




へいわってすてきだね
安里有生/詩　長谷川義史/絵
定価:本体1,400円＋税　297×214mm　32P
2014/6　ISBN978-4-89309-587-9 C8771

MOE絵本屋さん大賞 第1位
リブロ絵本大賞 第2位
沖縄タイムス出版文化賞 児童部門賞

 第7回

 第5回

 第35回

へいわとせんそう
たにかわしゅんたろう/文　Noritake/絵

「へいわのぼく」と「せんそうのぼく」を見開きで対比
させ、簡潔な言葉とシンプルで力強い線画で構成された
絵本。戦時下に生まれ育った詩人・谷川俊太郎は、戦争
について常に考えてきたと言います。「人間には優劣を
競って、自己確認したいという要求がある。その先天的
ともいえる業のようなものが、戦争の基礎ではないか」。

2013年、当時６歳の安里有生が、沖縄全戦没者追悼式
で自作の詩を朗読する姿が報道され、全国で大きな反響
を呼びました。長谷川義史が与那国島の少年を訪ね、島
を取材し魂をこめて描きあげた絵本。「これからも  ずっ
と  へいわがつづくように  ぼくも  ぼくのできることか
ら  がんばるよ」。沖縄発、平和へのメッセージ。

定価:本体1,200円＋税　185×185mm　32P　
2019/3  ISBN978-4-89309-657-9 C8771

メリーゴーランドベスト絵本 第１位
ブックハウスカフェ大賞 銀賞
MOE絵本屋さん大賞 第５位

図書館員がえらぶ選書センター大賞2022 総合第2位

 2019年

 第3回

 第12回
たにかわしゅんたろう　
1931年、東京都生ま
れ。日本を代表する詩
人。絵本、翻訳、脚本
など幅広く活躍。

Noritake　1978 年、
兵庫県生まれ。イラス
トレーター。広告、書
籍、ファッションなど
国内外で活躍。

安里有生  2007年、沖縄県生まれ。父に伴って
4歳で与那国島に移住。現在は、沖縄市在住。
長谷川義史  1961年、大阪府生まれ。150冊以
上の絵本を発表。独特のタッチとユーモアあふ
れる作風が人気。

ブロンズ 新 社の 平 和をかんがえる絵 本

台湾
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あさとゆうき



かあさんは どこ？
クロード・Ｋ・デュボワ/作　落合恵子/訳
定価:本体1,400円＋税　148×210mm　96P
2013/2　ISBN978-4-89309-556-5 C8771

戦争が町にやってくる
ロマナ・ロマニーシン、アンドリー・レシヴ/作
金原瑞人/訳
定価:本体1,600円＋税　290×214mm　36P
2022/6　ISBN978-4-89309-709-5 C8771

愛に満ちたほのぼのした作風のベルギーの作家クロー
ド・K・デュボワが「戦争と子ども」をテーマに本書を
描くには、少しの勇気と長い時間が必要だったと言い

ます。背景には、第二次世界大戦中、親
と離ればなれになって子どもだけで

数年を過ごした自身の母親の体験が
ありました。日常生活を突然破壊

する戦争やテロ、自然災害は、
子どもたちを否応なく巻き
こみます。過酷な状況下
でも、希望を見失わずに
いたいという優しく強い
メッセージがこめられて
います。

クロード・K・デュボワ  
1960年、ベルギー生ま
れ。本書はあえて白黒
風のタッチでえがいた。

落合恵子  1945年、栃
木県生まれ。作家、子
どもと女性の本専門店
クレヨンハウス主宰。

ウクライナの作家、ロマナ・ロマニーシンとアンドリー・
レシヴは、2014年に勃発したロシアのクリミア侵攻
とウクライナ東部の戦争を体験し、激しい衝撃を受け
ました。同国には戦争をえがいた絵本がなかったため、
子どもたちが理解でき、親子で話しあうきっかけにな
る本をつくろうと、2015年に本書が制作されました。
同年、ボローニャ国際絵本原画展ラガッツィ賞受賞。
ヨーロッパを中心に話題になり、またたくまに世界で
出版され、現在、22言語に翻訳されています。
物語の舞台は、美しい町・ロンド。人々は花を育て、鳥
や草木に話しかけながら楽しくくらしていました。とこ
ろが、ある日突然「戦争」がやってきます。主人公のダー
ンカ、ファビヤン、ジールカは町の人々と団結して、愛
するロンドを暗闇から救いだそうとします…。戦争を体
験した著者がえがく、強くまっすぐなメッセージ。

おなじ月をみて
ジミー・リャオ/作　天野健太郎/訳
定価:本体1,400円＋税　280×210mm　32P
2018/10　ISBN978-4-89309-651-7 C8771

台湾の国民的絵本作家ジミー・リャオが、作家生活20年を記念
して描きおろした1冊。戦争と平和、悲しみと喜び、すべては同
じ空の下で起きていることが淡々と描かれます。傷ついた動物た
ちを手当てする少年ハンハンの優しさは、やがて恐れに立ちむか
う力へと変容していきます。たえまなくくりかえされる暴力、戦
争…そんな状況下で、世界と向きあう勇気を伝えようとした絵本。

ジミー・リャオ  1958年、
台北生まれ。絵本作家、
イラストレーター。翻
訳作品は20言語超。

天野健太郎  1971年、
愛知県生まれ。台湾文
学翻訳家、俳人。2018
年逝去。

（左から）アンドリー・レシヴ、ロマナ・ロ
マニーシン  絵本作家、アーティスト。と
もに1984年生まれ。ウクライナ・リビウ
を拠点に活動する新進気鋭のユニット。

金原瑞人  1954年、岡
山県生まれ。翻訳家。
法政大学社会学部教
授。訳書は600冊超。

Photo  by Chihiro Nezu

Photo  by Chih Yuan Wang Photo  by taitaibooks
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1973年、神奈川県生まれ。これまでにない切り口と発想
で次々と生みだす絵本が読者を魅了しつづけている、注目
の作家。挿絵や装画、スケッチ集なども手がける。第８回

（池田晶子記念）わたくし、つまりNobody 賞を受賞。

Shinsuke Yoshitake

ヨシタケシンスケ

ぼくのニセモノをつくるには
やりたくないことは、ぼくのニセモノのロボ
にやらせよう。ロボは完璧なニセモノになる
ために、いろんな質問をしてきます。自分を
知るって、めんどくさいけど、おもしろい！
定価:本体1,400円＋税　257×205mm　32P
2014/9　ISBN978-4-89309-591-6 C8771

台湾/韓国/英語圏/スウェーデン/スペイン
カタラン/中国/タイ

りんごかもしれない
このりんごは、もしかしたらりんごじゃない
のかもしれない…。物の見方はひとつじゃな
い。「考える」ことを果てしなく楽しめる発
想絵本。ヨシタケシンスケの絵本デビュー作。
定価:本体1,400円＋税　257×205mm　32P　
2013/4　ISBN978-4-89309-562-6 C8771

産経児童出版文化賞 美術賞
こどもの本総選挙 第3位

 第61回

 第1・2回

台湾/韓国/英語圏/オランダ /スペイン/カタラン
フランス/スウェーデン/中国/タイ/チェコ

▶ 学校・公共図書館向けセットは、P.77をご覧ください

このあと どうしちゃおう
おじいちゃんの死後出てきた1 冊のノート。
天国のこと、お墓のこと、死んだらどうなり
たいかがどこか楽しそうに書いてあった…。
新しい「死」への向きあい方を提案した絵本。

定価:本体1,400円＋税　257×205mm　32P
2016/4　ISBN978-4-89309-617-3 C8771

ぼくはいったいどこにいるんだ
道に迷ったら地図を見る。すると自分がいま
どこにいるかがわかる。地図ではいろんなこ
とを表現できる。宝物の地図、いまの気持ち
の地図、未来の地図…。ヨシタケエッセンス
がぎゅっとつまった新しい地図絵本。

定価:本体1,400円＋税　257×205mm　32P
2023/3　ISBN978-4-89309-716-3 C8771

街の本屋が選んだ絵本大賞 第2位
長野県絵本大賞コンテンポラリー部門 大賞

 第4回

 第2回

台湾/韓国/英語圏/中国/タイ

MOE絵本屋さん大賞 第2位
けんぶち絵本の里大賞 大賞

 第12回

 第30回

ころべばいいのに
きらいなひとっているよねえ…。イヤな気持
ち、もやもやした気持ちになったら、どうし
たらいいんだろう？　子どもも大人も共感ま
ちがいなし！  ヨシタケ流こころの処方箋。

定価:本体1,400円＋税　257×205mm　32P
2019/6　ISBN978-4-89309-660-9 C8771

台湾/韓国/英語圏/スペイン/カタラン/中国
タイ

MOE絵本屋さん大賞 第2位
新風賞

 第9回

 第51回

周
年10

しれない刊行
りんごかも

NOW PRINTING
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『りんごかもしれない』と『ぼく
のニセモノをつくるには』のセッ
ト。A5クリアファイル付き。

『このあと どうしちゃおう』と『こ
ろべばいいのに』のセット。A5
クリアファイル付き。

定価:本体2,800円＋税　
270×220×24mm　2021/10　
ISBN978-4-89309-697-5 C8771

定価:本体2,800円＋税
270×220×24mm　2021/10　
ISBN978-4-89309-698-2 C8771

かもしれないボックス どうしちゃおうボックス

1955年、東京生まれ。特別支援学校教諭を経て、絵
本作家としてデビュー。子どもの目線にたったテーマ
と、ほのぼのとした画風と童歌のリズムにあわせた言
葉遊びが圧倒的な人気を集めている。2009年、急逝。

Hiroshi Kagakui

かがくいひろし

357万部

「だ・る・ま・さ・ん・が…」右に左にゆらゆら
ゆれるだるまさん。ページをひらくと、あらら、
びっくり！ だるまさんが次々と姿を変えて登場。
読みきかせに大人気の、泣く子も笑う絵本！

定価:本体850円＋税　175×175mm　20P
2008/1　ISBN978-4-89309-431-5 C8771

だるまさんが

MOE絵本屋さん大賞 第4位
メリーゴーランドベスト絵本 第1位
この絵本が好き！ 国内絵本 第2位
この本よかっ！！ 第2位

 第1回

 2008年

 2009年

 第2回

中国

もう ぬげない
ぼくのふくがひっかかってぬげなくなって、もうどれくら
いたったのかしら。ずっとこのままだったらどうしよう…。
定価:本体980円＋税　175×220mm　28P
2015/10　ISBN978-4-89309-609-8 C8771

