おきる，ふしぎな立体を集めた工作キット本の第２弾。
特別な位置から見ると，とんでもない錯覚を体験できま
す。かんたんに作れるので，夏休みの自由研究にも最適！
ページ：16ページ（台紙8枚）

定価1,100円（税込）
ISBN978-4-323-07295-1

初版発行2014年7月

超ふしぎ体験！

立体トリックアート工作キットブック３
杉原厚吉　著

シリーズ第３弾。特別な位置から見たり，ある角度から
ビー玉を転がしたりすると，びっくりするような錯覚がお
きる，ふしぎな４つの立体を紹介。子どもでも簡単につく
れる工作キット付きで，夏休みの自由研究などにも最適！
ページ：16ページ（台紙8枚）

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-07463-4

初版発行2020年5月

ハンディ版　忍者大図鑑
人物・忍具・忍術

山田雄司　監修／グラフィオ　編

歴史の表舞台には姿を見せず，水面下で過酷
な任務を遂行した忍者たち。現存する忍術書
を元に実在した忍者たちの人物伝や忍具・忍
術などを迫力あるイラストとともに紹介。全
国各地で暗躍した忍者の実像にせまる大図鑑。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-07464-1

初版発行2020年5月

ハンディ版　戦国武将 人物甲冑大図鑑
本郷和人　監修／グラフィオ　編

戦国武将の人物史と彼らが愛用した鎧兜や刀
剣に焦点をあてて解説。織田信長，武田信玄，
上杉謙信，黒田官兵衛，真田信繁など，人気
の武将を紹介します。武将たちのリアルな姿
にせまるマニアックなエピソードが満載。

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-07375-0
初版発行2016年10月

ハンディ版　百人一首 人物大事典
渡部泰明　監修／グラフィオ　編

悠久の時をこえ，今なお親しまれている百人
一首。その歌を詠んだ歌人たちの人物史を，
美しいイラストと丁寧な解説で紹介する。歌
人たちが生きた時代や，波瀾万丈な人生を垣
間見ながら，百人一首の世界を旅する１冊。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-07377-4
初版発行2016年12月

ハンディ版　星座の神話伝説大図鑑
グラフィオ　編

星座にまつわる神話や伝説を，迫力のあるイ
ラストで紹介する図鑑。おひつじ座，おうし
座，ふたご座といった，黄道12星座をはじめ
とする88星座の神話や，世界各地に語り継が
れてきた星や星座の伝説を紹介します。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,980円（税込）
ISBN978-4-323-07283-8

初版発行2014年1月

昭和の子ども生活絵図鑑
ながたはるみ　絵／奥成　達　文

昭和21年から40年ごろの子どもたちの日常生
活，学校，遊び，家族の暮らし，好きだった
お菓子・食べ物・おもちゃまで，貧しいけれど，
生き生きと輝いていた昭和の思い出を懐かし
さあふれる絵と楽しい文で紹介する絵図鑑。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本図書館協会選定

NEW

NEW

▲昭和の子ども生活絵図鑑
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子育て中の悩みを解決したり，大人と子どもがいっしょに楽しく実践できる実用書や文学史，
美しい写真集などを揃えました。趣味の幅が広がります。

一般向け

定価1,100円（税込）
ISBN978-4-323-07098-8

初版発行2007年9月

絵解き 江戸しぐさ 今日から身につく粋なマナー
和城伊勢　著／山口　晃　表紙絵
いはら遊　挿画
いま話題の江戸しぐさ。本来は所作だけのこ
とでなく価値観も含めた哲学を指します。そ
のため江戸しぐさ本は難しい解説本になりが
ち。そこで江戸しぐさって何？と関心を持っ
た人がすぐ読める江戸しぐさ本の登場です。
◆日本子どもの本研究会選定◆日本図書館協会選定

定価990円（税込）
ISBN978-4-323-07020-9

初版発行2001年8月

覚えておくと一生役に立つ わかもとの知恵
筒井康隆　著／きたやまようこ　画
戦前，わかもと製薬が発行した著者思い出の

『重宝秘訣絵本』が，楽しいイラストと共に現
代に甦りました。子どもから大人まで役に立
つ知恵を満載！　書き下ろしエッセーや対
談ほのぼのトークも楽しめます。
◆日本子どもの本研究会選定

定価1,210円（税込）
ISBN978-4-323-07425-2

初版発行2018年8月

“ふがいない自分”と生きる 渡辺和子
ＮＨＫ「こころの時代」
NHK Eテレ「こころの時代
～宗教・人生～」制作班　編
NHK Eテレで放送中の番組「こころの時代
～宗教・人生～」で語った渡辺和子シスター
の言葉をそのまま書籍化しました。疲れてし
まった時，つらい しんどい時，ふっと心を
軽くしてくれるシスターの言葉集です。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-07340-8
初版発行2015年12月

片づけが楽しくなる
無印良品でつくる子ども空間
吉川圭子　監修
収納や衣料品，玩具など，無印良品には子育
てに役立つアイテムが豊富。本書では無印良
品を使った子どもが伸びるアイデアを紹介。
成長段階別に事例を掲載し，片づけやお手伝
いが楽しくできる空間づくりを提案する。

定価990円（税込）
ISBN978-4-323-07085-8

初版発行2006年9月

ハッピー子育て川柳
和光堂　編

思わず笑みがこぼれるような子どもたちの様
子や，子育てのうれしい思い出・苦い思い出
などを表現した105作品の川柳を，かわいらし 
いイラストとともに紹介します。子育ての楽 
しさが共感できる，笑いと涙の一冊。

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-07321-7

初版発行2015年7月

お母さんの笑顔が子どもを伸ばす
LIFE IS HAPPY
高濱正伸　著
メディアで話題のカリスマ塾講師・高濱正伸
が，イライラしない親，キャッチボールでき
る親，やる気を伸ばす親，求めすぎない親に
なる方法をアドバイス。動物親子の写真で癒
されながら，親も子どもも，一緒にハッピー
に！
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定価1,650円（税込）
ISBN978-4-323-03153-8

初版発行1998年9月

“いただきます！”からの子育て革命
だれでもできる「食育」実践ガイド
吉田隆子　編著
子育てはまず「食育」から…。いま日本は，か
らだによくない食べ物があふれています。「食
育」とは子どもが自分で健康をまもり，豊か
な食生活をおくる能力を育てることです。食
育クッキングの簡単レシピも掲載。

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-07071-1
初版発行2005年10月

ママさん小児科医　幸
ゆき

子
こ

先生の
子ども健康お助けBOOK
いざというとき，あわてないために！
田村幸子　著
子育てママでもあり，小児科医でもある著者
が，子どもの健康についてアドバイスする育
児健康書。季節ごとの健康対策や小児科医と
の付き合い方，とっさの対処法など，ママの
立場に立って教えてくれます。

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-07269-2

初版発行2013年9月

ママもパパも知っておきたい
よくわかるオチンチンの話
岩室紳也　監修
ママにはよくわからない男の子のオチンチ
ン。パパも意外に知らないオチンチン。オチ
ンチンの仕組み，洗い方，ケア，トラブル，
包茎，病気，ケガなど，わかりやすく解説。
オチンチンについての疑問や悩み，納得・解
決・安心！

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-07211-1

初版発行2014年7月

ひろみちお兄さんと楽しく運動力アップ
“できた！” 7つのステップ かけっこ・さかあがり・なわとび

佐藤弘道　著

おかあさんといっしょ10代目体操のお兄さん
佐藤弘道が教える【かけっこ，さかあがり，
なわとび，前転後転，とび箱】のコツ。動き
を段階に分けて解説する段階指導で子どもに
自信を持たせ，親子で楽しく苦手を克服しよ
う。

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-07408-5

初版発行2018年3月

JACPA 
子どもがぐんぐん伸びる
ジュニアサッカー
株式会社 ジャクパ　野口光彦・梶 真人　監修

サッカーキッズを持つ保護者の悩みにこたえる
実用書。子どもの成長を促すための声かけや身
のこなしをよくするボール運動など，紹介して
いるのは読んだその日から実践できることばか
り。園で体育指導を行うジャクパが監修！

定価2,090円（税込）
ISBN978-4-323-07033-9
初版発行2002年11月

草原につづく赤い道 プリンス・エドワード島の12か月

吉村和敏　著
「赤毛のアン」の舞台となった，世界でいちば
ん美しい島，プリンス・エドワード島。詩情
あふれる風景写真や，素朴な暮らしを営む島
の人びとの写真を，四季折々に構成。島をこ
よなく愛する著者の感動的なエッセイも。
◆日本図書館協会選定

定価5,060円（税込）
ISBN978-4-323-07415-3

初版発行2018年4月

世界文化遺産 軍艦島
小林伸一郎　著

2015年に世界文化遺産となった長崎県の軍艦
島。かつて海底炭鉱で栄え，数千人もの住民
がいたが，今は無人島となっている。狭小な
地盤に全てが凝縮された圧倒的な異空間を撮
影した鬼才・小林伸一郎の最新写真集。
◆全国学校図書館協議会選定

定価5,720円（税込）
ISBN978-4-323-07443-6

初版発行2019年5月

鳥越ＮＯＷ
小林伸一郎　著

東京都台東区にある651年創建の鳥越神社と
その周辺地域や人々の今のようすを記録。後
半は鳥越まつりでの活き活きとした姿を著者
が思いを込めて撮影しています。掲載写真
186点。金の星社 創業100周年記念出版。

定価2,640円（税込）
ISBN978-4-323-07450-4

初版発行2019年7月

令和元年復刻版
「金の船」第一巻 第一号・第二号

震災戦争等災禍を潜り抜け令和元年十一月一
日，創業百周年を迎えた金の星社。その理念
が結集した「金の船」創刊号と第二号の復刻
版。

【収載内容】復刻版「金の船」第一巻 第一号
／第一巻 第二号／アラビヤンナイト冒険双六

定価19,224円（税込）
ISBN978-4-323-01885-0

初版発行1996年5月

斎藤佐次郎・児童文学史
斎藤佐次郎　著／宮崎芳彦　編

金の星社の創立者，斎藤佐次郎。大正8年に創
刊された「金の船」＝「金の星」とはどのよ
うな雑誌だったのか。その軌跡をたどること
によって，興味深い児童文学の歴史をかいま
みることができるでしょう。

定価8,010円（税込）
ISBN978-4-323-01873-7

初版発行1995年1月

雨情会々報（復刻版）
雨情会　編

野口雨情の芸術を愛し，作品の研究，収集，保
存及びその公表を目的として結成された「雨
情会」。その機関誌の第１号から50号までを一
冊にまとめました。野口雨情研究に欠かせな
い貴重な資料の一冊です。
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A5判・B5変型判／88P・96P
お弁当，おやつ，パン…毎日の食卓が楽しくなる，レシ
ピの本がずらり！ 親子で作れるかんたんスイーツもあ
ります。

レシピの本

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-07032-2
初版発行2002年11月

奥薗壽子の子どものごはん
じょうぶに育つ簡単レシピ
奥薗壽子　料理・文
忙しいお母様のための，愛情たっぷりアイデ
アレシピ。アッと驚くナルホド・レシピや知
らないと損する料理法，人気定番メニューは
もちろん，ヒジキや切り干し大根など，敬遠
されがちな素材メニューも集めました。
◆日本図書館協会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-07037-7

初版発行2003年7月

奥薗壽子の子どものおやつ
簡単・安心！ 愛情レシピ
奥薗壽子　料理・文
子どもたちにとって手作りのおやつは特別な
もの。ごはん・パンなどの残り物を使ったり，
野菜・果物の素材を生かしたおやつ，乾物・
豆などで健康を考えたおやつなど，アイデア
がいっぱい。楽しい小物の作り方も掲載。

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-07041-4
初版発行2003年12月

奥薗壽子の子どものお弁当
手早く作れる！ お助けレシピ
奥薗壽子　料理・文

「お弁当作りは修行じゃないんだから，簡単に
できないとだめ！」 という著者。そんな著者
が，自分のお弁当作りにどこか不満を感じて
いたり，自分のパターンがまだ見つかって
いない親たちに贈る，お弁当レシピ集。

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-07049-0

初版発行2004年7月

奥薗壽子の子どもの朝ごはん
毎日簡単！ 元気レシピ
奥薗壽子　料理・文
子どもは朝からたくさん食べられないもので
す。お母さんも，とにかく料理に手間をかけ
ずに作りたい。そこで，時間をかけずに手早
く出来る，一品完結のシンプル朝食を紹介。朝
ごはんの悩み解決Ｑ＆Ａも掲載！
◆日本図書館協会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-07063-6

初版発行2005年2月

奥薗壽子の子どもの健康ごはん
元気いちばん！ 健康レシピ
奥薗壽子　料理・文
子どもの健康を考えたレシピ集。よく噛んで
元気をつくるヘルシーな雑穀ごはんや栄養バ
ランスごはん，体調がよくないときの「やさ
しい」ごはんを紹介します。アイデアたっぷ
りで，かんたんにできます。
◆日本図書館協会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-07170-1
初版発行2009年11月

浜内千波の子どもがよろこぶ野菜レシピ
浜内千波　著
大人気料理家・浜内千波の子どもに与えたい
お料理のレシピ集。キャベツ，タマネギ，ト
マト，にんじんなど，よく使う野菜のおいし
い料理や，子どもの大好きな定番メニューに
野菜をたっぷり使う料理を紹介します。
◆日本図書館協会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-07195-4

初版発行2012年3月

浜内千波のからだにやさしい カンタン！
子どもの朝ごはん

「ファミリークッキングスクール」レシピから
浜内千波　著
大人気料理研究家・浜内千波の料理教室から発信する，
子どもに食べさせたい朝ごはんレシピ集。かんたんお
にぎり，にぎやかパン，食べるスープ，元気が出るジュー
スなど，パパッと作れて，おいしい料理を紹介します。
◆全国学校図書館協議会選定