ボローニャ・ラガッツィ賞
［フィクション部門］ 特別賞

 2017年

台湾/韓国/英語圏/フランス/イタリア
スペイン/フィンランド/中国/タイ

ねぐせのしくみ
どうして毎朝、こんな頭になっちゃうのかな？　ねている
間に、あんなことやこんなこと、されてるのかもね⁉
定価:本体980円＋税　175×220mm　28P
2020/7　ISBN978-4-89309-675-3 C8771

けんぶち絵本の里大賞 大賞
TSUTAYAえほん大賞 第2位

 第31回

 第1回

こねて のばして
こねて、のばして、またこねて…。リズミカルで読みやす
く親子で楽しめるスキンシップ絵本。ねる前にもおすすめ！

けんぶち絵本の里大賞 びばからす賞 第28回

定価:本体980円＋税　175×220mm　28P
2017/10  ISBN978-4-89309-637-1 C8771

韓国/台湾/中国/タイ

台湾/韓国/中国/タイ

周
年15

刊行
だるまさんが

ギフトボックス・発想えほんシリーズ
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いたずら紅白まんじゅうが、あんな子やこん
な子と、おしくらまんじゅう！ こんにゃく、
なっとう、ゆうれいまで登場します！ おさ
れて、ふん。さてさて、みんなどうなる～？

たこさん、まめさん、ソフトクリームさん、
トイレットペーパーさん。おふとんをかけた
らどんなねぞうになるかな？ おやすみ前に
親子でおふとんにくるまって読みたい絵本。

定価:本体5,500円＋税
375×375mm　20P　2010/5
ISBN978-4-89309-501-5 C8771

定価:本体5,500円＋税
375×375mm　20P　2010/12
ISBN978-4-89309-513-8 C8771

定価:本体6,000円＋税
375×470mm　28P　2019/11
ISBN978-4-89309-666-1 C8771

定価:本体5,500円＋税
375×375mm　20P　2011/11
ISBN978-4-89309-531-2 C8771

定価:本体5,500円＋税
375×375mm　24P　2019/11
ISBN978-4-89309-665-4 C8771

※大型絵本は、すべて買切商品です

おしくら・まんじゅう

定価:本体2,550円＋税
2009/9　ISBN978-4-89309-481-0 C8771

だるまさんが・だるまさんの・だるまさんと
3 冊化粧ケース入り

大型絵本 だるまさんが

大型絵本 だるまさんの

大型絵本 おしくら・まんじゅう

大型絵本 だるまさんと

大型絵本 おふとん かけたら

おふとん かけたら

定価:本体850円＋税　175×175mm　24P
2009/10　ISBN978-4-89309-483-4 C8771

この本よかっ！！ 第2位
MOE絵本屋さん大賞 第8位
リブロ絵本大賞 第4位

 第3回

 第3回

 第1回

定価:本体980円＋税　175×220mm　28P
2009/5　ISBN978-4-89309-470-4 C8771

この本よかっ！！ 第7位
MOE絵本屋さん大賞 第8位

 第3回

 第2回

保育現場で大人気

プレゼントにぴったり！

256万部

万部256

変幻自在のだるまさん。こんどはなにを見せてく
れるかな？ めがねをはずすと…？ 手ぶくろをは
ずすと…？ さいごは、あれれ？ページをめくる
たび笑い声がはじける愉快なファーストブック！

定価:本体850円＋税　175×175mm　20P
2008/8　ISBN978-4-89309-447-6 C8771

だるまさんの

いちごさん、ばななさん、めろんさん。だるまさん
のおともだちが登場！ 「ぺこっ」「ぽにん」「ぎゅっ」
と、声に出して、まねっこしよう！ だるまさんと
いっしょにみんなで遊べるかわいくて楽しい1冊。

定価:本体850円＋税　175×175mm　20P
2009/1　ISBN978-4-89309-452-0 C8771

だるまさんと

中国

中国

かがくいひろしさんの原画展、2023年より開催決定！

（ 8月1 　4日展示替え）

イルフ童画館
〒394-0027
長野県岡谷市中央町2-2-1

花巻市博物館
〒025-0014 
岩手県花巻市高松26-8-1

以降、高知会場、兵庫会場に巡回予定。

6 月15日 9 月16 日木 土

9 月30日 12月24日土 日

2023年 巡回スケジュール
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Noritake Suzuki

鈴木のりたけ
1975年、静岡県生まれ。グラフィックデザイナー
を経て絵本作家になる。「しごとば」シリーズでは、
50職業を超える現場を丹念に取材。軽快なトーク
で親子を魅了する「しごとば」講演会も全国で開催。

しごとへの道 1
パン職人  新幹線運転士  研究者
自分のしごとを見つけるまでの紆余曲折、人
生を変えた人や言葉との出会い…。丹念な取
材から生まれたコミックじたての新しい読み
物。「読むしごとば」新シリーズ第 1 弾。

定価:本体1,300円＋税　210×148mm　192P　
2023/1　ISBN978-4-89309-714-9 C8093

しごとば 美容師／新幹線運転士／すし職人／自動車整
備士／木のおもちゃ職人／革職人／歯医者／
パティシエ／グラフィックデザイナー

しごとの現場が絵本に
なった！ 思わずのぞい
てみたくなる職業の「し
ごとば」が大集合！ 迫
力ある見開きページと、
細部にまで遊び心をちり
ばめた、シリーズ第1弾。

台湾/韓国/中国

定価:本体1,700円＋税　288×224mm　40P　
2009/3　ISBN978-4-89309-461-2 C8771

2010年

第2回
この絵本が好き！ 国内絵本 第3位
MOE絵本屋さん大賞 第3位

厚生労働省 社会保障審議会推薦 児童福祉文化財

Noritake Suzuki

鈴木のりたけ

▶ 学校・公共図書館向けセットは、P.77をご覧ください

やっぱり・しごとば
厩
きゅうむいん

務員／プロサッカー選
手／恐竜学者／プログラ
マー／探検家／オーケス
トラ団員／料理研究家／
吹きガラス職人／医師

定価:本体1,700円＋税　288×224mm　40P
2020/2　ISBN978-4-89309-670-8 C8771

中国台湾/中国

定価:本体1,700円＋税288×224mm　40P
2014/5　ISBN978-4-89309-583-1 C8771

もっと・しごとば
花火師／客室乗務員／和
菓子職人／特殊メイク
アップアーティスト／水
族館飼育員／幼稚園教諭
科学者／水産加工員／パ
ン職人

韓国/中国

しごとば・東京スカイツリー®

設計士／鉄工員／現場監督と職人／クレーンオ
ペレーター／照明コンサルタント／エレベー
ター工／地元の人びと／広報
定価:本体1,800円＋税　288×224mm　48P　
2012/4　ISBN978-4-89309-542-8 C8771

小学館児童出版文化賞第62回

歴史的大プロジェクトを2
年半かけて取材。スカイ
ツリー完成までの建築過
程やタワーのひみつも満
載。大解剖図付き。

続々・しごとば
消防隊員／米農家／僧侶
女優／新聞記者／客船船
長／大工／看護師／教師

続・しごとば
プロ野球選手／ファッ
ションデザイナー／漫画
家／獣医師／考古学者／
書店員／とうふ職人／花
屋／宇宙飛行士

定価:本体1,700円＋税　288×224mm　40P　
2010/1　ISBN978-4-89309-489-6 C8771

リブロ絵本大賞 第3位第1回

台湾/韓国/中国

定価:本体1,700円＋税　288×224mm　40P　
2011/1　ISBN978-4-89309-509-1 C8771

台湾/韓国/中国
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おでこはめえほんシリーズ

たべもんどう
たべものたちが、問題を出すよ！ だじゃれ、
回文、 早口言葉、 さがし絵も。絵と言葉の
トリックは、もんどう無用のおもしろさ！ 
子どもも大人もおなかいっぱい遊べる絵本。

ケチャップマン
自分にしかできないなにかをさがすうちポテ
トフライの専門店ではたらくことになったケ
チャップマン。ひたすらポテトをあげる日々。
そんなある日、トメイト博士があらわれて…。

定価:本体980円＋税　175×220mm　28P
2015/6　ISBN978-4-89309-604-3 C8771

MOE絵本屋さん大賞 第7位
リブロ絵本大賞 第3位

 第8回

 第6回

定価:本体980円＋税　175×220mm　28P
2015/11　ISBN978-4-89309-610-4 C8771

お母さん大学こどもぼん関西絵本大賞 
第2位

 第1回

韓国

シリーズ第２弾の舞台は、はくぶつかん！ カンブリア紀
のアノマロカリスに、白亜紀のトリケラトプス、クレオ
パトラに、ヴィクトリア朝の貴婦人、現代に近づいて特
急電車まで。世界中から集めた名品珍品になりきろう !