定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-07198-5

初版発行2014年6月

浜内千波の親子でうれしい！
カンタン1分おうちパン

「ファミリークッキングスクール」レシピから
浜内千波　著
大人気料理研究家・浜内千波の親子で食べるパン・レシ
ピ集。ホームベーカリーもいらず，力のいる「こねる」
作業もわずか１分。カロリーカットしたパンや野菜パン
なども紹介され，親子でヘルシーな食生活を送れます。
◆全国学校図書館協議会選定

▲奥薗壽子の子どものごはん
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定価1,430円（税込）
ISBN978-4-323-07201-2

初版発行2010年7月

今日の献立らくらくレシピ
はじめての子育てごはん
加藤初枝　著
家族みんなで食べられるレシピを87掲載。１
品を決めれば，ほかのレシピとの組み合わせ
例がひと目でわかる，「バランス献立」70通 
り付き。料理が苦手なママでも，栄養バラン
スのよい食事を簡単に作れます。

定価1,650円（税込）
ISBN978-4-323-07251-7
初版発行2011年12月

平野レミの
あかちゃんといっしょごはん
かんたん取り分け離乳食
平野レミ　著
１品の大人ごはんから，４段階の成長に合わせた離乳食
を手軽に，おいしく作れるコツが満載。調理方法だけで
はなく，家族がいっしょに食事をする大切さも教えてく
れる，平野レミによる取り分け離乳食待望のレシピ集。
◆日本図書館協会選定

定価1,540円（税込）
ISBN978-4-323-07297-5
初版発行2014年11月

給食がおいしいと評判の
保育園・幼稚園の人気メニュー
毎日おかわり！ かんたんレシピ
WILLこども知育研究所　編著
おいしい給食を出している保育園，幼稚園で，
特に人気のあるメニューを１食分の献立にし
て，まとめました。各園での食への関心を広
げる試みや，家庭でできる取り組みも紹介。
親もおいしく食べられるメニューが満載です。

定価1,650円（税込）
ISBN978-4-323-07387-3

初版発行2017年8月

かんたん！ おいしい！ 
ジュニアのためのスポーツごはん
栄養満点パワーチャージレシピ

株式会社　明治　監修

運動を頑張る“スポーツジュニア”がとりた
いメニューをまとめたレシピ本。スポーツ栄
養学のプロ・明治の指導で，忙しい家庭でも
実践しやすいかんたんレシピ90点以上を紹介
する。プロアスリートのインタビューも必見。

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-06751-3

初版発行2012年6月

かわいい！ おいしい！
かんたん手作りスイーツ
大森いく子　著
中・高生向けのおいしいスイーツ・レシピ集。
旬の果物を入れたスイーツや，季節感がたっ
ぷりのアイデアスイーツ，バレンタインデー
や誕生日といった特別な日のためのスイーツ
等，幸せいっぱいのレシピを紹介します。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本図書館協会選定

定価1,320円（税込）
ISBN978-4-323-06752-0
初版発行2012年12月

かわいい！ おいしい！
かんたんハッピースイーツ
大森いく子　著
中・高生向けのおいしいスイーツ・レシピ集。
お友だちをおまねきする日のスイーツや，季
節感たっぷりのアイデアスイーツ，大切な人
に心をこめて贈りたいプレゼントスイーツな
ど，幸せいっぱいのレシピを紹介します。
◆全国学校図書館協議会選定◆日本図書館協会選定

定価1,650円（税込）
ISBN978-4-323-07436-8

初版発行2019年2月

かんたん！ かわいい！ ねこ弁
ダンノマリコ　著

ねこ好きの人を魅了する，ねこの自由な仕草
や，愛らしいパーツをお弁当に仕立てたレシ
ピ集。ランチタイムに「ふふっ！」と笑って
しまう，にゃんともかわいいお弁当ができあ
がる。いつものおかずでできる31レシピ！
◆全国学校図書館協議会選定
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▲かんたん！ かわいい！ ねこ弁
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赤毛のアン
モンゴメリ・作／きったかゆみえ・訳／頓田室子・画
ISBN978-4-323-01068-7　定価726円（税込）	

空想好きな赤毛の少女アンが、夢を失わず明るく成長していく日々
を描く、生きる喜びにみちた名作。

アンネ･フランクものがたり
ヨハンナ･ハルウィッツ・作／斉藤美加・訳／高田　勲・画
ISBN978-4-323-01948-2　定価594円（税込）	

悲劇の少女、アンネの短い一生をアメリカの女性がたどった、ノン
フィクション・ドキュメント。

伊豆の踊子
川端康成・著／名取満四郎・画
ISBN978-4-323-01012-0　定価726円（税込）	

日本の美を描いてノーベル文学賞に輝いた作者の永遠の名作。他に
「母の初恋」「十六歳の日記」等。

犬たちがくれた音　聴導犬誕生物語
高橋うらら・著／MAYUMI・写真
ISBN978-4-323-09105-1　定価660円（税込）	

日本に聴導犬を増やすため、聴導犬を育てる活動をする人々と、そ
の愛にこたえ、幸せをくれる犬たちの感動ノンフィクション。

犬たちをおくる日　この命、灰になるために生まれてきたんじゃない
今西乃子・著／浜田一男・写真
ISBN978-4-323-09106-8　定価660円（税込）	

愛媛県動物愛護センターで、一頭でも多くの命を救うために奮闘す
る職員の日常を追いながら、命の重さを問う感動ノンフィクション。

植村直己・地球冒険62万キロ
岡本文良・著／高田　勲・画
ISBN978-4-323-01071-7　定価616円（税込）	

世界の極地や最高峰に挑んだ冒険家、植村直己の情熱と壮大な足跡
を描く、感動のノンフィクション。

うしろの正面だあれ
海老名香葉子・著／千葉督太郎・画
ISBN978-4-323-01077-9　定価616円（税込）	

下町で生まれたかよ子は戦争で大切な家族や友だちを失いましたが、
幼いころの思い出は大切な宝もの――今も心の中に輝いています。

宇宙人のいる教室
さとうまきこ・作／勝川克志・画
ISBN978-4-323-01058-8　定価594円（税込）	

転校生のレオナは、運動神経も常識もないヘンなやつ。パソコンに
クラス全員のデータが入っているのを見て、ぼくはピン！ときた。

NHKオトナヘノベル　SNS炎上　　　　　　　　　　　
NHK「オトナヘノベル」制作班　編／長江優子・如月かずさ・鎌倉ましろ　著
ISBN978-4-323-09127-3　定価770円（税込）	

高校生のカレンが，ネットに投稿した写真が原因で精神的に追い込
まれていく『見えない炎』など，SNSの怖さを描いた３話を収録。

NHKオトナヘノベル　リア友トラブル　　　　　　　　
NHK「オトナヘノベル」制作班　編／長江優子・鎌倉ましろ　著
ISBN978-4-323-09128-0　定価770円（税込）	

高校に入り，隣席の２人と友だちになったリコ。いつも一緒に行動し，
充実した日々を送るが…。『トリプル・コネクション』など３話。

NHKオトナヘノベル　ネトゲ中毒　　　
NHK「オトナヘノベル」制作班　編／鎌倉ましろ　著
ISBN978-4-323-09129-7　定価770円（税込）	

高校生の司が，ネットゲームの中で出会った女の子と恋に落ち，二
次元の世界に魅せられていく『ハデスバトラー破滅の女神』含む３話。

NHKオトナヘノベル　SNSトラブル連鎖　　　　
NHK「オトナヘノベル」制作班　編／髙橋幹子・みうらかれん　著
ISBN978-4-323-09130-3　定価770円（税込）	

高校生の葵が，SNSでつながる仲よしグループのやりとりに疲れ，
本当の友だち関係に気づいていく『チェーンワールド』など３話。

おねがい♡恋神さま①　運命の人はだれ!?
次良丸　忍・作／うっけ・画
ISBN978-4-323-09099-3　定価660円（税込）	

「運命の人」に出会いたい！　人気シリーズ『虹色ティアラ』の著者
が贈る新シリーズ第１弾。夢中で読める、ハートフル・コメディー！

新版　ガラスのうさぎ
高木敏子・作／武部本一郎・画
ISBN978-4-323-09042-9　定価660円（税込）	

戦争の中を生きぬいた著者が、平和への祈りをこめて体験をつづっ
た感動のノンフィクション。

かわいそうなぞう
土家由岐雄・作／小林和子・画
ISBN978-4-323-01027-4　定価594円（税込）	

毎年８月15日にラジオで秋山ちえ子さんが朗読した、太平洋戦争末
期に実際にあった悲しいお話。

きょうりゅうが学校にやってきた
アン･フォーサイス・作／熊谷鉱司・訳／むかいながまさ・画
ISBN978-4-323-01078-6　定価594円（税込）	

小さなきょうりゅうがスキップしながら教室に入ってきて、テスト
用紙をムシャムシャ。さあ大変！

きょうりゅうが図書館にやってきた
アン・フォーサイス・作／熊谷鉱司・訳／むかいながまさ・画
ISBN978-4-323-01971-0　定価616円（税込）	

小さなきょうりゅうが町の図書館にあらわれた。いびきをかいたり、
図書館の本をムシャムシャムシャ。

クリスマス･キャロル
ディケンズ・作／夏目道子・訳／浜田洋子・画
ISBN978-4-323-01945-1　定価616円（税込）	

クリスマス･イブの夜、欲ばかりできらわれものの老人、スクルージ
のもとに三人の霊があらわれる…。

怪談 ５分間の恐怖　また、いる……
中村まさみ・著
ISBN978-4-323-09107-5　定価770円（税込）	

日本全国で怪談を語る人気怪談師の著者が体験した話や、当事者か
ら聞いた本当にあった怖い話など、１話５分で読める30話を収載。

怪談 ５分間の恐怖　集合写真 
中村まさみ・著
ISBN978-4-323-09108-2　定価770円（税込）	

旅行ライターをしている友人が、自分一人で撮った写真に映ってい
たのは…という『集合写真』のほか、１話５分で読める35話を収載。

怪談 ５分間の恐怖　人形の家
中村まさみ・著
ISBN978-4-323-09109-9　定価770円（税込）	

旧家の親族宅に、一人で寝ることになった著者に人形が襲いかかる
…という『人形の家』のほか、１話５分で読める34話を収載。

怪談 ５分間の恐怖　病院裏の葬り塚
中村まさみ・著
ISBN978-4-323-09110-5　定価770円（税込）	

タクシーの乗客が指定した場所は、病院の裏手にある塚だった…と
いう『病院裏の葬り塚』のほか、１話５分で読める35話を収載。

怪談 ５分間の恐怖　見てはいけない本
中村まさみ・著
ISBN978-4-323-09111-2　定価770円（税込）	

店の奥から聞こえる異様な音。そこには米軍のはらい下げ品が置か
れていた…という『古着屋』のほか、１話５分で読める35話を収載。

怪談 ５分間の恐怖　ひとり増えてる…
中村まさみ・著
ISBN978-4-323-09112-9　定価770円（税込）

大好評「怪談 5分間の恐怖」フォア文庫版最新刊。さらに恐怖を倍
増させた33話を収載。著者だからこそ書ける、本当の命の物語。

怪談 ５分間の恐怖　立入禁止
中村まさみ・著
ISBN978-4-323-09113-6　定価770円（税込）

友だちと釣りにむかった先は「立入禁止」の湖。そこで釣り上げた真っ
黒いものとは…という表題作の他、全28話収載。迫真の全実話！

怪談 ５分間の恐怖　マネキン人形
中村まさみ・著
ISBN978-4-323-09114-3　定価770円（税込）

人形にこもった怨念を描く「おみやげ」など、1話5分以内で読み切
れる全25話を収載。実話怪談が次々に迫り来る迫力の怪談短編集。

怪談 ５分間の恐怖　たたられる本
中村まさみ・著
ISBN978-4-323-09115-0　定価770円（税込）

洞窟から絵本を持ち帰った子どもが、その夜恐ろしい夢を見る。実
はその洞窟は水子の霊を祀っていた…という表題作他、25話を収載。

怪談 ５分間の恐怖　霊を呼ぶ本
中村まさみ・著
ISBN978-4-323-09116-7　定価770円（税込）

大好評の本シリーズ執筆中に著者が体験した怪異を暴露！ その他、
背筋も凍る話から、心温まる怪談まで、全23話の短編怪談を収載。

新 刊

新 刊

新 刊

新 刊
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●高い評価を得ている作品を精選しました　●解説が作品を一層興味深いものにします　●コンパクトな軽装新書判，低廉な価格です
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怪談 ５分間の恐怖　つきまとう本
中村まさみ・著
ISBN978-4-323-09117-4　定価770円（税込）