はなよめとはなむこのけっこんしきに集まってきたの
は、かいぞくに、じょおうさま。マハラジャ、すし職
人、おまけに宇宙人も！ 子どもも大人も大もりあがり、
大笑いできる、とびきりゆかいなシリーズ第1 弾。

定価:本体1,200円＋税　195×175mm　22P
2018/6　ISBN978-4-89309-646-3 C8771

おでこはめえほん② はくぶつかん

おでこはめえほん① けっこんしき

みんなでたのしく大変身！ インスタグ
ラムでフォトコンテストを開催し、たく
さんの方からご応募をいただきました。 Instagram

定価:本体1,200円＋税  195×175mm　22P
2017/11  ISBN978-4-89309-638-8 C8771

MOE絵本屋さん大賞 第5位 第11回

亀山達矢と中川敦子によるユニット。抜群のデザ
インセンスと色彩感覚で、絵本やイラストをはじ
め、工作、ワークショップ、舞台美術、テレビ番
組のアートディレクションなど幅広く活動している。

ツペラ ツペラ

tupera tupera

こんどはねずみさんのパンツがなくなっちゃった⁉ し
ろくまさんといっしょにさがしにいこう。あんなパンツ
やこんなパンツ、ぼくのはどこにあるのかなあ。パンツ
をぬがしてから読む型抜きしかけ絵本、待望の第2弾！

定価:本体1,300円＋税　220×130mm　32P　
2022/8　ISBN978-4-89309-710-1 C8771

ねずみさんのパンツ
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みんなハートをもっている！ にわとりのト
サカ、女の子のリボン、かにのはさみ。小さ
いハート、大きいハート、いろんなハートが
ちりばめられているよ。ハッピーな絵本。

しましまじまは、今日もしましま。しまおく
んは、年に一度のしましまじまん大会に参加
します。パンやのしまざきさんも、とこやの
おかじまさんも、みんな朝から大はりきり！

定価:本体800円＋税　170×155mm　24P　
2014/1　ISBN978-4-89309-579-4 C8771

定価:本体1,500円＋税　272×215mm　32P
2006/4　ISBN978-4-89309-380-6 C8771

どこどこハート

色とりどりの紙を使ってえがかれたコラージュ作品。春
夏秋冬ずらりと並ぶ14本の木。こんもり、びっしり、
はらり…と言葉遊びも素敵。読んで飾れるジャバラ絵本。

定価:本体1,400円＋税　280×125mm　26P
2011/2　ISBN978-4-89309-506-0 C0771　経本折製本・ケース入り

木がずらり

色あざやかなジャバラ絵本。すいすい、ぷかぷか、ごぼ
ごぼ…魚や人やいろんな動物たちがわんさか！ めくっ
て、広げて、飾って、インテリアとしても楽しめる絵本。

定価:本体1,400円＋税　280×125mm　26P
2011/2　ISBN978-4-89309-507-7 C0771　経本折製本・ケース入り

魚がすいすい

しましまじま

英語圏

わたしのかわいいあかちゃん。にこにこ、にっこり、い
いおかお。あらあら、泣いちゃった。やっぱりおなかが
すいたのね。誰もがおかあさんになれるまんまる絵本。

あかちゃん

フランス/スペイン/イタリア/ドイツ/英語圏

定価:本体1,200円＋税　φ195×200mm　22P
2016/3　ISBN978-4-89309-616-6 C8771

 パブリッシャーズウィークリー・ベストブック2017 絵本

この本に登場するのは、みんなあなたのともだちです。
文中の□にすきな言葉を入れて、ともだちをしょうかい
してみてね。ページをめくって頭や足を上下に引き出す
と、おすわりもできる、世にもめずらしいしかけ絵本。

定価:本体1,500円＋税　210×160mm　56P　
2019/9　ISBN978-4-89309-662-3 C8771

ともだち しょうかい しようかい

しろくまさんが、パンツをなくして困っているよ。しまし
まのパンツ、かわいい花がらのパンツ、へんてこりん
な水玉パンツ。どれがしろくまさんのパンツかな？ 世界
初 !? パンツをぬがしてから読む、型抜きしかけ絵本。

しろくまの赤いパンツが、まぶしい金箔のモノグ
ラムデザインで登場しました。刊行10周年を記
念した期間限定のスペシャル企画です。さらに、
パンツ絵本第２弾として『ねずみさんのパンツ』
が刊行されました。読者キャンペーンでは、しろ
くまとねずみさんの2種類のオリジナル巾着が、
抽選で1,000名の方にプレゼントされます。
※2023年1月31日応募締切

裏面もかわいい
プリント付き

定価:本体1,400円＋税　297×180mm　32P　
2012/9　ISBN978-4-89309-547-3 C8771

しろくまのパンツ

 第6回

 第18回

 第2回

 第4回  

 マルセイユこどもの本大賞2014 グランプリ

MOE絵本屋さん大賞 第3位
日本絵本賞 読者賞【山田養蜂場賞】
静岡書店大賞児童書新作部門 第2位
リブロ絵本大賞 第5位

韓国/フランス/台湾/英語圏/ドイツ/オランダ
イタリア/スペイン/カタラン/スウェーデン/中国

『しろくまのパンツ』刊行10周年！
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たまごのはなし

いちじくのはなし

ある日とつぜん目をさましたたまご。はじめて歩き、は
じめて話す。マシュマロを起こしてキッチンの台をお
り、探検にでかけます。読めば読むほど引きこまれる、
ふしぎなお話を３話収録。注目の絵本作家初の絵童話！

キッチンでひらかれることになったいちじくのお話会。
胸おどる冒険物語に仲間たちは大もりあがり。でも、た
まごとマシュマロだけは、半信半疑で耳を傾けていて
…？　子どもも大人も夢中の幼年童話、待望の第2弾！

定価:本体1,100円＋税　210×148mm　48P　
2021/2  ISBN978-4-89309-683-8 C8093

定価:本体1,100円＋税　210×148mm　48P　
2023/2  ISBN978-4-89309-715-6 C8093

TSUTAYAえほん大賞 第2位
MOE絵本屋さん大賞 第2位
ブラチスラバ世界絵本原画展 金牌
日本絵本賞 大賞

 第2回

 第14回

 第28回

 第27回

わたしのかみがた

あのこ

わたしのかみがたについておはなしします。ぼうしをと
ると、どんなかみがたか、想像してみて。わたしは、こ
のかみがたがとっても気にいってるの。なぜかっていう
とね…。思いがけないかみがたの、そのわけは…！

トントン。小さな「あのこ」はいつも小さな窓からやっ
てくる。小さなラッパ、小さなおさかな…小さなお土産
をもって。みんな心の中に「あのこ」がいて、あなたも
誰かの「あのこ」かもしれません。愛おしい絵本。

定価:本体1,300円＋税　210×200mm　28P
2021/6　ISBN978-4-89309-692-0 C8771

定価:本体1,300円＋税　210×200mm　24P
2022/9　ISBN978-4-89309-708-8 C8771

1969年、長野県生まれ。多摩美術大学卒
業後、デザイン会社を経て銅版画の制作を
始める。『きょうはマラカスのひ』（福音館
書店）で第19回日本絵本賞大賞受賞。

Tomomi Hikatsu

樋勝朋巳
1987年、千葉県生まれ。女子美術大学工芸学
科陶コース卒業。背景美術制作会社勤務を経て
絵本制作を始める。作品に『やねうらべやのお
ばけ』『さかなくん』（ともに偕成社）などがある。

しおたにまみこ
Mamiko Shiotani

韓国/台湾/中国 好評発売中。LINEストアで検索！
たまごのはなし LINEスタンプ

ようちえん絵本大賞 第13回
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C O L U M N  1

国際出版受賞続 ！々

『たまごのはなし』第28回ブラチスラバ世界絵本原画展（BIB 2021）金牌受賞 ブロンズ新社では、海外出版に積極的にとりくんでいます。2004年から
ボローニャ国際ブックフェアに単独ブースを構え、各国の出版社とミー
ティングを重ね、たくさんの絵本を世界へ広げてきました。しかし、新
型コロナウイルスの世界的感染拡大を受け、2020年以降ブックフェアへ
の出展はオンラインに限定されることに。海外印刷所への立ちあいにも
行けず厳しい状況下にありました。それでも2022年は、続々と新規契約
が決まり、タイやチェコなど新しい言語圏の出版社も仲間入りしました。
2023年に10周年を迎える『りんごかもしれない』の翻訳版は11言語へ
増加、BIB金牌受賞作『たまごのはなし』は、早くも3言語の翻訳が決ま
り、日本を飛びだし新たな世界でたくさんの子どもたちを魅了しています。

韓国版に続き、台湾版も決まった
『はるのワンピースをつくりに』と
『あきのセーターをつくりに』。

『たまごのはなし』海外版
第 1 号の韓国版。台湾、中
国での出版も決定。

チェコ版とタイ版が加わ
り、重版も順調な『りん
ごかもしれない』。

優れた出版活動を行っている出版社を顕彰する梓会出版文化賞の新聞社学
芸文化賞特別賞を小社が受賞しました。梓会出版文化賞は、出版界と読
書文化の復興を目標に活動する一般社団法人出版梓会が、1984年より開
催しているものです。小社創立40周年の節目に嬉しい受賞となりました。
今後もよい本をつくり続けていきます。

第19 回出版梓会 新聞社学芸文化賞特別賞受賞

BIBは、スロバキアの首都ブラチスラバで1967年から隔年で開催されて
いる世界最大規模の絵本原画コンクールです。2021年、しおたにまみこ
さんの『たまごのはなし』が「金牌」を受賞しました。新型コロナウイ
ルスの影響で現地の授賞式には参
加できませんでしたが、2022年
4月にスロバキア大使館で贈賞式
を開催していただきました。駐日
スロバキア大使のマリアン・トマー
シク氏より、しおたにさんにトロ
フィーと賞状が贈られました。

金牌を受けとり笑顔のしおたにさん

『たまごのはなし』第27回日本絵本賞大賞を受賞

日本国内で1年間に出版された絵本の中から、
特に優れた絵本に授与される日本絵本賞大賞。
第27回目となる今回は、2021年1月から12
月までに刊行された絵本のうち、全国学校図
書館協議会で選定した新刊絵本989点のなかか
ら、『たまごのはなし』が大賞を受賞しました。

贈呈された盾
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定価:本体2,550円＋税
ISBN978-4-89309-307-3 C8771

スプーンさん／コップちゃん／くつしたくん
3 冊化粧ケース入り

スプーンさん、とことこ。スプーンさん、ぴょんぴょんぴょーん。
すべり台、かいだんのぼって、しゅーっ。みんなでダンス、ダンス！ 
ヨーグルトをすくったら、さいごは誰のお口にいくのかな？

定価:本体850円＋税　160×160mm　26P
2003/8　ISBN978-4-89309-300-4 C8771

スプーンさん

きいろいくつした、たたた。あかいくつした、ととと。なかよしくつ
したは、ブランコやシーソー、ジャングルジムで遊びます。あ、う
さぎさんの耳にもくつしただ！ 色あざやかでキュートな絵本。

定価:本体850円＋税　160×160mm　26P
2003/8　ISBN978-4-89309-302-8 C8771

くつしたくん

コップちゃん、こんにちは。おなまえは？ いくつ？ コップちゃん、
いないいない、ばぁ！ あかちゃんがよく耳にするフレーズをリズ
ミカルにくりかえして、さいごはジュースでカンパーイ！　

定価:本体850円＋税　160×160mm　26P
2003/8　ISBN978-4-89309-301-1 C8771

コップちゃん

フランス/台湾ファーストブックシリーズ

定価:本体2,550円＋税
ISBN978-4-89309-338-7 C8771

ふねなのね／バスなのね／おうちなのね
3 冊化粧ケース入り

大きな箱をもってきたら、ふねなのね。そこには川がながれてる！ 
すいすいすい。わにくんといっしょに、大きな波をこえたら大冒険
のはじまり！ ごっこ遊びの世界がぐんぐん広がる楽しい絵本。

定価:本体850円＋税　160×160mm　26P
2004/9　ISBN978-4-89309-334-9 C8771

ふねなのね

いすをならべて、バスなのね。発車しまーす、ブッブー！ おりるか
たは、知らせてね。うさぎがのって、くまがおりて、ねこの親子が
のってきました。ブッブー、ブッブー、バスってすごく楽しいね！

定価:本体850円＋税　160×160mm　26P
2004/9　ISBN978-4-89309-333-2 C8771

バスなのね

じめんの上にしかくを描いたら、そこはもうおうちなのね。ごはん
をつくって食べたら、お買いものにでかけてきまーす！ あれ、雨？ 
きゃー、かみなり！ ごっこ遊びの想像世界をえがいた絵本。

定価:本体850円＋税　160×160mm　26P
2004/9　ISBN978-4-89309-332-5 C8771

おうちなのね

フランス/台湾なのねシリーズ

100%orange

100%ORANGE

Hirotaka Nakagawa

中川ひろたか
文/中川ひろたか
1954年、 埼 玉 県 生
まれ。絵本作家、詩
人。リズミカルで軽
快なお話が人気。シ
ンガーソングライ
ターとしても活躍。

絵/100%ORANGE
及川賢治と竹内繭子
のユニット。絵本作
品のほか、イラスト
レーション、漫画、
アニメーション制作
など幅広く活躍中。

周
年20

シリーズ刊行

20 21



Mutsumi Ishii Aiko Fukawa

石井睦美
作家。あたたかく、懐にはいってくる
美しい言葉に定評がある。児童文学や
絵本の翻訳、小説など多数手がけている。

春かぜにさそわれて、さきちゃんは森の小さな仕立て屋
さんに向かいます。とっておきのワンピースをつくるの
です。もようやボタン、ポケットやえりのかたちを決め
て…。さて、どんなワンピースができるのでしょう？

はるのワンピースをつくりに

定価:本体1,300円＋税　230×195mm　32P
2018/2　ISBN978-4-89309-641-8 C8771

韓国/台湾

雪のふる、しずかな朝。さきちゃんは昔おかあさんが着
ていた赤いコートを、ミコさんに仕立てなおしてもらう
ことにしました。さあ、どんなコートができるでしょう
か。クリスマスのモチーフもたっぷりの冬のおはなし。

ふゆのコートをつくりに

定価:本体1,300円＋税　230×195mm　32P
2022/10　ISBN978-4-89309-711-8 C8771

絵本作家、イラストレーター。広告、
雑誌などでも活躍。グッズの制作や個
展など、国内外から注目されている。

仕立て屋のミコさんが編んでくれるのは、リスのすり
ちゃんのセーター。小さくなってしまったおきにいりを
編みなおしてもらうのです。四季のうつろいと、特別な
服をつくってもらう喜びをえがくおようふく絵本第２弾。

あきのセーターをつくりに

定価:本体1,300円＋税　230×195mm　32P
2019/9　ISBN978-4-89309-663-0 C8771

韓国/台湾

布川愛子
1945 年、東京都生まれ。絵本作家。子どもか
ら大人まで幅広いファンを持ち、著作は400冊
近い。海外で150タイトル以上が翻訳出版され
ている。世界中で読まれている作家。

Gomi Taro

五味太郎

らくがき絵本 五味太郎 50%
「らくがきこそが絵のはじまり」と、五味太
郎がらくがきワールドにご案内。30年以上
にわたり世界中で大人気のシリーズ第１弾。

定価:本体2,233円＋税　297×210mm　368P
1990/2　ISBN978-4-89309-019-5 C8071

らくがき絵本 PART2 五味太郎 25%
親子やきょうだい、ともだちや恋人同士で
いっしょにらくがき！ ふたりで描けば楽しさ
も倍増です。子どもたちの絵の成長記録にも。

定価:本体2,233円＋税  297×210mm　368P
1992/4　ISBN978-4-89309-048-5 C8071

特別版 らくがき絵本 
えんぴつ付セット
五味太郎特製の４本のえんぴつが付いた、
特別版セット。えんぴつデビューの子ど
もやらくがき初挑戦の大人にもぴったり！

定価:本体2,400円＋税
297×210mm　368P　2020/9
ISBN978-4-89309-677-7 C8071

フランス /台湾 /英語圏 /イスラエル
イタリア /ポルトガル /スペイン
カタラン /メキシコ /オランダ
ギリシャ /エストニア /ドイツ
フィンランド /スウェーデン
韓国 /中国

17言語に翻訳されて
世界中でらくがき！
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はじめまして
やっぱりいっしょがいいです
ね！ 人との関係、心地よい
距離。やさしい会話でくりひ
ろげられる美しい絵本。

定価:本体1,500円＋税
293×207mm　32P　2010/1
ISBN978-4-89309-484-1 C8771

定価:本体1,400円＋税
225×240mm　32P　2010/2
ISBN978-4-89309-491-9 C8771

ずらりと並んだ人や物。五味
太郎のユニークな質問に、絵
を見て想像力をはたらかせな
がら、答えていく観察絵本。

質問絵本

定価:本体1,400円＋税
225×240mm　32P　2010/3
ISBN978-4-89309-492-6 C8771

挨拶は気持ちのよい人間関係
をきずくための第一歩。いろ
いろな場面、いろいろな状況
での挨拶を考えてみよう！

挨拶絵本

定価:本体1,400円＋税
225×240mm　32P　2010/4
ISBN978-4-89309-493-3 C8771

お金で買えるものと、買えな
いもの。買物を通して、暮ら
しとお金について教えてくれ
る、五味太郎流考察絵本。

買物絵本

定価:本体1,500円＋税
225×225mm　32P　1998/5
ISBN978-4-89309-149-9 C8771

学校、家庭、町で子どもは大
人からどのようにあつかわれ
育つのでしょう。子どもがお
かれた社会を見つめる絵本。

むかしのこども

定価:本体1,300円＋税
205×165mm　28P　1999/10
ISBN978-4-89309-185-7 C8792

クリスマスの夜、天使がふく
ろうを清めます。ふくろうは
きつねを、きつねはくまを…
みんなメリー・クリスマス！

てんしさまがおりてくるいつでもらくがき
はる・なつ・あき・ふゆ

らくがきえほん
あ・い・う・え・お

春はわかばを描いて、夏はゆ
かたをデザイン、秋はおちば
に色を塗って、冬は雪だるま。
１年中らくがきを楽しもう !

あっとおどろく「あ」、いーっ
といばる「い」…五味太郎の
よびかけに答えて、ひらがな
を書いていくのは楽しい !

定価:本体1,900円＋税
200×210mm　376P　2007/1
ISBN978-4-89309-406-3 C8071

定価:本体950円＋税
200×210mm　96P　2001/2
ISBN978-4-89309-220-5 C8071

フランス/英語圏/イタリア イスラエル /イタリア
フランス/スペイン/カタラン

らくがきトーキング

らくがきしながら、英語レッ
スンもできてしまう絵本。ら
くがき絵本の日英「バイリン
ガルヴァージョン」です。

定価:本体1,600円＋税
220×220mm　168P　2003/11
ISBN978-4-89309-308-0 C8071

定価:本体1,500円＋税
148×105mm　64枚　1992/11
ISBN978-4-89309-059-1 C8071

らくがきして、オリジナルの
はがきをつくってみよう!  誰
かに送るのも、もらってもう
れしい、らくがきはがき。

らくがき・はがき

フランス/英語圏/イタリア
オランダ

定価:本体770円＋税
127×132mm　288P　2010/8
ISBN978-4-89309-496-4 C8771

うれしいとき、きれいなピン
クの紙にらくがきすれば、ま
すますハッピーな気持ちにな
れることまちがいなし！

うれしいときの
らくがきBOOK

英語圏/スペイン

定価:本体1,500円＋税
127×264mm　288P　2011/9
ISBN978-4-89309-505-3 C8771

らくがきシリーズが物語に！ 
線路を描いて、電車を描い
て、ともだちがやってきて…。
いっしょに絵本をつくろう！

らくがきむすめと
おともだち
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C O L U M N  2

6Bの鉛筆で書く
絵もラフも文章も６Bの鉛筆で書く五味太郎が、その鉛
筆で書きおろしたさまざまなエピソード。絵本界のレ
ジェンドによる味わい深い文章が37篇の長短のエッセ
イに凝縮された、軽妙洒脱な「随筆＋写真」集。

定価:本体1,600円＋税  205×165mm　160P
2022/2  ISBN978-4-89309-703-3 C0095

改装版  じょうぶな頭とかしこい体になるために
子どもたちの50の疑問や悩みに答えたアドバイスブッ
ク。自分で考え、悩み、自分をはげまし、そして自分に
自信をもって生きていく…そんな「じょうぶな頭とかし
こい体」をつくるためのヒントがつまっています。

定価:本体1,400円＋税195×148mm　192P
2006/7  ISBN978-4-89309-395-0 C0095

韓国

定価:本体1,600円＋税  195×148mm　192P
2005/2  ISBN978-4-89309-348-6 C0095

「絵本を作るのって、かんたんね。そう、かんたんって、
その中味はものすごく密度の高いことなんだよ」…五味
太郎がはじめて明かす「絵本の作り方」。さらに、多数
の写真で絵本の制作現場を初公開！