古本屋で買った一冊の本。覚えがないのにかばんに入っていたりと，
どこへでもつきまとってきて…という表題作のほか，33話を収載。

怪談 ５分間の恐怖　うしろを歩く者
中村まさみ・著
ISBN978-4-323-09118-1　定価770円（税込）

夜道を歩いていると背後で怒る女性の声。携帯で話しているのかと
思いきや，今度は目の前にその女性が…。身も凍る35の実話怪談。

怪談 ５分間の恐怖　12時05分15秒
中村まさみ・著
ISBN978-4-323-09119-8　定価770円（税込）

高校生の時，お化け屋敷でアルバイトをする著者の前に現れたモノ
とは!?　という「お化け屋敷」の他，全34話の短編怪談を収載。

怪談 ５分間の恐怖　乃木坂の怪談
中村まさみ・著
ISBN978-4-323-09120-4　定価770円（税込）

乃木神社にお参りした帰りに入った居酒屋で著者が出会った者とは
…？　神社にまつわる表題作他，小鬼の出る寺の話等，全28話収載。

怪談 ５分間の恐怖　封印された本
中村まさみ・著
ISBN978-4-323-09121-1　定価770円（税込）

古書を買った直後，カラスの大群がついてきて家のベランダに一羽
落ちた。買った本にはカラスの羽が入っていて…迫り来る24の怪談。

白い町ヒロシマ
木村靖子・作／梶　鮎太・画
ISBN978-4-323-01042-7　定価594円（税込）	

言語を絶したヒロシマの惨禍を、戦争を知らない世代に伝える母か
らのメッセージ。

杉原千畝物語　命のビザをありがとう
杉原幸子／杉原弘樹・著
ISBN978-4-323-09027-6　定価715円（税込）	

六千人のユダヤ人を救うため、心の命令に従った外交官、杉原千畝
の生涯。感動のノンフィクション。

チロヌップのきつね
高橋宏幸・作画
ISBN978-4-323-01063-2　定価660円（税込）	

北海の孤島で平和にくらしていたキタキツネの親子に戦争の余波が。
アニメ映画化された話題作。

友だちは１／２ゆうれい
中田よう子・作／時　すばる・画
ISBN978-4-323-09019-1　定価660円（税込）	

ちょっと気の弱い４年生のしげるは、元気でやさしい１／２ゆうれいユ
ウの記憶さがしを手伝うことに…。

ドッグ・シェルター犬と少年たちの再出航
今西乃子・著／浜田一男・写真
ISBN978-4-323-09050-4　定価616円（税込）	

人に捨てられた犬たちと、あやまちを犯した少年たちが再び信頼を
回復していく感動のドキュメント。

泣いた赤おに
浜田広介・作／こさかしげる・画
ISBN978-4-323-01029-8　定価616円（税込）	

友情の美しさと孤独の悲しさを描く表題作のほか、「花びらのたび」
など、ひろすけ童話の珠玉作品集。

虹色ティアラ　恋のサンダー・ストーム
次良丸　忍・作／琴月　綾・画
ISBN978-4-323-09084-9　定価660円（税込）	

ユッコとポリエはティアラーに変身し、妖魔獣に立ちむかう。だが、
ポリエは大切なエンゼル・ストーンを奪われてしまう！

虹色ティアラ　最後のドレス・チェンジ
次良丸　忍・作／琴月　綾・画
ISBN978-4-323-09096-2　定価660円（税込）	

家族との楽しいはずの旅行で、伝説のティアラをめぐりユッコたち
とヤイバアは死闘をくり広げる。愛と勇気と友情の物語完結編！

虹色ティアラ　月夜のあぶないセレモニー
次良丸　忍・作／琴月　綾・画
ISBN978-4-323-09087-0　定価660円（税込）	

ラビューランドにきたユッコとポリエ。シルクが「月食の儀」の準
備に出かけると，二人はティアラーに変身して町へ飛び出した。

虹色ティアラ　伝説のエンゼル・ストーン
次良丸　忍・作／琴月　綾・画
ISBN978-4-323-09080-1　定価660円（税込）	

伝説のティアラと失われたエンゼル・ストーンをめぐり、ティアラー
に変身したユッコたちが愛と正義のために立ち向かう！

虹色ティアラ　秘密のマリオネット
次良丸　忍・作／琴月　綾・画
ISBN978-4-323-09093-1　定価660円（税込）	

ユッコはシザーの前に大ピンチ。その時、オレンジ色のエンゼルバー
ドがマリオの前に現れた。ドレス・チェンジ、ティアラー！

虹色ティアラ　妖魔のファッションショー
次良丸　忍・作／琴月　綾・画
ISBN978-4-323-09090-0　定価660円（税込）	

マックラーミ団のシザーから、憎しみを力に変える石を手渡された
モエはユッコの石を奪おうと追い詰める。ユッコ、絶体絶命！

のら犬物語
戸川幸夫・作／石田武雄・画
ISBN978-4-323-01031-1　定価660円（税込）	

野犬の生態を深い愛情をこめて描き、鋭く現代社会をみつめた、動
物文学第一人者の傑作。

ハートボイス　いつか翔べる日
青木和雄・作／水野ぷりん・画
ISBN978-4-323-09036-8　定価726円（税込）	

不登校で友だちなんていなかった僕が生きているのが楽しくなる。
子どもの心の声が響く感動の物語。

ハッピーバースデー　命かがやく瞬間
青木和雄・作／加藤美紀・画
ISBN978-4-323-09029-0　定価715円（税込）	

母の一言で言葉を失った少女が、祖父母の愛と死を経て変わってい
く姿を描く感動作、待望の文庫化。

鼻・杜子春
芥川龍之介・作／小林与志・画
ISBN978-4-323-01015-1　定価660円（税込）	

表題作の他、「魔術」「羅生門」「芋粥」「トロッコ」「蜜柑」「地獄変」「大
道寺信輔の半生」「槍ヶ嶽紀行」収録。

魔界屋リリー　青い瞳の人食いウルフ
高山栄子・作／小笠原智史・画
ISBN978-4-323-09048-1　定価660円（税込）	

魔界屋に青い瞳の少年ジョーが現れ、リリーはジョーに助けられた。
実はジョーはウルフ一族なのだが。

魔界屋リリー　危険な異界ドキドキ初デート
高山栄子・作／小笠原智史・画
ISBN978-4-323-09088-7　定価660円（税込）

魔界の少年ジョーがリリーをデートに誘いにきた。行き当たりばっ
たりの冒険ばかりで，とうとう二人はケンカ別れ。二人の運命は!?

魔界屋リリー　キズだらけの逃亡者
高山栄子・作／小笠原智史・画
ISBN978-4-323-09072-6　定価660円（税込）

かわいい女の子ブーケと、ちょいコワ少年ケンが魔界屋にきた！　
実はふたりは魔界からの逃亡者…。

魔界屋リリー　恐怖の魔界霊国ツアー
高山栄子・作／小笠原智史・画
ISBN978-4-323-09083-2　定価660円（税込）

リリーたちが観光地の魔界霊国に向かうバスの中で見た女の子は、
いつのまにか消えていた。女の子の正体はいったい何なのか…？

魔界屋リリー　金色の目の占い師
高山栄子・作／小笠原智史・画
ISBN978-4-323-09061-0　定価660円（税込）

魔界星からきた占い師スターはリリーに不幸な未来を予言する。予
言は的中、マリーは倒れてしまう。

魔界屋リリー　月界の天使パワー
高山栄子・作／小笠原智史・画
ISBN978-4-323-09081-8　定価660円（税込）	

月にそっくりな宇宙船でやってきた月界の天使たちは緊急手配中。
しかも、宇宙船は未完成の発明品で爆発するかもしれない!?

魔界屋リリー　恋するウルフ宿命の対決
高山栄子・作／小笠原智史・画
ISBN978-4-323-09063-4　定価660円（税込）

ダーク・ウルフは魔界牢を脱獄し、悪魔と取引して悪魔術を手に入
れた。交換条件はリリーの魂だって!?

魔界屋リリー　恋におちたバンパイア
高山栄子・作／小笠原智史・画
ISBN978-4-323-09058-0　定価660円（税込）	

絶世の美女カトレアが姪のマリーの様子を見に魔界から来た。リリー
を助けようと学校に行くが…。

魔界屋リリー　小さな天才魔女
高山栄子・作／小笠原智史・画
ISBN978-4-323-09051-1　定価660円（税込）	

魔界屋に来た、いたずら好きな天才魔女ピンクには人間界を破壊す
る魔力が…。気をつけて、リリー！
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魔界屋リリー　伝説の“魔界発明”
高山栄子・作／小笠原智史・画
ISBN978-4-323-09054-2　定価660円（税込）	

ふたごのミイラが人間界に来た。ふたごは魔界屋の地下室で、恐ろ
しい薬を発明。リリーが実験台に！

魔界屋リリー　透明魔界人あらわれる!?
高山栄子・作／小笠原智史・画
ISBN978-4-323-09076-4　定価660円（税込）

透明人間がきたらしい？　正体はわからないまま、人間界では不思
議なことだらけ。姿なき挑戦か!?

魔界屋リリー　毒ヘビ少女の魔術
高山栄子・作／小笠原智史・画
ISBN978-4-323-09056-6　定価660円（税込）	

毒へび少女ダリアはリリーのファン。でも、毒の魔術を使い、マリー
に変身。マリーの運命はいかに！

魔界屋リリー　ねむれる城のバンパイア
高山栄子・作／小笠原智史・画
ISBN978-4-323-09086-3　定価660円（税込）

叔母に決められたマリーの婚約者は，乱暴なバンパイア少年ブラッ
ド。マリーはけんめいに，婚礼からにげようとするが…。

魔界屋リリー　白銀のプリンセス
高山栄子・作／小笠原智史・画
ISBN978-4-323-09074-0　定価660円（税込）

魔界の冷たい雪の城から、美しい雪女がやってきた。ぞくりとする
微笑みに、こわい心をひめている…。

魔界屋リリー　バラの吸血美少女
高山栄子・作／小笠原智史・画
ISBN978-4-323-09044-3　定価660円（税込）	

リリーは魔界屋という不思議な店で、バラの花のびんをもらったが、
その正体は？　新シリーズ第１弾！

魔界屋リリー　魔海人魚の恋魔術
高山栄子・作／小笠原智史・画
ISBN978-4-323-09079-5　定価660円（税込）

魔界屋に現れた美少女バイオレットの正体は魔海の人魚。グリーン
に恋心を募らせ、追いかけてきたのだ。

魔界屋リリー　魔界プリンスの誘惑
高山栄子・作／小笠原智史・画
ISBN978-4-323-09065-8　定価660円（税込）

『魔界屋』に魔界の王子が現れた。魔界では悪魔が暴れて大混乱！ 
リリーの力が必要というのだが…。

魔界屋リリー　魔界屋炎上！最後の魔界能力
高山栄子・作／小笠原智史・画
ISBN978-4-323-09067-2　定価660円（税込）

魔界屋が炎上！　悪魔の爆風で「魔物の箱」があき、火の魔物がと
びだした。リリー絶体絶命の大ピンチ！

魔界屋リリー　魔界屋崩壊！最後の戦い
高山栄子・作／小笠原智史・画
ISBN978-4-323-09092-4　定価660円（税込）

飛行星が降った後，魔界人は姿を消し，魔界屋は崩壊していた。魔
界屋の仲間に会いたいリリーは時空を超え魔界へ。感動の完結編！

魔界屋リリー　めざめた魔界霊力
高山栄子・作／小笠原智史・画
ISBN978-4-323-09069-6　定価660円（税込）

魔界屋に魔界霊の少年レイヤがきた！　孤独なレイヤは、リリーの
学校で、イジワル少女ランに見つかり、大ピンチ！

魔界屋リリー SP　ジョー・ウルフの秘密
高山栄子・作／小笠原智史・画
ISBN978-4-323-09089-4　定価660円（税込）

読者キャラ投票で第１位を獲得した，ジョー・ウルフを主人公に書
き下ろしたスペシャル編です！　ジョーの知られざる感動秘話。

ラブ♡偏差値　アイドルと秘密のデート!?
斉藤栄美・作／米良・画
ISBN978-4-323-09082-5　定価715円（税込）

アーヤが公園で出会った男の子は、今をときめくアイドル！　やり
たいことをやろうとアーヤは提案し、二人はデートを楽しむが…。

ラブ♡偏差値　気になる恋のライバル
斉藤栄美・作／米良・画
ISBN978-4-323-09091-7　定価660円（税込）

翔とも優奈とも仲直りできたれんげは､ 翔と親しいりょうのことは
気にしないようにする｡ でも､ りょうがクラスで孤立していて…｡

ラブ♡偏差値　ケンカ友だちは恋の予感!?
斉藤栄美・作／米良・画
ISBN978-4-323-09085-6　定価660円（税込）	

翔への恋をあきらめた優奈は受験勉強に励む。おかげで塾の選抜ク
ラスに上がることになるが、自分の性格を考え、断念することに。

ラブ♡偏差値　恋せよ、女子！
斉藤栄美・作／米良・画
ISBN978-4-323-09097-9　定価715円（税込）

友だちから、両思いの翔への「告白」をすすめられ、戸惑うれんげ。
れんげと翔の恋の行方は……。ラブへんシリーズ完結編！

ラブ♡偏差値　恋って、うつるんですっ！
斉藤栄美・作／米良・画
ISBN978-4-323-09064-1　定価660円（税込）

奏の親友のみゅうが小野寺センパイに恋をして、二人で一緒にセン
パイを追いかけているうちに…。

ラブ♡偏差値　親友が恋のライバル!?
斉藤栄美・作／米良・画
ISBN978-4-323-09068-9　定価660円（税込）

優奈はれんげが好き。翔は、たぶん、れんげが好き。だから、優奈
は自分の気持ちを隠してきたけど、でも…。

ラブ♡偏差値　男子のホンネ
斉藤栄美・作／米良・画
ISBN978-4-323-09094-8　定価715円（税込）

女子が初めての気持ちにときめき，とまどい，悩んでいるとき，男
の子は何を思っているのかな。男心を知りたい女子，必読の１冊！

ラブ♡偏差値　転校生も恋のライバル!?
斉藤栄美・作／米良・画
ISBN978-4-323-09075-7　定価660円（税込）

翔への思いに気づいたれんげ。優奈との友情がピンチ!?　おまけに新
しいライバルまで現れて…。

ラブ♡偏差値　年上のアイツ
斉藤栄美・作／米良・画
ISBN978-4-323-09053-5　定価660円（税込）	

クールで、恋には興味がないようにみえる辻井万稚だけど……。あ
る男子に九年間片思いをしている。

ラブ♡偏差値　はじめての告白
斉藤栄美・作／米良・画
ISBN978-4-323-09078-8　定価660円（税込）

伊織君と上村さんの仲が危ういって、本当!?　一度はあきらめた恋心
だけど…。万稚、どうするの!?

ラブ♡偏差値　初カレは期間限定!?
斉藤栄美・作／米良・画
ISBN978-4-323-09060-3　定価715円（税込）

れんげは男子から初めて告白される。相手は隣のクラスの水沢君。
話したこともないのになんで？

ラブ♡偏差値　初デートはちょいビター !?
斉藤栄美・作／米良・画
ISBN978-4-323-09049-8　定価660円（税込）	

れんげは河野君とはなぜか自然に話せる。遊園地に誘われてＯＫし
たけど、もしかして、初デート!?