絵本を作る

中国

定価:本体900円＋税
165×165mm　22P　2013/6
ISBN978-4-89309-569-5 C8771

どこからともなくやってきて、すれちがって、ぶつかっ
て…。あかちゃんも夢中になる軽やかな色あいの絵本。

いました

定価:本体900円＋税
165×165mm　22P　2013/6
ISBN978-4-89309-570-1 C8771

ならんで、離れて、またならんで…。いろんなならび方
がくり返される心地のよいファーストブックの決定版！

ならびました

夏のアトリエ

ボローニア国際絵本原画展の関連イベントとして、板橋美術館では毎年、
イラストレーターを対象にした絵本づくり「夏のアトリエ」を開催してき
ました。第22回の昨年は小社代表の若月眞知子が講師を務め「絵本ラボ /
ファーストブックをつくる」ワークショップを実施。受講生20人への課題
は、5日間でラフを仕上げ、２見開き以上の原画を提出すること。ブロン
ズ新社の絵本を例に制作ポイントとプロセスを説明した後、制作スタート。
コンセプトを定めて、試行錯誤しながら表現を練り、ブラッシュアップし
ていきます。シンプルで明快な絵本にするために、要素を引き算していく
ことを次第に学び、見事20冊のファーストブックができあがりました。

1 2

3

ブロンズ新社のファーストブックについて語る若月。
6日目の課外授業では、大村製本へ工場見学。熱心に耳を傾ける受講生。
全員そろって、パチリ。最終日にはファーストブックを完成させました。

1
2 
3
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定価:本体1,400円＋税　280×205mm　36P
2016/8　ISBN978-4-89309-615-9 C8771

少女ドッチの通う、ふるーい銭湯。あかすりの
後に買ってもらえるヤクルトがなによりの楽し
み。ある日、水風呂で遊んでいると、はごろも
をなくしたという天女が、とつぜんあらわれた！ 

天女銭湯

定価:本体1,400円＋税　288×225mm　32P
2017/8　ISBN978-4-89309-636-4 C8771

熱を出して学校をはやびきしたホホ。どうして
も仕事を中断できないかあさんにかわって、看
病にやってきたのは天女さまだった！ 雨の日に
起きた奇跡をえがく、大人気天女絵本第２弾。

天女かあさん

定価:本体1,400円＋税　270×210mm　41P
2020/4　ISBN978-4-89309-673-9 C8771

パンウリというおかあちゃん犬から、4ばんめ
にうまれたのがグスリ。おとうちゃん、おばあ
ちゃん、ドンドン、たくさんのきょうだい犬たち
…。犬と人間の家族の泣き笑いの感動物語。

ぼくは犬や
ひとりぼっちの少年ドンドンが見つけた、６つ
のふしぎなあめだま。口にすると、ソファや、
犬のグスリ、おとうさんのこころの声が聞こえ
てきた…！  少年の成長をえがいた素敵な物語。

あめだま

定価:本体1,500円＋税　250×250mm　48P
2018/8　ISBN978-4-89309-648-7 C8771

MOE絵本屋さん大賞 第6位
日本絵本賞 翻訳絵本賞&
読者賞【山田養蜂場賞】

北海道指定図書

 第11回

 第24回

 2019年度 第45回

すべて長谷川義史/訳

定価:本体1,500円＋税　298×200mm　36P
2022/5　ISBN978-4-89309-706-4 C8771

ふとっちょでくいしんぼうで、弱いものいじ
めをする、ふだつきのねこ、ニャンイ。ある
日、大好物のうまれたてのたまごを食べたと
ころ、日に日におなかがふくらみ、うーうー、
うーん、とふんばると、ひよこが出てきた！

ピヤキのママ

1971年、ソウル生まれ。絵本作家。人形制作、
セットづくり、照明、撮影までをひとりでこ
なし、独特のファンタジー世界をつくりだす。
2020年アストリッド・リンドグレーン記念文学
賞をはじめ、数々の賞を獲得。韓国で注目の作家。

BAEK, Hee-na

ペク・ヒナ

定価:本体1,400円＋税　250×250mm　29P
2021/6　ISBN978-4-89309-690-6 C8771

暑くて暑くてねぐるしい真夏の夜のこと。あ
まりにも暑すぎて、えらいこっちゃ、ついに、
お月さんがとけだした。おばあさんはたらい
に月のしずくをうけとめ、ひんやりあま～い
シャーベットをつくることに。

お月さんのシャーベット

親子で読んでほしい絵本大賞 第3位
ボストングローブ・ホーンブック賞

 第3回

 2022年

2928



Noriko Kudoh

工藤ノリコ
1970年、神奈川県生まれ。絵本作家・漫画家。旅行好き。
ジャングルに魅せられて、ボルネオ島を何度も訪れる。
自身も、「ペンギンきょうだい」シリーズと同じ姉弟構成。

定価:本体1,300円＋税　182×210mm 　32P　
2007/5　ISBN978-4-89309-413-1 C8771

ペンちゃん、ギンちゃん、おねえちゃんの 3きょうだい
は、おじいちゃんとおばあちゃんの家へおでかけ。プレ
ゼントとお弁当をもったら、はっしゃ、オーライ！

ペンギンきょうだい れっしゃのたび

定価:本体1,300円＋税　182×210mm 　32P　
2011/6　ISBN978-4-89309-522-0 C8771

ふねにのって、おじいちゃんの家へ出発！ 海でおさか
なと泳いだり、おいしいランチを食べたり、大まんきつ。
あ、おねえちゃんのペンダントが海におちちゃった！

ペンギンきょうだい ふねのたび

ペンギンきょうだい そらのたび
はじめてのひこうきは、ドキドキ、ワクワクの連続。り
りくから、おいしいきないしょくに、のりつぎも。とこ
ろが大変！ ギンちゃんが迷子になっちゃいました！
定価:本体1,300円＋税　182×210mm 　32P　
2012/10　ISBN978-4-89309-552-7 C8771

定価:本体1,300円＋税　182×210mm 　32P　
2015/1　ISBN978-4-89309-594-7 C8771

バスにのって、おうちに帰る3きょうだい。どんどん山
をくだります。きれいなけしきに、しぜんの中で食べる
ごはん！ 楽しいたびも、いよいよクライマックスです。

ペンギンきょうだい バスのたび

台湾/韓国/中国/タイ

Yoshifumi Hasegawa

長谷川義史
1961年、大阪府生まれ。150冊以上の絵本を
発表。独特のタッチとユーモアあふれる作風で、
社会的テーマにも意欲的にとりくんでいる。

トトトのトナカイさん
たいくつなトナカイさんがはじめたしりとり。「トナカ
イのイ、イ、イ…」とはじめると、やってきたのはイノ
シシさん！ つづいて、シマウマ、マントヒヒ……さあ、
つぎは誰だろう？  おもしろ動物しりとり絵本。

定価:本体1,200円＋税　190×190mm　32P　
2006/2　ISBN978-4-89309-379-0 C8771

おいせまいり わんころう

江戸時代、大阪船場。米問屋「すごろくや」のわんころ
うは、腰をいためたご主人のために伊勢へと代参！ 道
中、山あり谷あり、キツネに化かされたり…。はたして
ぶじに伊勢神宮までたどりつけるのでしょうか？

定価:本体1,400円＋税　271×210mm　32P
両ページ観音あり　2019/2
ISBN978-4-89309-656-2 C8771

あおきひろえ/文

まわるおすし
おとうさんの給料日は家族みんなで「まわるおすし」へ！ 
おとうさんのサインにあわせて、青い皿から黒い皿へ、
おすしから目をはなさないよう手をのばす。クライマッ
クスのお皿は自由。さあ、さいごはなににする？

定価:本体1,400円＋税　250×205mm　32P
2012/3　ISBN978-4-89309-535-0 C8771

けんぶち絵本の里大賞 びばからす賞 第22回

台湾

好評発売中。LINEストアで検索！
わんころうLINEスタンプ
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トーベン・クールマン
Torben Kuhlmann

1982年、ドイツ生まれ。絵本作家・イラスト
レーター。幼少期から絵を描いたり、機械の仕
組みを解き明かすことに熱中。大学在学中に構
想した作品で絵本作家デビュー。大の日本好き。

リンドバーグ 空飛ぶネズミの大冒険
ハンブルクに住む、知りたがりやの小ネズミは、仲間た
ちが移住していった新大陸をめざして、飛行機を開発。
小さなパイロットは大西洋を飛びこえてニューヨークへ！

定価:本体2,200円＋税　277×213mm　85P
2015/4　ISBN978-4-89309-600-5 C8771

MOE絵本屋さん大賞 第3位
リブロ絵本大賞 第5位

 第8回

 第6回

アインシュタイン 時をかけるネズミの大冒険
大チーズフェアの日をうっかりまちがえた！ なんとし
てもチーズフェアへ行きたい小ネズミは、時間をもどす
ためにタイムマシンに挑戦。いざ、昨日へ。時間の旅へ！

定価:本体2,500円＋税　277×213mm　119P
2021/5　ISBN978-4-89309-688-3 C8771

アームストロング 宙
そら

飛ぶネズミの大冒険
夜ごと天体望遠鏡をのぞく小ネズミは、月は地球の衛星
だということを発見。ネズミに不可能はないと信じ、新
たな冒険へと挑戦する。ついに、舞台は宇宙へ…。

定価:本体2,500円＋税　277×213mm　115P
2017/4　ISBN978-4-89309-628-9 C8771

MOE絵本屋さん大賞 第10位 第10回

エジソン ネズミの海底大冒険
先祖がのこした宝ものをさがして、小ネズミのピートと
ネズミ大学の教授は、大西洋の海底に横たわる沈没船を
めざす。宝には、あっと驚くひみつがかくされていた！

定価:本体2,400円＋税　277×213mm　103P
2019/5　ISBN978-4-89309-658-6 C8771

すべて金原瑞人/訳
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定価:本体980円＋税　175×220mm 　28P　
2011/10　ISBN978-4-89309-528-2 C8771

のんびり気のいい、ちくわのわーさん。ひるねしたり、こ
いのぼりになったり、ドーナツのまねをしたり、あちこち
寄り道ばかり。さて、目的地にたどりつけるのでしょうか。

ちくわのわーさん

 第3回

 第3回

 第5回

ようちえん絵本大賞 大賞
リブロ絵本大賞 大賞
この本よかっ！！ 第5位

Yoshitaka Okada

岡田よしたか
1956年、大阪府生まれ。画家・絵本作家。
奇想天外なストーリーと、味わい深い絵
が大きな話題を呼び、子どもから大人ま
で幅広く支持されている。奈良県在住。