ラブ♡偏差値　もしかして初恋!?
斉藤栄美・作／米良・画
ISBN978-4-323-09045-0　定価660円（税込）	

春野れんげは小５の秋に中学受験を決意して、塾に入る。その塾に
は秘密の模擬テストがあるのだ…。

ラブ♡偏差値　元カレ？ 今カレ？
斉藤栄美・作／米良・画
ISBN978-4-323-09100-6　定価660円（税込）

ぶっきらぼうで気のきかない翔と、優しくしてくれる元カレとの間
で揺れるれんげの気持ち。中学生になったれんげと翔の特別編！

ラブ♡偏差値　レンアイ♥トライアングル
斉藤栄美・作／米良・画
ISBN978-4-323-09071-9　定価660円（税込）

優奈の気持ちに気づいたれんげ。優奈の恋を応援しようとするけれ
ど、心がせつないのは……なぜ？

ラブ♡偏差値　レンアイの法則
斉藤栄美・作／米良・画
ISBN978-4-323-09057-3　定価660円（税込）

アーヤは「恋多きオンナ」だけど、 男の子と付き合った経験ゼロ。同
級生のおさぴーが告白してきて…。

霊界教室恋物語①　黒髪の美少女
高山栄子・作／小笠原智史・画
ISBN978-4-323-09095-5　定価660円（税込）

瞳のクラスに陰のある美少年レイが転入してくる。彼には強い霊感
が…。放課後、一人で窓際に立っているのは、いったい誰!? 

霊界教室恋物語②　放課後の音楽室
高山栄子・作／小笠原智史・画
ISBN978-4-323-09098-6　定価660円（税込）

音楽室からピアノの音が聞こえても行ってはいけない。そこには幽
霊がいるから…。少女と憧れの少年の悲しくも美しい思い出の物語。
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ＡＢＣのえほん……………………… 51

ＡＢＣひょう（いもとようこ） …… 52

HELP！キレる子どもたちの ? …… 99

脳力アップ めざせ !

 IQクイズマスター 1 …………… 107

 IQクイズマスター 2 …………… 107

 IQクイズマスター 3 …………… 107

 IQクイズマスター 4 …………… 107

JACPA 子どもがぐんぐん伸びる
 ジュニアサッカー ………………… 113

NHK Eテレ「にほんごであそぼ」
 うなりやベベン　ベベンの紙芝居 39

NHK ノージーのひらめき工房
 ノージーのひまつぶしブック …… 39

SNS炎上 ……………………………… 105

SNSトラブル連鎖 …………………… 105

UFOフィーバー！ ………………… 47

ア

あいうえおカード…………………… 51

あいうえおかるた…………………… 56

あいうえおかるた（ビッグ） ……… 56

あいうえおのえほん
 いきものしゃしん ………………… 51

 おとのでる ………………………… 55

 のりものしゃしん ………………… 51

あいうえおひょう
 アニメ おさるのジョージ ……… 53

 いきものしゃしん ………………… 52

 いもとようこ ……………………… 52

 のりものしゃしん ………………… 52

あいさつ………………………………… 6

アイス マイルーム ………………… 44

青い鳥………………………………… 32

あか、あお、きいろ………………… 44

あかいろうそく……………………… 35

あかずきんちゃん…………………… 31

あかちゃんになったおばあさん…… 29

あかちゃんのおと……………………… 6

赤はな先生に会いたい！…………… 101

明るいほうへ………………………… 68

あさがお……………………………… 17

あした てんきになあれ …………… 42

あしたもあそぼうね………………… 13

あっ！…………………………………… 6

アドベンチャー！ 深海生物めいろブック 58

アナザーヴィーナス………………… 99

あなたがとってもかわいい………… 17

アニメ絵本 稲むらの火 …………… 39

アニメ おさるのジョージ
 かけざん九九ひょう ……………… 53

 とけいえほん　いま なんじ？ … 45

アニメ版 ガラスのうさぎ ………… 84

アニメ版 ちびまる子ちゃん ……… 84

 イタリアから来た少年 …………… 85

 おじいちゃんまる子を甘やか～ … 84

 教育実習の先生の巻 ……………… 85

 小杉みんなによけいな心配をか～ 85

 サッカー少年ケン太の巻 ………… 84

 ヒロシの友情の巻 ………………… 85

 腹話術をやろうの巻 ……………… 85

 まる子 賞状をもらうの巻 ……… 85

 まる子はマラソンがイヤの巻 …… 85

 わたしの好きな歌 ………………… 84

アニメ版 チロヌップのきつね …… 84

アニメ版 つるにのって …………… 84

アニメ版 時をかける少女 ………… 84

アニメ版 ハードル ………………… 84

アニメ版 ハッピーバースデー …… 84

あの日の空は青かった……………… 95

あの山に登ろうよ…………………… 80

アヒル隊長をさがせ！……………… 59

あめがふるときちょうちょうは～… 14

あめのひのトランペット…………… 22

あめふりぼうず……………………… 12

アライグマのあらいくん…………… 72

ありがとう トワイライトエクスプレス 23

ありがとさん………………………… 26

アリの足……………………………… 86

アリババと 40にんのとうぞく …… 32

ありんこのアリー…………………… 17

あるある いるいる ようかいえほん 16

アレルギーって なんだろう？ …… 65

アンドレのひみつ…………………… 27

イ

い～れ～て！………………………… 16

いかだにのって……………………… 42

いきものしゃしん あいうえおのえほん 51

いきものしゃしんあいうえおひょう 52

生き物バトル！ 最強対決めいろブック 58

平和への道 池田大作物語 ………… 96

いそがばまわれ……………………… 37

イソップどうわ……………………… 33

いたずらっこがやってきた………… 46

いただきまーす………………………… 8

いただきます！からの子育て革命… 113

いちごのまき………………………… 62

1ねんせいの せいかつ えじてん … 50

いっしょに あそばへん？ ………… 15

いっすんぼうし……………………… 29

いっぱいかいちゃお！ ジョージとあそぶっく 45

いつまでも ともだち ……………… 15

いつもいっしょに…………………… 25

いつも心の中に……………………… 94

いとしの毛玉ちゃん………………… 20

いなばのしろうさぎ………………… 29

稲むらの火（アニメ絵本） ………… 39

犬たちがくれた音…………………… 100

犬たちをおくる日…………………… 100

命を救われた捨て犬 夢之丞 ……… 100

いもとようこの
 ＡＢＣひょう ……………………… 52

 あいうえおかるた ………………… 56

 ビッグあいうえおかるた ………… 56

 あいうえおひょう ………………… 52

 かけざん九九ひょう ……………… 52

イルカさん ありがとう …………… 43

いろ（アニメおさるのジョージ） … 45

いろ（赤ちゃんえほん） ……………… 7

いろ（ひつじのショーン） ………… 47

ウ

うきうきボート……………………… 43

うさぎちゃん………………………… 12

うさぎのユック……………………… 39

雨情会々報（復刻版） ……………… 113

うしろを歩く者……………………… 103

うそ…………………………………… 21

うたって たたこう！ わくわく
 リズムあそび どうようえほん … 54

宇宙人がいた………………………… 70

宇宙人っているの？………………… 39

宇宙人のいる教室…………………… 78

うちゅうへ いこう ………………… 45

うなりやベベン ベベンの紙芝居 … 39

うみキリン…………………………… 20

うみだ うみだ ……………………… 12

海づりにチャレンジ！……………… 110

うみといきる………………………… 23

うらしまたろう……………………… 29

裏女子会のスパイ !? ……………… 95

占い屋敷と消えた夢ノート………… 97

占い屋敷の夏休み…………………… 97

占い屋敷のプラネタリウム………… 97

うれしい！ おかし・デザート …… 63

うれないやきそばパン……………… 15

ウワサの 学校なぞなぞ …………… 89

うわのそらいおん…………………… 15

うんち…………………………………… 7

うんちはどうしてでるの？………… 66

運命の人はアイツ !? ……………… 95

エ

映画 ひつじのショーン
 ティミーまちへいく ……………… 47

 バック・トゥ・ザ・ホーム ……… 47

 ひつじたち だいとかいへいく … 47

 UFOフィーバー！ ……………… 47

ＡＢＣのえほん……………………… 51

ＡＢＣひょう（いもとようこ） …… 52

えくぼのかよちゃん………………… 40

えさがしえほん さがしてみつけて 45

えさがしブック（ちびまる子ちゃん） 58

SNS炎上 ……………………………… 105

SNSトラブル連鎖 …………………… 105

絵解き 江戸しぐさ ………………… 112

絵本 おこりじぞう ………………… 22

えんぴつびな………………………… 14

オ

おいしいあじのおてつだい………… 64

おいしい！ やさいりょうり ……… 63

おいもころころ……………………… 29

おうち………………………………… 21

おおかみと 7ひきのこやぎ ……… 31

おおきなおおきな木………………… 25

おおきなおおきなねこ……………… 11

おおきなかぶ………………………… 31

おかあさん ありがとう …………… 17

おかあさん だいすきだよ ………… 17

おかあさんといっしょ！
 おとうさんといっしょ！ …………… 7

お母さん取扱説明書………………… 79

お母さんの笑顔が子どもを伸ばす… 112

おかあさんのそばがすき…………… 80

奥薗壽子の子どもの朝ごはん……… 114

奥薗壽子の子どものお弁当………… 114

奥薗壽子の子どものおやつ………… 114

奥薗壽子の子どもの健康ごはん…… 114

奥薗壽子の子どものごはん………… 114

おくちは どーこ ……………………… 7

絵本　おこりじぞう………………… 22

おこる………………………………… 21

おさかな……………………………… 68

おすしのせかいりょこう…………… 23

オタマジャクシは カエルのこ …… 42

おつむ てん てん ……………………… 7

おでかけ版
 恐怖！ おばけやしきめいろブック 59

おでかけ版
 恐怖！ おばけやしきめいろブック
 学校の七不思議 …………………… 59

 地獄めぐり ………………………… 59

 絶叫ゆうえんちへようこそ ……… 59

おでかけ版 のりものしゃしん
 あいうえおのえほん ……………… 51

おてつだいの絵本…………………… 50

おとぎれっしゃ
 しゅっぱつしんこう！ …………… 23

おとなにたたかれたの？ 

 おとながたすけてくれないの？ … 67

おとのでる あいうえおのえほん … 55

おとのでる うたっておどれる
 からだあそびうたえほん ………… 55

おとのでる えいごのうたえほん … 55

おとのでる えいごのてあそびうたえほん 55

おとのでる おやすみこもりうたえほん 55

おとのでる クリスマスのうたえほん 55

おとのでる てあそびうたえほん … 55

おとのでる どうぶつえほん ……… 55

おとのでる どうぶつずかん えいごつき 55

おとのでる どうようえほん ……… 55

音の出る とけいえほんいま なんじ？ 54

おとのでる のりものえほん ……… 55

おともだちになってね……………… 15

おどるカツオブシ…………………… 20

オニたいじ…………………………… 20

おにはそと…………………………… 12

おにはそと！ ふくはうち！ ……… 30
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おねがい♡恋神さま
 裏女子会のスパイ !? …………… 95

 運命の人はアイツ !? …………… 95

 オーディションでライバル対決 … 95

おばあちゃんもこどもです………… 27

おばけの ばけひめちゃん ………… 71

おばけやしきすごろく
 デラックス版 ……………………… 56

おひさまパン………………………… 38

おふろ…………………………………… 7

オペの順番…………………………… 86

覚えておくと一生役に立つ
 わかもとの知恵 …………………… 112

おまかせコックさん………………… 23

おまかせ！ しゅくだいハンター … 71

おまつりたいこえほん……………… 54

おむすびころりん…………………… 28

おもいでの木………………………… 47

おもいやりの絵本…………………… 50

おやすみ おやすみ みんな おやすみ 22

おやゆびひめ………………………… 31

オリンピックせんしゅになりたいな 16

カ

かあさんのこもりうた……………… 25

怪談研究クラブ……………………… 78

 死者の四
タイムリミット

十九日 …………………… 78

怪談日本一周………………………… 59

かいとうセロリとうじょう………… 74

かえってきた ネッシーのおむこさん 72

かえってきた へんしんトンネル … 19

かえってきた まほうのじどうはんばいき 70

かぐやひめ…………………………… 28

かけざん九九ひょう
 アニメおさるのジョージ ………… 53

 いもとようこ ……………………… 52

 すみっコぐらし …………………… 53

かしこいポリーとまぬけなおおかみ 72

かじ どうするの？ ………………… 60

かじをけすじどうしゃ……………… 10

かず（アニメおさるのジョージ） … 45

かず（ひつじのショーン） ………… 47

かずのえほん…………………………… 7

かぜのでんわ………………………… 26

かぜひいちゃった……………………… 8

風を切って走りたい！……………… 96

家族コンプレックス………………… 105

がたごと がたごと しゅっぱつしんこう 38

かたち………………………………… 45

片づけが楽しくなる
 無印良品でつくる子ども空間 …… 112

かちかちやま………………………… 29

がちょうのたんじょうび…………… 35

学校犬バディが教えてくれたこと… 95

がっこうたんけん
 しょうがっこう だいずかん …… 50

学校の七不思議……………………… 59

かっとばせー………………………… 44

金縛り………………………………… 103

カナリーズ・ソング………………… 95

かばた医院のひみつ………………… 79

かみそりぎつね……………………… 30

仮面シンドローム…………………… 105

かもとりごんべえ…………………… 28

からくりにんじゃやしきのなぞ…… 75

ガラスのうさぎ（アニメ版） ……… 84

新版 ガラスのうさぎ ……………… 96

めぐりあい ガラスのうさぎと私 … 96

『ガラスのうさぎ』：未来への伝言… 96

からだのなかはどうなってるの？… 66

からだをさわられたの？ 

 かぞくのけんかがこわいの？ …… 67

かわいい！ おいしい！
 かんたん手作りスイーツ ………… 115

 かんたんハッピースイーツ ……… 115

かわいくかけちゃう！
 カンタン まんがレッスン BOOK 89

かわいそうなぞう…………………… 14

川づりにチャレンジ！……………… 110

感染爆発……………………………… 101

かんたん！ おいしい！
 ジュニアのためのスポーツごはん  115

カンタンかけ算 うたっておぼえる
 九九のうた ＣＤブック ………… 55

かんたん！ かわいい！ ねこ弁 …… 115

かんたん！ たまごりょうり ……… 63

がんばるぞう………………………… 15

キ

きいて よんで かける！
 おとのでる あいうえおのえほん 55

きえたキャベたまひめのひみつ…… 74

ききみみずきん……………………… 29

危険生物すごろく デラックス版 … 56

危険生物めいろブック……………… 58

きけんなドラゴンたいじ…………… 75

奇跡の腕……………………………… 86

奇跡のプレイボール………………… 100

きっときみに届くと信じて………… 99

きつね音楽教室のゆうれい………… 81

きつねとつきみそう………………… 25

きつねとぶどう……………………… 35

キツネのおとうさんが
 ニッコリわらっていいました …… 17

きつねのきんた……………………… 35

きつねのでんわボックス（絵本） … 22

きつねのでんわボックス（童話） … 72

きつねの窓…………………………… 36

きつね山の赤い花…………………… 36

キノコのカミサマ…………………… 79

ギャグ連発 だじゃれなぞなぞ …… 89

キャラクター占い…………………… 107

吸血鬼ドラキュラ城………………… 59

給食がおいしいと評判の
 保育園・幼稚園の人気メニュー … 115

教室 消えない虹 …………………… 94

教室に幽霊がいる !? ……………… 79

きょうのえほん……………………… 26

今日の献立らくらくレシピ
 はじめての子育てごはん ………… 115

きょうは だいじゅうたい ………… 38

恐怖！ おばけやしきすごろく
 デラックス版 ……………………… 56

恐怖！ おばけやしきめいろブック 59

きょうふのおばけやしき…………… 75

恐怖の校内放送……………………… 83

恐竜えほん スピノサウルス ……… 27

恐竜えほん ティラノサウルス …… 27

恐竜えほん トリケラトプス ……… 27

きょうりゅうが学校にやってきた… 72

きょうりゅう島でききいっぱつ…… 75

ぎょうれつラーメンのひみつ……… 74

キラリちゃん………………………… 16

ギリギリかめん……………………… 19

「金の船」第一巻 第一号・第二号 … 113

ク

九九のうた ＣＤブック …………… 55

くっきーだあいすき………………… 13

くつやさんと 10にんのこびと …… 12

くまときつね………………………… 29

くまのこうちょうせんせい………… 25

区立あたまのてっぺん小学校……… 70

ぐる ぐる ぐる ……………………… 12

車いすバスケで夢を駆けろ………… 100

グルメ小学生 

 黄金のカレーライス ……………… 78

 恋の羽根つきギョーザ …………… 78

 パパのファミレスを救え！ ……… 78

グレタ・トゥーンベリ……………… 96

クローンドッグ……………………… 94

くろくまレストランのひみつ……… 81

ケ

ゲームクリエイターになるには？… 109

けが・やけど………………………… 61

けしごむくん………………………… 26

げんきいっぱい！
 ごはん・パン・めん ……………… 63

賢者のおくりもの…………………… 33

けん玉教室…………………………… 110

けんちゃんとトシせんせい………… 73

コ

恋占い＆おまじない………………… 107

こいぬいっぱい
 めちゃカワめいろブック ………… 58

こうつうあんぜん…………………… 61

こうつうあんぜん どうするの？ … 60

こぐまとめがね……………………… 22

心ってどこにあるのでしょう？…… 26

心のおくりびと……………………… 100

心の森………………………………… 94

こども電車…………………………… 94

子どものぎもん事典
 こんなとき、どうする？ ………… 88

ことり…………………………………… 6

ことりとねこのものがたり………… 22

まんがことわざなんでも事典……… 88

ことわざモンスター図鑑…………… 88

こねこいっぱい
 めちゃカワめいろブック ………… 58

このいろなあに………………………… 7

こびとのくつや……………………… 31

コブタくん もうなかないで ……… 38

こぶたのかばん……………………… 38

こぶとりじいさん…………………… 28

こふん時代へタイムスリップ……… 75

コミック ハッピーバースデー上下 98

ごめんなさい！……………………… 27

こりすのおかあさん………………… 35

こりすのはつなめ…………………… 34

ゴリラのパンやさん………………… 12

これはすいへいせん………………… 39

こわい絵本　おいでﾠおいで… …… 39

怖くてふしぎな都市伝説・迷信大事典
 パート１ …………………………… 108

 パート２ …………………………… 108

ごんぎつね…………………………… 34

サ

細菌ホテル…………………………… 40

最後のトキ ニッポニア・ニッポン 100

さいごの一葉………………………… 32

さいしんヘアスタイル……………… 27

斎藤佐次郎・児童文学史…………… 113

サウルスストリート
 エラスモサウルス救出大作戦！ … 79

 大パニック！ よみがえる恐竜 … 79

 タイムトリップ !?　すすめ！　トリケラトプス 79

さかなってなにさ…………………… 11

魚の雨が降ってきた………………… 104

さくら
 原発被災地にのこされた犬たち … 94

サバイバル！ 危険生物すごろく
 デラックス版 ……………………… 56

サバイバル！ 危険生物めいろブック 58

サファリ……………………………… 23

覚めない怖い夢……………………… 103

サル・ウィ・ダンス………………… 44

さるかにがっせん…………………… 28

さるじぞう…………………………… 28

さんしょっ子………………………… 36

サンタクロースっているの？……… 27

3びきのくま ………………………… 31

3びきのこぶた ……………………… 32
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シ

しあわせの王子……………………… 31

しげちゃん…………………………… 20

しげちゃんと じりつさん ………… 20

しげちゃんの はつこい …………… 20

じごくツアーへごしょうたい……… 75

地獄の歩き方………………………… 80

地獄めぐり…………………………… 59

死後の世界を見た !? ……………… 104

じしん・かじ………………………… 61

じしん・つなみ どうするの？ …… 60

しつないあそびの絵本……………… 50

しっぽのつり………………………… 28

しにがみのショートケーキ………… 74

渋谷ギャル店員
 ひとりではじめたアフリカボランティア 96

自分コントロール…………………… 87

自分コンプレックス………………… 105

シマが基地になった日……………… 100

シャーリーのダイエット…………… 46

シャチの贈りもの…………………… 86

ジャックとまめのき………………… 32

シャッターチャンスだ！…………… 44

集合写真……………………………… 102

13階段 ……………………………… 83

12時 05分 15秒 …………………… 103

十二支のはじまり…………………… 30

しゅつどう！ しょうぼうたい …… 16

JACPA 子どもがぐんぐん伸びる
 ジュニアサッカー ………………… 113

ジュニアのためのスポーツごはん  115

小学生まじょと おしゃべりなランドセル 73

小学生まじょと まほうのくつ …… 73

小学生まじょの ふしぎなぼうし … 73

しょうがっこう だいずかん ……… 50

将棋の基本 完全マスター ………… 92

将棋の戦法 完全マスター ………… 92

将棋のルール 完全マスター ……… 92

じょうぶなからだをつくるたべもの 64

昭和の子ども生活絵図鑑…………… 111

ショーンとサッカー………………… 46

ショーンのおみせやさん…………… 46

ショーンのそらのたび……………… 46

ショーンはおおいそがし…………… 46

女子力 UP！ 委員会
 わたしたちの「女の子」レッスン
 はじめての生理ハンドブック …… 110

女子力 UP！ 委員会
 ハッピーになれる美文字レッスン帳 110

しらゆきひめ………………………… 32

しろいせかいへ……………………… 42

白いライオン………………………… 86

シロップ コンコン ………………… 43

深海生物めいろブック……………… 58

新・どの本よもうかな？中学生版
 海外編 ……………………………… 110

 日本編 ……………………………… 110

新版 ガラスのうさぎ ……………… 96

心理テスト＆夢占い………………… 107

心霊写真は語る……………………… 103

ス

スイーツいっぱい
 キラキラめいろブック …………… 58

スウィート・メモリーズ…………… 95

スーフと白い馬……………………… 33

杉原千畝物語………………………… 96

すしのひみつ………………………… 96

すずのへいたいさん………………… 32

すすめ！ うみの きゅうじょたい … 24

すすめ！ きゅうじょたい ………… 24

すすめ！ ゆきの きゅうじょたい … 24

すずめの うんどうぼうし つくります 13

すっぱいのひみつ…………………… 110

捨て犬たちとめざす明日…………… 101

すみっコぐらし
 かけざん九九ひょう ……………… 53

 日本地図 …………………………… 53

3Dアートえほん
 ひみつのちかしつ ………………… 111

 ふしぎなかいだん ………………… 111

セ

税金のちしき………………………… 87

星座＆血液型占い…………………… 107

星座の神話伝説大図鑑（ハンディ版） 111

整理整頓……………………………… 87

せかいちずのえほん………………… 40

世界文化遺産 軍艦島 ……………… 113

絶叫ゆうえんちへようこそ………… 59

セボンちゃん………………………… 16

セロひきのゴーシュ………………… 35

戦国武将 人物甲冑大図鑑（ハンディ版） 111

せんたくびより……………………… 46

せんろはつづく……………………… 24

せんろはつづく すごろく
 デラックス版 ……………………… 56

せんろはつづく どこまでつづく … 24

せんろはつづく まだつづく ……… 24

ソ

そいつの名前はエメラルド………… 78

草原につづく赤い道………………… 113

空色のゆりいす……………………… 36

そらとぶクレヨン…………………… 23

空とぶハンバーガーじけん………… 74

空とぶペンギン……………………… 70

タ

だあれ？ だあれ？ ………………… 11

だいすき！ 人気メニュー ………… 63