定価:本体980円＋税　175×220mm 　28P　
2012/8　ISBN978-4-89309-550-3 C8771

人手が足りないうどん屋さん。うーやんは自分で出前に向
かいます。やさしくてふとっぱらなうーやんは、道で出会
ういろんなたべものを、次々どんぶりに入れていきます。

うどんのうーやん

 第1回

 第6回

 第4回

静岡書店大賞児童書新作部門 第3位
この本よかっ！！ 第2位
ようちえん絵本大賞 大賞

定価:本体980円＋税　175×220mm 　28P　
2021/11　ISBN978-4-89309-700-2 C8771

ひとりで本を読むのがすきな、おいものもーさん。ある日、
たこに誘われてしぶしぶおでかけ。ついにたき火に飛びこ
むことを決意して…。大笑いまちがいなしのラストへ！

おいものもーさん

定価:本体980円＋税　175×220mm 　28P　
2019/1　ISBN978-4-89309-655-5 C8771

さくらもちのさくらこさんは、なぜかごきげんななめ。お
やつたちが声をかけても、しらんぷり。さくらこさんのご
きげんを直すには、いったいどうしたらよいのでしょう？

さくらもちのさくらこさん

定価:本体980円＋税　175×220mm 　28P　
2013/3　ISBN978-4-89309-561-9 C8771

漫才師をめざすぶーさん。相方オーディションにやってきた
のは、めざし、あずき、ゆでたまご…ぴったりの相方は見つ
かりません。やる気をなくしたそのとき、あらわれたのは！

こんぶのぶーさん

とてもおおきなサンマのひらき
またやさんがいちばで見つけたのは、とても
おおきなサンマのひらき。買って帰り、焼い
て食べようとしたそのとき、とつぜんサンマ
があばれだして…。奇想天外ユーモア絵本！

ぼくらはうまいもんフライヤーズ
野球をしようと空き地で声をかけたのは、エビフライとア
ジフライ。フライドポテトやコロッケ、続々とメンバーが集
まって、チームを結成。フライなべ監督のもと猛特訓開始！

定価:本体980円＋税　175×220mm　28P
2016/2　ISBN978-4-89309-613-5 C8771

岡田よしたかのたべものかるた
たべものを描いたら天下一品！ 岡田よした
か絵本の人気者が大集合した「たべもの博覧
会」。ほっこりなごむ関西弁の読み句、痛快
ダジャレで、抱腹絶倒のおもしろかるた！

定価:本体1,200円＋税
函/185×135×27mm　札/100×65mm　角丸
2014/10　ISBN978-4-89309-589-3 C8776

定価:本体1,100円＋税　256×188mm 　28P　
2013/11　ISBN978-4-89309-576-3 C8771

 第5回 リブロ絵本大賞 入賞
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ジャッキーのパンやさん ジャッキーのじてんしゃりょこう

定価:本体1,200円＋税
182×210mm　40P　2003/2
ISBN978-4-89309-282-3 C8771

定価:本体1,200円＋税
182×210mm　40P　2003/7
ISBN978-4-89309-297-7 C8771

バザーの日、くまのこたちは
大きなパンをつくります。焼け
たと思ったら、ジャッキーが…。

ながーいじてんしゃにのって、
海へおでかけ。でも、大変！
ジャッキーが波にさらわれた。 

ジャッキーのおたんじょうび

ジャッキーのおせんたく

定価:本体1,300円＋税
182×210mm　36P　2005/7
ISBN978-4-89309-364-6 C8771

定価:本体1,200円＋税
182×210mm　36P　2004/2
ISBN978-4-89309-316-5 C8771

今日はおたんじょうび！ オ
シャレしてキメたジャッキー
だけど、つい興奮しすぎて…。

ジャッキーのうんどうかい

定価:本体1,300円＋税
182×210mm　36P　2006/8
ISBN978-4-89309-400-1 C8771

かけっこのために猛練習する
ジャッキー。 さあ、おにいちゃ
んたちに勝てるかな…？

12ひきでおせんたく。やっと
干したと思ったら、シーツが
風に飛ばされて大さわぎに。

▶ 学校・公共図書館向けセットは、P.77をご覧ください

ジャッキーのトマトづくり ジャッキーのたからもの

定価:本体1,300円＋税
182×210mm　36P　2008/2
ISBN978-4-89309-435-3 C8771

定価:本体1,300円＋税
182×210mm　36P　2009/1
ISBN978-4-89309-458-2 C8771

トマトを育てるジャッキー。種
をまいて、水をあげて、さあ
おいしいトマトできるかな？

いたずらしておにいちゃんた
ちにしかられたジャッキーは
いきおいで家出しちゃった！

ジャッキーのいもうと

定価:本体1,300円＋税
182×210mm　36P　2007/2
ISBN978-4-89309-410-0 C8771

おチビのジャッキーにふたご
のいもうとができちゃった !? 
おねえさんジャッキー大奮闘。

ジャッキーのはつこい

定価:本体1,300円＋税
182×210mm　40P　2010/2
ISBN978-4-89309-494-0 C8771

ジャッキーはあこがれのボーイ
フレンド、デイビッドに会うた
め、はるばる北極へ旅します。

©BANDAI

絵／あだちなみ
1974年、 岐 阜 県 生
まれ。美しいカラー
リングとキュートな
絵で、ファンを魅了　　
しつづけている。

文／あいはらひろゆき　
1961年、 宮 城 県 生
まれ。子どもの誕生
をきっかけに「くま
のがっこう」シリー
ズを立ちあげる。

くまのがっこう
12ひきのくまのこたちが、なかよくくらして
います。たのしいいちにちのおわりにはやっ
ぱりママがこいしくなって、あ　  んあんと
泣きだして…。記念すべきシリーズ第1 弾！

定価:本体1,200円＋税
182×210mm　36P　2002/8　
ISBN978-4-89309-263-2 C8771

くまのこたちは、ぜんぶで12ひき。
いちばんさいごの
たったひとりの女の子がジャッキーです。
なにげないけれどあたたかい日常をえがいた
大人気「くまのがっこう」シリーズ。

あだちなみ

あいはらひろゆき

Nami Adachi

Hiroyuki Aihara

フランス/台湾/ルーマニア/韓国/中国
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おはようジャッキー いろいろジャッキー

定価:本体850円＋税
147×170mm　24P　2004/7
ISBN978-4-89309-327-1 C8771

定価:本体850円＋税
147×170mm　24P　2006/2
ISBN978-4-89309-387-5 C8771

めざまし時計がちりちり～ん。
パジャマをきがえて、かおを
あらったら、さあ、朝ごはん！

おでかけジャッキー

定価:本体850円＋税
147×170mm　24P　2004/7
ISBN978-4-89309-328-8 C8771

おめかししておでかけ。チョ
ウチョとお花にごあいさつ。
おやつはおいしいケーキ！

赤いスカート、だいだい色の
カーディガン…おしゃれ遊び
しながら色がおぼえられます。

まんまるジャッキー

定価:本体850円＋税
147×170mm　24P　2006/2
ISBN978-4-89309-388-2 C8771

さあ、つみき遊び！ まんまるお
ひさま、とんがりおやま。い
ろいろなかたちをおぼえよう。

おはようジャッキー
おでかけジャッキー
いろいろジャッキー
まんまるジャッキー
4 冊化粧ケース入り
定価:本体3,400円＋税
ISBN978-4-89309-401-8 C8771

くまのがっこう おでかけブック❶

おはなしだいすき
ソフトクリームに大きなスイ
カ、だいすきな海…にぎやか
であたたかな3 つのおはなし。
定価: 本体900円＋税
182×128mm　48P  2018/3
ISBN978-4-89309-642-5 C8771

くまのがっこう おでかけブック❷

ゲームであそぼう
ジャッキーたちといっしょに
めいろ、絵さがし、まちがい
さがしを楽しむゲームブック。
定価: 本体900円＋税
182×128mm　48P  2018/3
ISBN978-4-89309-643-2 C8771

ジャッキーのおかしブック

定価:本体1,400円＋税
210×210mm　64P　2009/7
ISBN978-4-89309-475-9 C8771

クッキーやケーキなど親子で
つくれるかわいいレシピ集。
あだちなみ/絵　山本ゆりこ/レシピ
あいはらひろゆき/監修

ジャッキーのちいさなおはなしジャッキーつきへいく

定価:本体1,100円＋税
170×142mm　32P　2005/2
ISBN978-4-89309-350-9 C8771

定価:本体1,300円＋税
182×210mm　36P　2015/8
ISBN978-4-89309-606-7 C8771

かえるつり、すいえい、プレ
ゼント…キュートなおはなし
13篇を収録した小さな絵本。

とんがりぼうしののりもので
月へひとっ飛び！ ピエロの男
の子ビリーと楽しいサーカス！

ジャッキーのしんゆう

定価:本体1,300円＋税
182×210mm　40P　2013/9
ISBN978-4-89309-573-2 C8771

しんゆうって世界で一番たい
せつなともだちのことなんだっ
て。チャッキーとの物語。

ジャッキーのゆめ ジャッキーのクリスマス

定価:本体1,300円＋税
182×210mm　40P　2012/2
ISBN978-4-89309-538-1 C8771

定価:本体1,300円＋税
182×210mm　36P　2012/11
ISBN978-4-89309-551-0 C8771

おにいちゃんがジャッキーに
「大きくなったらなにになりた
い?」とききます。うーんとね。

クリスマスの朝、ひとり暮らし
のおじいさんと出会ったジャッ
キーのハートフルストーリー。

ジャッキーのしあわせ
くまのがっこうに、あかちゃん
うしがやってきた！ 新しい季節
を感じる、15周年記念作品。

定価:本体1,300円＋税　
182×210mm　36P　2017/1　
ISBN978-4-89309-625-8 C8771

©BANDAI
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Yasuhiro Suzuki

1979年、静岡県生まれ。日常にあるも
のを題材に遊び心のある作品を発表し、
数々の賞を受賞。ロンドンや箱根で展覧
会を開催し、国内外から注目される気鋭
のアーティスト。

鈴木康広

定価:本体1,200円＋税　190×190mm　36P
2016/10　ISBN978-4-89309-622-7 C8771

にゃんたは、ちょっとかわったねこ。気がつくと、いつ
もすましたかおして、なにかになっているんだよ。バ
ニャニャや、ドーニャツ、キャッツカレー、ニャワーや
にゃどかりにもなるよ。ニャイス！な絵本デビュー作。