大ピンチ！ ミクロのぼうけん …… 75

たいふう どうするの？ …………… 60

太平洋にかける虹…………………… 96

大望遠鏡「すばる」誕生物語……… 100

たこたこ、あがれ！………………… 44

タコヤキオリンピック……………… 75

たこやきマントマン
 うちゅうのぼうけんのまき ……… 21

 クリスマスのぼうけんのまき …… 21

 にぎやかもりのぼうけんのまき … 21

 のんびりおそらのぼうけんのまき 21

 マリンランドのぼうけんのまき … 21

 やさいばたけのぼうけんのまき … 21

ただしいかぞえかたの絵本………… 50

正しい姿勢で元気な体……………… 87

ただしいもちかたの絵本…………… 50

たたられる本………………………… 102

立入禁止……………………………… 102

だっこ だっこ ……………………… 15

たったひとりのともだち…………… 26

たなからぼたもち…………………… 37

たなばたさま………………………… 30

たぬきのおもち……………………… 12

たぬきのちょうちん………………… 34

たのしい！
 おべんとう・パーティーメニュー 63

楽しくおぼえちゃおう！ 

 ことわざモンスター図鑑 ………… 88

たべものちずのえほん……………… 40

たべるのだいすき！………………… 64

たまご…………………………………… 6

たまらんちゃん……………………… 15

だれのおよめさんに…？…………… 26

だれもいない音楽室………………… 83

だれも知らない時間………………… 36

たんぽぽ（荒井真紀ﾠ文・絵）……… 17

たんぽぽ（甲斐信枝ﾠ作・絵）……… 14

たんぽぽのおかあさん……………… 26

チ

ちいさなきいろいかさ……………… 14

ちいさなくれよん…………………… 13

ちいさなたまねぎさん……………… 11

小さな悪い本………………………… 78

 大人はスーパー危険 ……………… 78

チェリーシュリンプ………………… 94

チェンジング………………………… 99

ちはどうしてながれてるの？……… 66

ちびまる子ちゃん（アニメ版） …… 84

ちびまる子ちゃん えさがしブック 58

チャギントン
 かるた ……………………………… 49

 こどもジグソーパズル 1 ………… 49

 こどもジグソーパズル 2 ………… 49

 こどもジグソーパズル 3 ………… 49

 こどもジグソーパズル 4 ………… 49

 たのしいシールブック …………… 49

 やわらかマグネットＡ …………… 49

 やわらかマグネットＢ …………… 49

 わくわくシールブックＤＸ ……… 49

注文の多い料理店…………………… 35

超カンタン けん玉教室 …………… 110

超ふしぎ体験！立体トリックアート
 工作キットブック ………………… 111

 工作キットブック２ ……………… 111

 工作キットブック３ ……………… 111

チロヌップのきつね（絵本） ……… 22

チロヌップのきつね（アニメ版） … 84

チロヌップのきつね（ものがたり） 80

ちんぼつ船のひみつ………………… 75

ツ

つきのうさぎ………………………… 30

次はキミの番かもしれない……
 本当に怖いスマホの話 …………… 110

つぎはわたしのばん………………… 26

つきまとう本………………………… 103

つまって、あふれて………………… 42

つみき…………………………………… 6

つみきだいさくせん………………… 11

つみきでとんとん…………………… 23

つよいちからがでるたべもの……… 64

つり入門
 海づりにチャレンジ！ …………… 110

 川づりにチャレンジ！ …………… 110

つるにのって（アニメ版） ………… 84

つるの家……………………………… 36

つるのおんがえし…………………… 28

テ

てあしくちびょうや ようれんきんって
 どんなびょうき？ ………………… 65

ティミーとあたらしいおともだち… 48

ティミーのおもちゃ………………… 48

ティミーまちへいく………………… 47

デコぬりえⓇ花のおひめさま……… 57

デザインあ かくほん ……………… 40

デザインあ みるほん ……………… 40

てぶくろをかいに…………………… 35

てるてるぼうずと ふりふりぼうず 12

てをつなぐ…………………………… 24

てんこうせいは つばめくん ……… 26

でんしゃ………………………………… 9
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ト

東京まちがいさがし………………… 58

どうしたらいいの？
 じしん・かじ ……………………… 61

どうして かぜをひくの？
 インフルエンザになるの？ ……… 65

どうして
 しょくちゅうどくになるの？ …… 65

どうして
 しんがたコロナになるの？ ……… 65

どうして
 ねっちゅうしょうになるの？ …… 65

どうなってるの こうなってるの … 23

どうぶつの赤ちゃん大集合！
 めちゃカワめいろブック ………… 58

どうろをつくるじどうしゃ………… 10

ドーナツこわい……………………… 42

時をかける少女（アニメ版） ……… 84

とけいえほん　いま なんじ？ …… 45

どこが ながいか わかる？ ………… 11

どこからきたの？ おべんとう …… 24

としょかんの おしごと …………… 43

ドッキリ 暗号・あるなしなぞなぞ 89

ドッグ・シェルター………………… 100

どっちがショーン？………………… 47

トビウオのぼうやはびょうきです… 22

とびだす！ 3Dアートえほん
 ひみつのちかしつ ………………… 111

 ふしぎなかいだん ………………… 111

トマトのまき………………………… 62

トモダチックリの守り人…………… 99

友だちとのつきあい方……………… 87

ともだちはなきむしなこいぬ……… 71

友だちは１／２ゆうれい………………… 79

とらっく………………………………… 9

トラブル旅
ト ラ ベ ル

行社 

 砂漠のフルーツ狩りツアー ……… 79

ドリーム・ギバー…………………… 95

鳥越ＮＯＷ…………………………… 113

どろろんびょういん おおいそがし 13

どろろんびょういん たいへん たいへん 13

どろろんびょういん どっきりどきどき 13

どん！………………………………… 15

ドングリ すくすく ………………… 43

どんぐりと山猫……………………… 35

とんでけとんでけわがままむし…… 14

とんで とんで ……………………… 42

とんとんとん………………………… 20

ドンドン！ わっしょい！あっぱれ
 おまつりたいこえほん …………… 54

どんななきごえ？ おとのでる
 どうぶつずかん えいごつき …… 55

ナ

ないた………………………………… 21

ないた赤おに………………………… 34

ながぐつをはいたねこ……………… 33

なすのまき…………………………… 62

なぜ？ どうして？
 子どもと大人の疑問に答える
 新型コロナウイルス ハンドブック 88

なぞかけどうじょう………………… 21

ナゾとき サイエンス サバイバル
 3年生 虫の王国をすくえ！ …… 79

なぞのゆうかいじけん……………… 74

なにがあっても ずっといっしょ … 71

なにかな なにかな ………………… 12

なにに なりたい？ ………………… 48

ニ

にじいろのしまうま………………… 22

日本語 どっち !? …………………… 110

日本語のうんちく…………………… 90

日本人………………………………… 90

日本地図（すみっコぐらし） ……… 53

にほんちずのえほん………………… 40

日本の行事…………………………… 90

人形の家……………………………… 102

にんぎょひめ………………………… 32

忍者大図鑑 人物・忍具・忍術（ハンディ版） 111

にんじん かりかり かじったら …… 16

ニンジンだーいすき！……………… 43

ネ

ねえ だっこして …………………… 39

ねえ ママ …………………………… 15

ねことねずみ………………………… 29

ねこにこばん………………………… 37

ねこの結婚式………………………… 36

ねこのジョン………………………… 22

ねこのようしょくやさん…………… 16

ねこ弁………………………………… 115

ねこまつりの しょうたいじょう … 78

ねずみとかくれんぼ………………… 46

ねずみのすもう……………………… 29

ねずみのよめいり…………………… 29

ネッシーのおむこさん……………… 72

かえってきた
 ネッシーのおむこさん …………… 72

ネッシーはいるのか？……………… 104

ネットのルールとマナー…………… 87

ネトゲ中毒…………………………… 105

ねむりひめ…………………………… 32

ねらえ ホール・イン・ワン ……… 43

ノ

野うさぎパティシエのひみつ……… 81

野うさぎレストランへようこそ…… 81

ノージーのひまつぶしブック……… 39

乃木坂の怪談………………………… 103

のこりものにはふくがある………… 37

のはらの ひなまつり ……………… 38

のら犬物語…………………………… 80

のりものしゃしん
 あいうえおのえほん ……………… 51

 あいうえおひょう ………………… 52

 かるた ……………………………… 56

呪いの人
ひとがた

形…………………………… 103

ハ

パーティーをしよう………………… 47

ハートボイス いつか翔べる日 …… 99

ハードル 真実と勇気の間で ……… 99

ハードル２…………………………… 99

ハードル３…………………………… 99

ハードル（アニメ版） ……………… 84

ハーメルンのふえふき……………… 33

ばいばい またね ……………………… 6

ばけるニャン かいていのからくりやしき 72

ばけるニャン まほうのほうきレース 72

はしれ！ きかんしゃ まめでん …… 23

はしれクラウス……………………… 14

はしれ！ 小学生まじょ …………… 73

バスにのってはじめてのおつかい… 72

はだかのおうさま…………………… 32

はたらくじどうしゃ………………… 10

はちこう 忠犬ハチ公の話 ………… 14

ハチさんのおうち…………………… 44

はっきり あじがわかるかな？ …… 67

はっきり きこえているかな？ …… 67

はっきり みえているかな？ ……… 67

バック・トゥ・ザ・ホーム………… 47

葉っぱにのって……………………… 70

ハッピー子育て川柳………………… 112

ハッピーになれる 心理ゲーム …… 106

ハッピーになれる 心理テスト …… 106

ハッピーになれる 星座占い ……… 106

ハッピーになれる 誕生日風水 …… 106

ハッピーになれる 手相占い ……… 106

ハッピーになれる トランプ占い … 106

ハッピーになれる 名前占い ……… 106

ハッピーになれる バースデー占い 106

ハッピーになれる 夢占い ………… 106

ハッピーバースデー
 命かがやく瞬間 …………………… 98

ハッピーバースデー（アニメ版） … 84

ハッピーバースデー上下（コミック） 98

ハッピーバースデー（文芸書版） … 98

ハッピー ハッピー バースデー …… 15

パティシエになるには？…………… 109

ハティちゃんの
 いち・に・さん ……………………… 7

 まる・さんかく・しかく …………… 7

ハトさんのおうち…………………… 42

花子さん？ だれそれ？ …………… 83

はなさかじいさん…………………… 28

バナナのまき………………………… 62

ハナミズキのみち…………………… 39

はなよりだんご……………………… 37

ハピ♥かわガール 超かんたん
 キラキラ イラスト ……………… 89

 キラキラ デコ文字 ……………… 89

 キラキラ ノート ………………… 89

 キラキラ プロフ帳＆デコレター 89

浜内千波の親子でうれしい！
 カンタン 1分おうちパン ……… 114

浜内千波のからだにやさしい
 カンタン！子どもの朝ごはん …… 114

浜内千波の子どもがよろこぶ
 野菜レシピ ………………………… 114

はやくちレストラン………………… 16

ハラハラさばくの大レース………… 74

はるかぜのたいこ…………………… 22

はるよ こい ………………………… 43

ハロウィーンの おばけ …………… 44

ハロウィーンのひみつ……………… 38

ハワイへいこう……………………… 43

パンダ（普及版） …………………… 40

パンダのパンやさん………………… 16

パンツ いっちょうめ ……………… 16

ハンディ版 星座の神話伝説大図鑑 111

ハンディ版 戦国武将 人物甲冑大図鑑 111

ハンディ版 忍者大図鑑 …………… 111

ハンディ版 百人一首 人物大事典 … 111

ハンディ版 妖怪大図鑑 …………… 88

ヒ

ぴあのうさぎ………………………… 20

ぴあのうさぎとみみおばけ………… 20

ピーマンのまき……………………… 62

ぴかぴかドキドキ…………………… 20

ピカピカ！ プルル♪
 もしもし スマホであそぼ！ …… 54

光を失って心が見えた……………… 101

光をくれた犬たち 盲導犬の一生 … 101

ひこうき………………………………… 9

ピザがたべたい！…………………… 46

ビジュアル宝石キャラクター図鑑… 88

ぴっかぴカー………………………… 43

ビッグあいうえおかるた
 （いもとようこ）…………………… 56

びっくりかいてんずし……………… 74

ビックリ めいろ・パズルなぞなぞ 89

ひつじたち だいとかいへいく …… 47

ひつじのげいじゅつか……………… 46

ひつじ郵便局長のひみつ…………… 81

ひとり増えてる…　………………… 102

ひとりぼっちのこねこ……………… 13

ひとりぼっちのぞう………………… 73

ピノキオ……………………………… 33

ヒマラヤの光の王国………………… 80

ひまわり……………………………… 17

ひみつのきもちぎんこう…………… 70

ひみつのきもちぎんこう
  かぞくつうちょう できました … 70

100おく円のたからさがし ………… 74
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102ひきのねずみ …………………… 38

まんが百人一首なんでも事典……… 88

百人一首 人物大事典（ハンディ版） 111

病院裏の葬り塚……………………… 102

びょうきからまもってくれるたべもの 64

ひよこ…………………………………… 6

平野レミの
 あかちゃんといっしょごはん …… 115

ピラミッドのなぞ…………………… 74

ひらめきパズル タングラム ……… 57

ビルをつくるじどうしゃ…………… 10

ひろみちお兄さんと楽しく運動力アップ
 �できた！� 7つのステップ …… 113

ピングーをさがせ！………………… 59

びんぼうがみとふくのかみ………… 29

フ

封印された本………………………… 103

風船教室……………………………… 94

ふうせんまってー…………………… 12

�ふがいない自分� と生きる 渡辺和子 112

不可能とは、可能性だ……………… 101

普及版 パンダ ……………………… 40

武器より一冊の本をください……… 96

ふしぎ………………………………… 68

ふしぎな いどうどうぶつえん …… 71

ふしぎなイヌとぼくのひみつ……… 71

ふしぎなカサやさん………………… 17

ふしぎなキャンディーやさん……… 17

ふしぎなタネやさん………………… 17

ふしぎなのらネコ…………………… 71

ふしぎなやまびこしゃしんかん…… 71

ふじさんファミリー………………… 17

二人の王子さま……………………… 80

ふたりはいつもともだち…………… 15

ふね……………………………………… 9

ふゆのおばけ………………………… 11

ブラック・ジャック（アニメ版） … 86

フランダースの犬…………………… 31

ブレーメンのおんがくたい………… 32

プレゼントの木……………………… 26

ふわふわゆびにんぎょうえほん
 おやつは なあに ………………… 57

 なにが すき ……………………… 57

 なにして あそぶ ………………… 57

 はい どうぞ ……………………… 57

文芸書版 ハッピーバースデー …… 98

ヘ

平和への道 池田大作物語 ………… 96

ベタベタかめん……………………… 19

うなりやベベン ベベンの紙芝居 … 39

ベルサイユのゆうれい……………… 27

HELP！ キレる子どもたちの心の叫び 99

勉強が楽しくなるコツ……………… 87

へんしんおてんき…………………… 19

へんしんオバケ……………………… 18

へんしんおんせん…………………… 18

へんしんかいじゅう………………… 18

へんしんかるた　デラックス版…… 56

へんしんカードゲーム
 組み立て式へんしんポスト ……… 57

へんしんクイズ……………………… 18

へんしんコンサート………………… 18

へんしんたんてい…………………… 19

へんしんテスト……………………… 19

へんしんトイレ……………………… 18

へんしんどうぶつえん……………… 19

へんしんとびばこ…………………… 18

へんしんトンネル…………………… 18

かえってきた へんしんトンネル … 19

へんしんバス………………………… 19

へんしんプレゼント………………… 18

へんしんマーケット………………… 19

へんしんマジック…………………… 18

へんしんマラソン…………………… 18

へんしんマンザイ…………………… 18

へんしんレストラン………………… 19

ヘンゼルとグレーテル……………… 32

へんななまえのもの事典…………… 88

ホ

ぼうけんは バスにのって ………… 72

ぼくとかあさん……………………… 25

ぼくの おとうさんと おかあさん … 11

ぼくのはさみ………………………… 11

ぼくは うんてんし ………………… 22

ぼくはおとうさん……………………… 8

ボクものがたり……………………… 25

ぽけっといっぱい……………………… 8

ポケットのなかで・・・ …………… 25

星とたんぽぽ………………………… 68

ほねはどうしてかたいの？………… 66

ほねほねきょうりゅうのなぞ……… 75

ほら、あぶないよ！
 けが・やけど ……………………… 61

ポルターガイスト…………………… 104

本当に怖い あなたのそばの
 怖い話・怖い場所大事典 パート 1 108

 パート２ …………………………… 108

本当に怖いスマホの話……………… 110

ぽんぽんポコポコ……………………… 6

マ

まいにちがプレゼント……………… 26

まえむき よこむき うしろむき …… 23

マグネットパズル　にほんちず…… 40

魔女図鑑……………………………… 38

まじょになりたい…………………… 71

ましろのあさ………………………… 25

また、いる……　…………………… 102

まちのねずみといなかのねずみ…… 31

マッチうりの少女…………………… 31

マナーと礼儀………………………… 87

マネキン人形………………………… 102

魔法がくれた時間…………………… 95

まほうデパート 本日かいてん！ … 71

まほうのあめだま…………………… 36

まほうのじどうはんばいき………… 70

かえってきた
 まほうのじどうはんばいき ……… 70

まほうのバス………………………… 71

まほうのほうせきばこ……………… 72

まほうのゆうびんポスト…………… 70

ママさん小児科医 幸子先生の
 子ども健康お助け BOOK ……… 113

ママもパパも知っておきたい
 よくわかるオチンチンの話 ……… 113

マンガ家・イラストレーターになるには？ 109

まんが慣用句事典…………………… 91

まんが故事成語事典………………… 91

まんがことわざ事典………………… 91

まんがことわざなんでも事典……… 88

まんが百人一首なんでも事典……… 88

まんが四字熟語事典………………… 91

まんがレッスン BOOK …………… 89

ミ

みえなーい！………………………… 43

未確認飛行物体……………………… 104

みかんのまき………………………… 62

ミステリーれっしゃをおえ！……… 75

見てはいけない本…………………… 102

未来をひらく君たちへ……………… 96

ミラクル……………………………… 95

みんな おかえり ……………………… 6

みんなおやすみ・・・ ……………… 25

みんなの きもちが わかるかな？
 おもいやりの絵本 ………………… 50

ム

むいて、むいて、むいて…………… 42

昔話法廷……………………………… 97

昔話法廷 Season2 ………………… 97

昔話法廷 Season3 ………………… 97

昔話法廷 Season4 ………………… 97

むくどりのゆめ……………………… 34

むしばはどうしてできるの？……… 66

無印良品でつくる子ども空間……… 112

メ

めぐりあい ガラスのうさぎと私 … 96

めざせ オリンピック ……………… 44

めだかの王様………………………… 94

メルちゃんのとけいえほん いま なんじ？ 57

モ

もういーいかい………………………… 8

もう いいよったら もう いいよ …… 12

もぐらのほったふかい井戸………… 36

もしもしおかあさん………………… 25

もっと怖くてふしぎな 怪談・都市伝説大事典
 パート１ …………………………… 108

 パート２ …………………………… 108

ものがたり チロヌップのきつね … 80

ももたろう…………………………… 28

森のとしょかんのひみつ…………… 81

モルモットの ちゃもと けだまーず 23

モンスター伝説めいろブック……… 58

ヤ

やさいのおしゃべり………………… 25

ヤダヤダかめん……………………… 19

ユ

ゆうえんちにいく！………………… 48

ゆうかい・まいご どうするの？ … 60

ユーチューバーになるには？……… 109

ゆうびんばこは ねこのいえ ……… 72

UFOフィーバー！ ………………… 47

ゆうれいかいぞくの地図…………… 75

幽霊船からの脱出…………………… 59

幽霊のびんづめ……………………… 103

幽霊ランナー………………………… 94

ゆきのよるに………………………… 30

雪わたり……………………………… 35

ゆびにんぎょうえほん
 おやつは なあに ………………… 57

 はい どうぞ ……………………… 57

 なにが すき ……………………… 57

 なにして あそぶ ………………… 57

ゆめねこ……………………………… 16

ゆめのスカイツリー………………… 39

夢見る犬たち 五番犬舎の奇跡 …… 95
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人名索引（著者・訳者・画家・写真家）

ヨ

夜明けへの道………………………… 95

妖怪商店街…………………………… 59

ようかい先生とぼくのひみつ……… 71

妖怪大図鑑（ハンディ版） ………… 88

妖精のあんパン……………………… 82

妖精のカレーパン…………………… 82

妖精のパン屋さん…………………… 82

妖精のベーグル……………………… 82

妖精のメロンパン…………………… 82

妖精のロールパン…………………… 82

よくつれる！ 超カンタンつり入門
 海づりにチャレンジ！ …………… 110

 川づりにチャレンジ！ …………… 110

よぶこどり…………………………… 34

よみがえれアイボ…………………… 101

読みきかせ大型絵本
 あなたがとってもかわいい ……… 41

 うみキリン ………………………… 41

 おかあさん だいすきだよ ……… 41

 しげちゃん ………………………… 41

 せんろはつづく …………………… 41

 せんろはつづく まだつづく …… 41

 とんとんとん ……………………… 41

 ふしぎなカサやさん ……………… 41

 ふしぎなタネやさん ……………… 41

 へんしんトイレ …………………… 41

 へんしんトンネル ………………… 41

よるの つみきだいさくせん ……… 11

ラ

らくだいおばけがやってきた……… 70

ラブリー♥デコぬりえⓇ
 花のおひめさま …………………… 57

ラプンツェル………………………… 33

ラン ラン ラン ……………………… 43

リ

リア友トラブル……………………… 105

理科室から聞こえる………………… 83

リサイクルは おまかせ …………… 45

りすのきょうだいと ふしぎなたね 81

立体すごろく ゴーストハンターズ 57

立体トリックアート
 工作キットブック ………………… 111

 工作キットブック２ ……………… 111

 工作キットブック３ ……………… 111

りんごのまき………………………… 62

りんご りんご りんご ……………… 42

ル

ルールをまもろう！
 こうつうあんぜん ………………… 61

ル・ルーとばあやのケーキ………… 27

レ

令和元年復刻版
 「金の船」第一巻 第一号・第二号 113

霊を呼ぶ本…………………………… 102

れっつ！ シュート !! ……………… 80

れっつ！ スイミング ……………… 80

れっつ！ ダンス !! ………………… 80

れっつ！ ランニング ……………… 80

恋愛トラブル・ストーカー………… 105

ワ

わかもとの知恵……………………… 112

わすれないで 第五福竜丸～ ……… 14

わたし 小学生まじょ ……………… 73

わたしと小鳥とすずと……………… 68

わるいきんを やっつけろ ………… 45

ワンちゃん だいすき ……………… 44

Ａ to Ｚ

accototo（ふくだとしお＋あきこ） 39

And yu ……………………………… 25

株式会社 BitStar …………………… 109

B・アキヤマ ……………………… 42,44

B・バーベッチ ……………………… 44

C.A.クローンズ ………………… 43,44

derori ………………………………… 109

dokukinoko ………………………… 88

DOMDOM …………………………… 59

KORIRI ……………………………… 16

K-SuKe ……………………………… 79

L・バーンスタイン ………………… 44

L・ワイスガード …………………… 14

MAYUMI …………………………… 100

M・Ｌ・ウィリアムズ ……………… 42

M・ゲアリック ……………………… 14

NHK Eテレ「こころの時代～宗教・人生～」制作班 112

NHK Eテレ「にほんごであそぼ」制作班 39

NHK Eテレ「昔話法廷」制作班 … 97

NHK「オトナへノベル」制作班 … 105

NHK「デザインあ」制作チーム … 40

NHK「ノージーのひらめき工房」
 制作チーム ………………………… 39

NHK「＃もしかして…」制作班 … 67

tupera tupera ……………………… 39

WILLこども知育研究所 …40,50,56,57,

58,59,60,65,67,88,110,115

yun …………………………………… 57

ア

アードマン・アニメーションズ
 　 ………………………………46,47,48

相川　充……………………………… 87

会田博美……………………………… 110

青木和雄…………………………84,98,99

青塚圭一……………………………… 27

赤坂三好……………………………… 14

赤塚きょう子………………………… 96

赤野裕文……………………………… 110

秋里信子…………………………71,73,79

あきやまただし…… 18,19,20,41,56,57

朝倉めぐみ…………………………… 95

淺沼ミキ子…………………………… 39

accototo（ふくだとしお＋あきこ） 39

株式会社ア・ファン………………… 101

あまんきみこ………………………… 13

新井洋行……………………………… 11

荒井真紀……………………………… 17

新井淑則……………………………… 101

ありがひとし………………………… 58

アリマジュンコ……………………… 80

アレッサンドラ・プレジオーシ… 43,44

安房直子…………………………… 22,36

アンディー・ジェインズ…………… 47

アンデルセン……………………… 31,32

And yu ……………………………… 25

あんびるやすこ……………………… 12

アン・フォーサイス………………… 72

イ

飯田千里……………………………… 67

飯森ミホ………………………………… 6

池下育子……………………………… 110

池田圭吾……………………………… 87

池田大作…………………………… 80,96

池田理代子…………………………… 27

いしだたけお……………………… 14,80

石田文子……………………………… 95

石津ちひろ…………………………… 16

泉　なほ……………………………… 25

泉　美智子…………………………… 87

イソップ…………………………… 31,33

市居みか…………………………… 15,16

いちよんご…………………………… 16

いとうみき………………………15,70,71

いとうみく………………………… 72,78

いとう良一…………………………… 23

いぬいとみこ………………………… 22

いぬんこ……………………………… 15

井上正治……………………………… 73

猪川なと……………………………… 40

伊野孝行……………………………… 97

いはら遊……………………………… 112

今泉忠明…………………………51,55,88

今井雅子……………………………… 97

イマセン……………………………… 97

今西乃子………………… 80,94,100,101

いもとようこ… 6,7,8,12,13,25,26,27,28,

29,30,31,32,33,34,35,36,37,51,52,56

岩村和朗…………………………… 13,38

岩室紳也……………………………… 113

ウ

ウィーダ……………………………… 31

ヴィヴィアナ・マッツァ…………… 96

WILLこども知育研究所 … 40,50,56,57,

58,59,60,65,67,88,110,115

ウェッジホールディングス………… 108

上野紀子………………………………7,22

雨情会………………………………… 113

内田玉男……………………………… 88

内田麟太郎…………………………… 12

うっけ………………………………… 95

エ

江頭路子……………………………… 94

江川　清……………………………… 88
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江國香織……………………………… 38

江田ななえ…………………………… 71

NHK Eテレ「こころの時代～宗教・人生～」制作班 112

NHK Eテレ「にほんごであそぼ」制作班 39

NHK Eテレ「昔話法廷」制作班 … 97

NHK「オトナへノベル」制作班 … 105

NHK「デザインあ」制作チーム … 40

NHK「ノージーのひらめき工房」
 制作チーム ………………………… 39

NHK「＃もしかして…」制作班 … 67

海老名香葉子………………………… 40

絵門ゆう子…………………………… 39

エリカ・ザッピー………………42,43,44

エリサ・クレヴェン………………… 38

遠藤美季………………………… 87,110

オ

大井知美……………………………… 89

大社　充……………………………… 100

大島妙子……………………………… 21

大空なごむ…………………………… 72

大野直人…………………………… 57,87

オー・ヘンリー…………………… 32,33

大森いく子……………………… 63,115

小笠原智史…………………………… 78

岡田　潤……………………………… 94

岡田晴恵…………………………… 40,88

岡田昌子……………………………… 12

岡田よしたか………………………… 15

岡部うた子…………………………… 14

岡部　史……………………………… 38

岡本一郎……………………………… 15

オカモト國ヒコ……………………… 97

岡本文良……………………………… 95

岡本美子……………………………… 72

岡本よしろう……………………… 16,21

奥薗壽子……………………………… 114

奥成　達……………………………… 111

奥村かよこ…………………………… 80

奥山眞紀子…………………………… 67

長田恵子……………………………… 99

オ・スギル…………………………… 98

小野崎理香…………………………… 80

小野芳明……………………………… 66

カ

甲斐信枝……………………………… 14

鏡リュウジ…………………………… 106

柿木原政広…………………………… 40

かこさとし…………………………… 35

笠原良郎……………………………… 96

梶　真人……………………………… 113

カシワイ……………………………… 104

柏崎義明……………………………… 27

勝川克志……………………………… 78

加藤初枝……………………………… 115

かとうまふみ………………………… 13

加藤美紀……………………………… 98

かとうようこ………………………… 38

かとそん……………………………… 109

角野栄子……………………………… 72

金子大輔……………………………… 87

金子みすゞ…………………………… 68

かねづかまこと……………………… 23

金原瑞人……………………………… 95

かのうかりん………………………… 22

鎌倉ましろ…………………………… 105

鎌田　歩……………………………… 16

上條さなえ…………………………… 71

神　みよ子…………………………… 63

狩野ふきこ…………………………… 73

カルロ・コッローディ……………… 33

川北亮司……………………………… 92

川下　隆……………………………… 89

河村まゆみ…………………………… 40

かんくろう…………………………… 109

神沢利子……………………………… 38

苅田澄子…………………………… 13,16

かんべじゅんきち…………………… 14

キ

如月かずさ…………………………… 105

北原保雄……………………………… 110

きたやまようこ……………………… 112

NPO法人キドックス ……………… 101

キム・ジュンソク…………………… 79

キム・ソンジン……………………… 79

キム・ソンファ……………………… 40

木村いこ……………………………… 71

木村直代……………………………… 99

キム・リョンオン…………………… 40

キャサリン・ストー………………… 72

キャシー・ウォー………………… 44,45

京谷和幸……………………………… 100

ク

クォン・スジン……………………… 40

柊原礼士……………………………… 79

くさのたき………………………… 22,71

国崎信江…………………………… 60,88

国松俊英……………………………… 100

久保　喬……………………………… 25

久保田克博…………………………… 27

熊谷鉱司……………………………… 72

くめげんいち………………………… 14

グラフィオ……………………… 88,111

クリフ・マクニッシュ……………… 95

グリム……………………………31,32,33

栗山さやか…………………………… 96

クレイグ・ミラー…………………… 43

黒井　健…………………………… 13,39

黒はむ………………………………… 55

桑原博史……………………………… 88

ケ

M・ゲアリック ……………………… 14

K-SuKe ……………………………… 79

ケイト・オサリヴァン…………… 43,44

げみ……………………………… 94,105

ケロポンズ…………………………… 16

コ

小泉晃子……………………………… 72

香坂隆夫……………………………… 66

香山美子……………………………… 12

こさかしげる………………………… 95

こじままもる…………………………9,45

小平桂一……………………………… 100

こだちナツ…………………………… 109

小手鞠るい………………………… 81,94

琴月　綾……………………………… 80

小林伸一郎…………………………… 113

木場由紀子…………………………… 67

コマツシンヤ………………………… 79

小松原宏子…………………………… 79

こやま峰子………………………… 15,22

KORIRI ……………………………… 16

こわせたまみ………………………… 25

こんのひとみ……………………22,25,26

サ

斉藤栄美……………………………… 82

斎藤佐次郎…………………………… 113

齋藤　孝……………………………… 90

佐伯めとろ…………………………… 109

酒井駒子…………………………… 94,95

坂口理子……………………………… 97

さがわゆめこ………………………… 88

さくらともこ………………………… 14

さくらももこ……… 58,61,62,63,84,85

佐古百美……………………………… 57

笹井恵里子…………………………… 101

佐々木マキ…………………………… 38

笹原留似子…………………………… 78

ささめやゆき………………………… 95

貞次郎………………………………… 104

佐藤　卓……………………………… 40

佐藤弘道……………………………… 113

さとうまきこ………………………… 78

佐藤凉子……………………………… 72

さとうわきこ…………………………… 6

真田コジマ…………………………… 94

眞田祥一……………………………… 50

佐野真隆……………………………… 80

サマンサ・マクファーリン………… 43

サラ・ゴメス・ハリス……………… 48

サンエックス………………………… 53

三上空太……………………………… 79

サンドラ・ウィラード……………… 43

シ

シヴォーン・パーキンソン………… 95

ジェニファー・アームストロング… 95

四国五郎……………………………… 22

篠塚かをり…………………………… 13

柴田ケイコ…………………………… 16

四分一節子…………………………… 99

清水さゆり…………………………… 65

清水直樹……………………………… 65

株式会社ジャクパ…………………… 113

ジャスティン・トリー……………… 43

シャルル・ペロー…………………… 33

ジュリー・ティボット…………… 43,44

ジュリー・バーティンスキ………… 43

ジョー・ファロン………………42,43,44

ジョン・ロイ………………………… 43

白井三香子…………………………… 12

城井　文……………………………… 16

しろさめ……………………………… 70

次良丸　忍………………………78,80,95

陣崎草子……………………………… 105

新沢としひこ………………………… 15

シンシア・プラット………………… 45

真珠まりこ…………………………… 16

ス

スカイエマ…………………………… 94

菅野泰紀……………………………… 55

菅原洋平……………………………… 87

杉原厚吉……………………………… 111

杉原弘樹……………………………… 96

杉原幸子……………………………… 96

スコット・グレイ…………………… 43

鈴川ひとみ…………………………… 25

すずきあさこ………………………… 40

鈴木裕之……………………………… 79

鈴木まもる………… 10,23,24,41,56,78

すみもとななみ……………………… 50

セ

せなけいこ……………………… 7,11,12

せべまさゆき…………… 60,64,65,66,67
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ソ