ぼくのにゃんた

定価:本体1,400円＋税　257×205mm　32P
2017/10　ISBN978-4-89309-629-6 C8771

りんごとけんだまは、なかがいい。どうしてかっていう
とね、それには、ちゃんとわけがある。りんごとけんだ
まのふしぎな関係が教えてくれるのは、世界が広がる、
物の見方や考え方。鈴木康広の発想の源にふれる1 冊。

りんごとけんだま

Photo by Masako Nakagawa

1956年、山形県生まれ。2005年、アス
トリッド・リンドグレーン記念文学賞を
日本人として初めて受賞するなど、国内
外で高い評価を得ている。

Ryoji Arai

荒井良二

定価:本体1,650円＋税　182×257mm　32P
1994/1　ISBN978-4-89309-080-5 C0071

くらやみから、はじまりはじまりがやってきて、「はじま
りはじまりい」といって、幕があがります。マンドリン
をひくぼく、スイスイ泳ぐぼく…次々幕があがります…。
そして夜あけ。きょうという日がはじまり、はじまり。

はじまり はじまり

Photo  by Masako Nagano

春のはじまり。「わたしのみみは　たびにでて　いろんな
おとを　とどけてくれる…うまれたての　春ですよ！っ
て」。春から夏秋冬へ。くりかえす自然の営みのよろこ
び。あたらしい季節はいつだって祝福でいっぱい。

定価:本体1,400円＋税　257×205mm　32P
2022/3　ISBN978-4-89309-704-0 C8771

はっぴーなっつ

英語圏
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ひとりぼっちのこたろうが出会った、おにぎりからうま
れたおにぎりおに。ふたりは島の田んぼでオニピカリを
育てて収穫し、極上おにぎりをたくさんつくります。す
るとそこからまたまたおにが…？ ふしぎでおいしい物語。

おにぎりがしま

定価:本体1,300円＋税　240×228mm　32P
2012/6　ISBN978-4-89309-540-4 C8771

兵庫県生まれ。武蔵野美術短期大学卒。
『くうたん』で講談社絵本新人賞佳作を
受賞し、絵本作家デビュー。不思議な生
物が登場するユーモアあふれる作風で、
次々と話題作を出版している。

Tamiko Yagi

やぎたみこ

みんなだいすき、てんどん、かつどん、きつねうどんに
おにおにぎり⁉  上と下を別々にめくると、どんどんお
かしなものができてくる！ 絵と言葉の組みあわせを楽
しむボードブック絵本。231種の組合せがつくれます！

定価:本体1,400円＋税　195×175mm　22P
2021/4　ISBN978-4-89309-687-6 C8771

どんめくり

定価:本体1,200円＋税　210×200mm　24P
2020/11　ISBN978-4-89309-678-4 C8771

こんぶとにぼしでおだしをとりましょう。おだしはからだ
にしみわたる。おだしにおみそがはいったら、もっともっ
とおいしいよ。それがみそしる。油あげをすとんとんとん、
とうふはスプーンでぽとん。こころもからだもあったまる。

みそしるをつくる

Naomi Takayama

Yoichi Nagano

高山なおみ

文／高山なおみ
1958年、 静 岡 県 生
まれ。料理家、文筆
家。レストランシェ
フを経て料理家に。
近年は、絵本制作で
も精力的に活躍中。

写真／長野陽一
1968年、福岡県生
まれ。写真家。ポー
トレイトや料理写真
を中心に雑誌、広告、
CMの撮影など、幅
広く活躍している。

長野陽一

ごはんを炊いて、塩おにぎりをつくりましょう。子どもた
ちが、自分ひとりでもできるようにつくった本です。おに
ぎりは「いのち玉」。自分でつくれたら、おとうさんやお
かあさんにつくってあげることだってできますよ。

おにぎりをつくる

定価:本体1,200円＋税　210×200mm　24P
2020/1　ISBN978-4-89309-667-8 C8771

 第13回

 第2回
MOE絵本屋さん大賞 パパママ賞 第2位
親子で読んでほしい絵本大賞 第6位
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LEE/文　酒井駒子/絵
ひなちゃんのおうちに、やせっぽちのこねこがやってき
ました。やさしくふいてあげると、大きな青い目がひな
ちゃんを見つめました。だっこすると、ぐるるるとのど
をならします。「このこは、ちゃんといきているね」。

ヨクネルとひな

定価:本体1,500円＋税　271×216mm　32P
2015/11　ISBN978-4-89309-611-1 C8771

リブロ絵本大賞 入賞 第7回

フランス/英語圏

クリスマスの夜、ぼうやのもとにやってきたビロードの
うさぎ。ふたりはいつもいっしょにすごしました。やが
て、別れのときが訪れて…。愛されたぬいぐるみはいつ
かホンモノになるという、子ども部屋の魔法の物語。

定価:本体1,500円＋税　271×216mm　36P
2007/4　ISBN978-4-89309-408-7 C8771

MOE絵本ベスト 第1位
この絵本が好き！ 国内絵本 第1位

 2007年

 2008年

ビロードのうさぎ

フランス/韓国/台湾/英語圏/スペイン/カタラン

マージェリィ・W・ビアンコ/原作　酒井駒子/絵・抄訳

1966年、兵庫県生まれ。絵本作家。98
年のデビュー以来、動物や子どもの世界
を豊かに描いた作品を次々と発表。その
華麗な絵は、国内はもとより海外でも評
価が高い。装画も数多く手がける。

Komako Sakai

酒井駒子
Mimi Hachikai

Chiho Makino 

蜂飼 耳

文／蜂飼 耳
1974年、 神 奈 川 県
生まれ。詩人・作家。
詩集、小説、児童文
学や翻訳絵本など、
幅広い分野で作品を
発表している。

絵／牧野 千穂
1965年、福岡県生
まれ。画家。パステ
ル画による独特の深
みのある画風で、書
籍の装画や挿絵も数
多く手がけている。

ゆきがふる
雪の日に森の奥でふうちゃんが出会ったのは「ふわふわ
ころり」と「ゆきぐも」。ふうちゃんは病気のいもうと
のために美しい雪をふらせてほしいとたのみます。おと
うさんからもらった、たいせつなおもちゃとひきかえに。

定価:本体1,400円＋税　271×216mm　32P
2013/10　ISBN978-4-89309-574-9 C8771

うきわねこ
えびおの誕生日に届いたのは、うきわとひみつの手紙。
満月の夜、うきわをふくらませると月に向かってふわり
とからだがうきあがりました。空で待っていたのはおじ
いちゃん！ 一夜かぎりのふたりだけの冒険ファンタジー。

定価:本体1,400円＋税　250×250mm　32P
2011/7　ISBN978-4-89309-523-7 C8771

MOE絵本屋さん大賞 第2位
この絵本が好き！ 国内絵本 第2位
産経児童出版文化賞 ニッポン放送賞

 第4回

 2012年

 第59回

ようちえん絵本大賞 大賞 第6回

牧野千穂

ドイツ
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あべ弘士のどうぶつかるた
俳句の達人で、元・旭山動物園飼育係の絵本作家による、
動物かるたの決定版。小さな絵札の中で、ダイナミック
に動きまわる動物たちに注目。絵札裏の「どうぶつミニ
ガイド」にはとっておきのおもしろ情報が満載です！

定価:本体1,200円＋税
函/185×135×27mm　札/100×65mm　角丸
2012/9　ISBN978-4-89309-548-0 C8776

Hiroshi Abe

1948年、北海道生まれ。絵本作家。旭
山動物園で飼育係を25年間勤める。自
由でのびやかでユーモアに満ちた動物た
ちをえがきつづける。絵本の受賞作多数。

あべ弘士

クマと少年
少年とクマは、少年のかあさんのおっぱいを飲んで育っ
た乳兄弟。本当の兄弟のようにいつもいっしょだった。
クマはアイヌにとって最高の神。今年もクマを天に帰す
儀式イオマンテがやってくる…。壮大ないのちの物語。

定価:本体1,500円＋税　280×228mm　41P
2018/5　ISBN978-4-89309-631-9 C8771

北海道ゆかりの絵本大賞 大賞
児童ペン賞 絵本賞

 第3回

 第4回

 厚生労働省 社会保障審議会推薦 児童福祉文化財

定価:本体1,400円＋税　272×210mm　32P
2017/2　ISBN978-4-89309-626-5 C8771

つばめ丸と弟たちは、大事なひみつの巻きものを、じ
じ上に届けます。緊張する、はじめてのミッション！
小田原、静岡、名古屋…西へと向かう兄弟。追ってき
たのは、ライバルがまのしん 3 兄弟！ 待望の続編。

にんじゃ つばめ丸 はつにんむの巻

忍術修行中の小学生、つばめ丸。日が暮れると、しゅ
りけん、まとあて、きつねばしりと、猛特訓の毎日です。
ある満月の夜、一家で向かった、ひみつのにんじゃ大
運動会。ライバルがまのしんとの対決や、いかに…!?