副島賢和……………………………… 101

so品 ………………………………… 109

染谷みのる…………………………… 82

タ

たかいよしかず…………………… 38,54

高木あきこ…………………………… 72

高木敏子…………………………73,84,96

たかすかずみ……………………… 22,72

高瀬のぶえ…………………………… 72

高田ひろお…………………………… 21

高橋うらら……………………… 96,100

髙橋ひとみ…………………………… 67

高橋宏幸…………………………22,80,84

髙橋幹子……………………………… 105

高畠　純……………………………… 96

高濱正伸……………………………… 112

高山栄子…………………………… 71,72

竹内通雅……………………………… 20

竹下文子………………… 23,24,39,41,78

武部本一郎………………………… 14,96

竹脇麻衣……………………………… 95

辰巳　渚…………………………… 50,87

田中一雄……………………………… 66

田中清代……………………………… 39

田中六大……………………………… 70

谷川俊太郎…………………………… 39

谷　俊彦……………………………… 96

田村幸子……………………………… 113

田村正彦……………………………… 80

たんじあきこ………………………… 16

丹地陽子……………………………… 94

ダンノマリコ…………………… 63,115

チ

千坂隆男……………………………… 110

チャック・テイトリー…………… 42,43

長　新太……………………………… 21

陳馨茹………………………………… 38

ツ

塚本やすし…………………………… 15

つじむらあゆこ……………………… 71

津田櫓冬……………………………… 22

つちだよしはる…………… 11,15,72,81

つちやゆきお………………………… 14

筒井康隆………………………… 84,112

常永美弥…………………………… 50,71

tupera tupera ……………………… 39

つぼいじゅり……………………… 15,71

坪田譲治……………………………… 35

鶴見正夫……………………………… 73

テ

デイビッド・ゲッツ………………… 101

手塚治虫……………………………… 86

哲也…………………………………… 38

derori ………………………………… 109

ト

どいまき……………………………… 78

トーマス・フッスング……………… 78

戸川幸夫……………………………… 80

時　すばる…………………………… 79

「時をかける少女」製作委員会 …… 84

dokukinoko ………………………… 88

とげとげ。…………………………… 87

としまかをり………………………… 72

戸田和代…………………………… 22,72

トビー・フォワード………………… 95

富永まい……………………………… 15

DOMDOM …………………………… 59

ナ

直居由美里…………………………… 106

中井常蔵……………………………… 39

永井紀之……………………………… 109

永井秀幸……………………………… 111

長江優子……………………………… 105

なかえよしを…………………………7,22

中尾昌稔……………………………… 15

中川ひろたか…………………… 6,16,21

長崎源之助…………………………… 14

中島和子…………………………71,73,79

ながたはるみ………………………… 111

中田よう子…………………………… 79

長沼　毅……………………………… 39

長野ヒデ子…………………………… 12

中村まさみ……………… 39,83,102,103

中村泰敏……………………………… 21

ナカムラユキ………………………… 95

なかやみわ…………………………… 23

なかようこ………………………… 47,48

ナタリー・キンシー＝ワーノック… 95

ニ

新美南吉…………………………… 34,35

西川おさむ………………………… 72,95

西川美樹……………………………… 95

ニシ工芸……………………………… 51

にしまきかやこ……………………… 14

西村敏雄……………………………… 15

西村秀一……………………………… 101

西村友里……………………………… 97

西本鶏介……………………………… 13

ニック・フォーク…………………… 79

日本けん玉協会……………………… 110

日本子どもの本研究会……………… 110

日本将棋連盟………………………… 92

日本マンガ塾………………………… 89

ヌ

沼田曜一……………………………… 22

ノ

野井真吾……………………………… 87

野口光彦……………………………… 113

野長瀬正夫…………………………… 95

ハ

ハートファクトリー………………… 68

株式会社パイロットコーポレーション 57

バイロン・バートン…………………… 9

はせがわかこ………………………… 38

長谷川知子…………………………… 14

長谷川義史…………………… 6,20,21,41

ハッピーガールズ委員会…………… 89

花形みつる…………………………… 79

馬場国敏……………………………… 94

馬場保仁……………………………… 109

浜内千波……………………………… 114

浜田一男…………………… 80,100,101

浜田かつこ………………………… 79,95

浜田廣介…………………………… 34,35

濱野京子……………………………… 70

濱元隆輔……………………………… 109

はやしちかげ………………………… 38

林　規章……………………………… 40

林　みづほ…………………………… 12

林家しん平…………………………… 40

原田えいせい………………………… 26

原　優子……………………………… 57

ハンス・アウグスト・レイ
  ………………………… 42,43,44,45,53

ヒ

特定非営利活動法人
 ピースウィンズ・ジャパン ……… 100

東山魁夷……………………………… 96

菱田清和……………………………… 110

株式会社 BitStar …………………… 109

日比野光敏…………………………… 96

ひらぎみつえ………………………… 16

平田利之………………………………… 6

平野レミ……………………………… 115

平松恵子……………………………… 15

廣嶋玲子……………………………… 79

フ

ファン・ヨンミ……………………… 94

深蔵…………………………………… 90

深谷圭助……………………………… 91

ふくいてる…………………………… 23

ふくながじゅんぺい………………… 15

ふじさわともいち…………………… 14

藤重ヒカル…………………………… 79

藤田　智……………………………… 62

藤田晋一………………………… 104,108

藤谷立自……………………………… 110

藤田能成……………………………… 104

ふじもとみさと……………………… 70

藤原徹司……………………………… 58

船木妙子……………………………… 104

ブライアン・リー…………………… 57

フランシス・P・チャーチ ………… 27

プリヤ・ギリ・デサイ…………… 42,43

ホ

法嶋かよ……………………………… 50

細川貂々……………………………… 71

ボラナ・グレグ……………………… 44

堀江　卓……………………………… 88

本郷和人……………………………… 111

本條里美……………………………… 89

マ

マーガレット・レイ…… 42,43,44,45,53

マーク・矢崎…………………… 106,107

マーシー・ゴールドバーグ・サックス
 　 ………………………………… 42,43

マイケル・マウラー………………… 44

舞坂ゆき子…………………………… 25

前原政之……………………………… 96

植野正之……………………………… 67
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マグヌス・ミスト…………………… 78

マシュー・ボーマン………………… 43

増井光子……………………………… 40

間瀬なおかた……………………… 22,23

松井京子…………………………… 46,47

松岡たつひで………………………… 23

松下佳紀……………………………… 13

松嶌舞夢……………………………… 97

松永展明……………………………… 65

松原　聰……………………………… 88

松本ジョゴ…………………………… 39

マテウシュ・ウルバノヴィチ……… 94

間所ひさこ…………………………… 13

真鍋和子……………………………… 100

間部香代……………………………… 70

MAYUMI …………………………… 100

マルカム・バード…………………… 38

ミ

みうらかれん………………………… 105

水野ぷりん………………………… 80,99

三田村信行………………………… 74,75

みのもまりか………………………… 87

ミホ・シボ…………………………… 84

みむらくみ子………………………… 110

宮尾和孝……………………………… 79

宮崎芳彦……………………………… 113

宮沢賢治……………………………… 35

宮沢みち……………………………… 106

宮下恵茉……………………………… 105

みやにしたつや………… 6,11,17,38,41

宮本えつよし……………………… 74,75

三好碩也……………………………… 12

ミロコマチコ………………………… 21

ム

むかいながまさ……………………… 72

村田桃香……………………………… 88

室井　滋…………………………… 20,41

メ

株式会社明治………………………… 115

メーテルリンク……………………… 32

モ

もいちくみこ………………………… 15

もぎあきこ…………………………… 16

モニカ・ペレス…………………… 42,44

森あさ子……………………………… 16

森　絵都……………………………… 20

森のくじら………………………… 54,55

もりひさし…………………………… 14

森　冬生……………………………… 106

諸富祥彦……………………………… 88

ヤ

やぎたみこ…………………………… 16

矢口高雄……………………………… 110

やすいすえこ………………………… 11

安井　淡……………………………… 13

柳葉キリコ…………………………… 109

柳原良平………………………………… 6

やなせたかし………………………… 22

やまおかゆか……………………… 56,59

山北めぐみ……………… 42,43,44,45,47

山口　晃……………………………… 112

山口勇子……………………………… 22

山下眞一……………………………… 66

山田花菜……………………………… 72

やまだともこ………………………… 70

山田雄司……………………………… 111

山中翔之郎…………………………… 39

山中龍宏……………………………… 61

山野辺一記…………………………… 71

ユ

yun …………………………………… 57

ヨ

葉　祥明……………………………… 22

よこたきよし……………………25,51,56

横山和江…………………………… 48,57

横山千里……………………………… 96

吉川圭子……………………………… 112

吉田隆子………………………… 64,113

吉田太郎……………………………… 95

吉田尚令……………………………… 39

吉富多美…………………… 72,84,98,99

吉野万理子…………………………… 94

吉原育子…………………………… 79,94

吉村和敏……………………………… 113

米田絵理……………………………… 95

依光　隆…………………………… 95,96

リ

劉貞秀………………………………… 38

里々…………………………………… 109

リン・ポルヴィーノ………………… 42

ル

ルミコ・バーンズ…………………… 55

レ

レイ・ランクフォード…………42,43,44

レザー・サリック………………… 42,44

ロ

ロイス・ローリー…………………… 95

ロテム・モスコヴィッチ………… 42,43

ロン・ホルシー……………………… 44

ワ

ワイルド……………………………… 31

若菜　珪…………………………… 14,72

若松宣子……………………………… 78

和木亮子……………………………… 25

和光堂………………………………… 112

和城伊勢……………………………… 112

渡辺あきお…………………………… 12

渡部泰明……………………………… 111

和田康子……………………………… 110

わらべきみか…………………………… 7

ワン・ステップ………………… 89,107
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絵本『パンダのパンやさん』の，楽しいまちがいさがし＆ぬりえ。コピーして使ってね！

お楽しみコーナー



①お近くの書店でお求めください。ご希望の本が品切れのときは，書店にてご注文ください。
②お近くに書店がない場合は，弊社ホームページで承ります。
　https://www.kinnohoshi.co.jp/

　※お買い上げ金額が，合計5,000円（税込）以上の場合は，配送手数料が無
料となります。合計5,000円（税込）未満の場合は，配送手数料713円（税
込）を頂戴いたします。本の代金（本体価格＋税）＋配送手数料（無料ま
たは713円）は，配送時にドライバーへお支払いください。
　※送料は今後，改定される場合がございます。

③お急ぎの場合，電話，ファクシミリでのご注文もお受けいたします。
　書名・定価・冊数と、ご住所・お名前・電話番号をお知らせください。
　電話03（3861）1861　ファクシミリ03（3861）1507
　●注文を受けてから本が届くまで1～ 2週間かかる場合がございます。また，ご注文の本が品

切れの場合はお届けが遅れることがございますので，お含みください。
　●こちらの目録には，2021年4月現在の税込価格が掲載されています。物価の変動などにより，

一部変わることがございますのでご了承ください。
　●ほかにも，学校，公共図書館のための「おすすめブックガイド」を
ご用意しています。併せてご活用ください。

2021. 6. 03

東京都台東区小島1-4-3　〒111-0056
TEL.03(3861)1861 (代表)　FAX.03(3861)1507

https://www.kinnohoshi.co.jp

至浅草

JR総武線

柳北公園

パン屋
ファミリーマート

西口

浅草橋5丁目

忍岡高校入口

鳥越2丁目

ファミリーマート

ファミリーマート

公園

ファミリー
マート

マンション

A4出口

三
井
ネ
ク
タ
イ

台東区立小島
社会教育館

A2出口

三菱東京UFJ

三菱東京UFJ
クイックコーナー

セブンイレブン松坂屋 多慶屋

駐車場カレー屋

消防署

鳥越神社

蔵前橋通り

左
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門
橋
通
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の
つ
い
た
駅
か
ら
小
社
ま
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〜
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分
で
す

が
最
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駅
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清
洲
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春日通り
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地
下
鉄
銀
座
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地
下
鉄
日
比
谷
線

至
お
茶
の
水

稲荷町
上
野

御
徒
町

仲
御
徒
町

上
野
広
小
路

上野御徒町

秋葉原 浅草橋

台東
2丁目

佐竹通り南口

台
東
4
丁
目

新御徒町 新
御
徒
町

「おすすめブックガイド」ダウンロード可能です→
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