にんじゃ つばめ丸

定価:本体1,400円＋税　272×210mm　32P
2008/2　ISBN978-4-89309-433-9 C8771

英語圏

Mayumi Ichikawa

Takashi Yamamoto 

市川真由美
山本 孝

文／市川真由美
1974年、 神 奈 川 県
生まれ。おはなし作
家。デザイナーとし
ても活躍中。散歩好
き、替え歌好きの一
児の母。

絵／山本 孝
1972年、 愛 媛 県 生
まれ。絵本作家。妖
怪や戦隊ヒーロー、
思わず男子が心躍る
ものを題材にした絵
本が人気。
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1982年、埼玉県生まれ。大学在学中に「ニッ
サン童話と絵本のグランプリ」で大賞を受
賞し、絵本作家としてデビュー。木炭と
鉛筆を使った、陰影のある画風が印象的。

Akiko Miyakoshi

みやこしあきこ

これ だれの？
バラ、きりふき、てぶくろ、エプロン…「これ だれの？」。
ページをめくると、ほら、「はなやさん」。前のページに
出てきた服や道具を、絵の中からさがしてみよう。

定価:本体1,300円＋税　220×220mm　32P
2013/5　ISBN978-4-89309-559-6 C8771

ピアノはっぴょうかい
今日はももちゃんのはじめての発表会。緊張しながら出
番を待っていると、こねずみが「こっち こっち」とさ
そいます。小さなドアの向こうがわへ行ってみると…？

定価:本体1,300円＋税　270×185mm　32P
2012/4　ISBN978-4-89309-541-1 C8771

フランス/英語圏/イタリア/スペイン/カタラン

ぼくのたび
ぼくはまだ、この小さなまちしか知らない。だけどいつ
か、大きなかばんをもって、このまちをでて、このくに
をでて…。たびへの想いをかき立てる、美しい絵本。

定価:本体1,500円＋税　271×216mm　32P
2018/11　ISBN978-4-89309-647-0 C8771

フランス/英語圏
好評 WEB連載中！エッセイ

てつぞうはね

鉄三、うちの猫たちはね。2023 年カレンダー

てつぞうはね、わたしのねこ。すわるとおにぎりみたい。
春はさくらの花びらをおいかけて、夏はひんやりする洗
面台でねるよ。だけどある日、てつぞうは小さくなって…。

天国にいる鉄三に語りかけるように、ねこのソトとボウ、
テンテンとスイカ頭、コロちゃんとの、にぎやかで愛しい
日々を綴ったミロコマチコ描きおろしカレンダー。

定価:本体500円＋税　297×105mm
表紙＋カレンダー 12枚　2022/10　※直取引のみの扱いとなります。

1981年、大阪府生まれ。画家・絵本作家。国
内外の絵本賞・文学賞を多数受賞。第２弾とな
る展覧会「いきものたちはわたしのかがみ」が
全国の美術館を巡回中。奄美大島在住。

ミロコマチコ
mirocomachiko

定価:本体1,400円＋税　271×216mm　32P　
2013/9　ISBN978-4-89309-575-6 C8771

講談社出版文化賞 絵本賞 第45回

韓国/台湾

愛するねこたちとの暮らしはどたばた事件の連続。くすっ
と笑えて、ほんわかあたたかい、ミロコマチコ初のまんが
&エッセイ集。ああ、家にねこがいるって、すばらしい !

ねこまみれ帳

定価:本体1,200円＋税　210×148mm　192P
2016/12　ISBN978-4-89309-623-4 C0071

韓国/台湾
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めとめがあったら…にこっ。めとめがあった
ら…ふわ～。あかちゃんとのアイコンタクト
は、会話のはじまりです。色あざやかな動物
親子と、コミュニケーションを楽しもう！

ライオンのおかあさんがガオー、おとうさん
がガオー、あかちゃんライオンがまねして
キャオー。北欧の人気イラストレーターが描
き下ろした、まねっこ親子のファーストブック。

定価:本体900円＋税　165×165mm　20P
2015/9　ISBN978-4-89309-607-4 C8771

定価:本体900円＋税　165×165mm　20P
2016/1　ISBN978-4-89309-608-1 C8771

めとめが あったら

ファーストブックシリーズ

まねっこ おやこ
おくむらけんいち/文
マッティ・ピックヤムサ/絵　

おくむらけんいち/文
マッティ・ピックヤムサ/絵　

あかちゃんが ぴたっ
チェ・ジョンソン/文　ハン・ビョンホ/絵
チャン・ヨンス/訳　
ぷかぷかわにのあかちゃん、ぴたっ。いたず
らとらのあかちゃん、ぴたっ。親子でぴたっ
とくっつきたくなるスキンシップ絵本。

定価:本体800円＋税　160×150mm　24P
2012/1　ISBN978-4-89309-536-7 C8771

定価:本体800円＋税　160×150mm　24P
2009/8　ISBN978-4-89309-478-0 C8771

かわいいあひるのあかちゃん、ちゅ。はにか
みうさぎのあかちゃん、ちゅっちゅっ。キュー
トなあかちゃんが大集合。親子でコミュニ
ケーションが楽しめる、スキンシップ絵本。

キム・ドンス
あかちゃんと ちゅ

定価:本体850円＋税　160×160mm　28P
2009/2　ISBN978-4-89309-454-4 C8771

りんごが、ころん。はとどけい、ぽぽ～。ケ
チャップ、ぐにゅ。おもち、ぷく～。身近に
あるものたちが、つぎのページでは擬音とと
もにおもしろく変化。はじめての写真絵本。

中川ひろたか/文　奥田高文/写真
りんごが ころん てんとうむし ぱっ

中川ひろたか/文　奥田高文/写真
てんとうむし、ぱっ。チューリップ、ぽっ。
だんごむし、ころん。かえる、ぴょーん。か
め、あれれ？ いきものたちの動きを擬音で
楽しむ、あかちゃんのための写真絵本。

定価:本体850円＋税　160×160mm　28P
2009/2　ISBN978-4-89309-455-1 C8771

定価:本体850円＋税　151×151mm　20P
2021/3　ISBN978-4-89309-684-5 C8771

眠い眠いこうさぎ、おめめがあいて、えーん
えーん泣きだした。おかあさんが飛んできて、
やさしくとんとん、寝かしつけ。うさぎの親
子愛があたたかい、おやすみなさいの絵本。

麦田あつこ/文　森山標
しな

子
こ

/絵
ねむねむ こうさぎ こうさぎ ぽーん

麦田あつこ/文　森山標
しな

子
こ

/絵
元気いっぱいのいたずらこうさぎ、草むらに
飛びこんでかくれんぼ。でもおかあさんに見
つかっちゃって、さあ追いかけっこだ！  こ
うさぎのはじける躍動感が楽しい絵本。

定価:本体850円＋税　151×151mm　20P
2021/3　ISBN978-4-89309-685-2 C8771
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パンツをはいて、シャツを着
て、ぼうしも忘れずに…くまさ
んとおでかけの準備をしよう！

だいすきなママパパ、わんちゃ
んとだっこ！ 身近な人や動物
と接する喜びをえがいた絵本。

定価:本体770円＋税
150×150mm　18P　2004/8
ISBN978-4-89309-330-1 C8771

定価:本体770円＋税
150×150mm　18P　2004/8
ISBN978-4-89309-329-5 C8771

さあ おでかけ ママといっしょ

いちご、ジュース、おにぎり
…あかちゃんがだいすきな食
べものがたくさん。おいしいね。

定価:本体770円＋税
150×150mm　18P　2004/8
ISBN978-4-89309-331-8 C8771

おいしいよ

黄色いうさぎのポットくんが
ともだちを紹介してくれます。
すきなおともだちは誰かな？

定価:本体770円＋税
150×150mm　18P　2005/4
ISBN978-4-89309-354-7 C8771

ともだち

おしゃれなピンクのうさぎのポ
ピーちゃんが、じまんのコレク
ションを紹介！ なにを着る？

青いうさぎのホップくん。だい
すきなじまんののりもの、かっこ
いいのりものを教えてくれます。

定価:本体770円＋税
150×150mm　18P　2005/4
ISBN978-4-89309-355-4 C8771

定価:本体770円＋税
150×150mm　18P　2005/4
ISBN978-4-89309-356-1 C8771

ようふく のりもの

定価:本体2,310円＋税
ISBN978-4-89309-339-4 C8771

3 冊化粧ケース入り

おいしいよ
さあ おでかけ
ママといっしょ

ともだち
ようふく
のりもの

定価:本体2,310円＋税
ISBN978-4-89309-357-8 C8771

3 冊化粧ケース入り

フランス/韓国うさぎさんシリーズ

フランス/韓国あかぐまさんシリーズ

やまだうたこやまだうたこ やまだうたこ

やまだうたこ やまだうたこやまだうたこ

C O L U M N  3

ギャラリー RoomJ 復活！

小社オフィスの隣には、「本づくりのまえとあと」をテーマにしたギャラ
リーがあります。作家・取次・書店・読者、本にたずさわる人たちが出会
い、本について語りあうオープンスペースです。
2020年の新型コロナウイルス感染拡大を受け、しばらくおやすみをして
いましたが、2022年3月の『はっぴーなっつ』刊行を機に再開することに。
入場者の人数制限をして、感染対策に万全を期し、ギャラリートークはオ
ンライン配信にするなど、安心してご覧いただける新しい形での展示方法
にシフトチェンジしました。2023年も新刊刊行に合わせた展示を多数予
定しています。お楽しみに！

1 2

3

『はっぴーなっつ』展。荒井良二さんの貴重なインスタトーク配信です。
『のせのせ せーの！』展。くのまりさんが制作の裏側をお話ししてくださいました。
京都から駆けつけてくださったtupera tuperaさん。PVも合わせて公開されました。

1
2 
3
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どんどん どんどん まいご くまが うえに のぼったら
相良敦子/文　北澤平祐/絵 アヤ井アキコ
遊園地に遊びにきたもあちゃん。素敵な乗り
物に胸をときめかせていると、いつのまにか
ママとパパがいなくなっちゃった！大人なの
に迷子だなんて、ママもパパも困っちゃう！

くいしんぼうのくまは、山ぶどうの実に夢中
になって松の木をどんどんのぼっていきます。
重さにがまんできなくなった松の木がくまを
夜空へはねあげると、大騒動がはじまります。

定価:本体1,400円＋税　271×216mm　32P
2021/5　ISBN978-4-89309-689-0 C8771

定価:本体1,400円＋税　271×216mm　32P
2021/8　ISBN978-4-89309-691-3 C8771

まいにちたのしいぽんちうた
KAKATO/文　オオクボリュウ/絵死後くん

「ようよう たいよう さんさん おはよう」と
朝起きてから、寝るまでのいちにちをリズム
のある言葉とイラストでえがく、新感覚の
ラップ絵本。朝から晩まで言葉で遊ぼう！

意味があるよでないような、ふしぎなわらべ
うた、ぽんちうた。ゆかい、ふかかい、なに
この世界⁈  思わず口をついて出る心地のよ
い15うた、自由なふしまわしでうたってね！

定価:本体1,300円＋税　220×220mm　32P
2019/8　ISBN978-4-89309-661-6 C8771

定価:本体1,300円＋税　220×220mm　32P
2021/9　ISBN978-4-89309-693-7 C8771

いま めが あったよね ?
おおたゆみこ/文　にしかわ©ともみ/絵
女の子がお散歩にでかけます。かっこいい
葉っぱさんに、帽子をかぶったどんぐりさん、
石ころさんの親子に水たまりさん。目と目が
あったらみんなともだち。いっしょに遊ぼ！

定価:本体1,000円＋税　190×190mm　28P　
2022/1  ISBN978-4-89309-701-9 C8771

のせのせ せーの！
斉藤 倫・うきまる/文　くのまり/絵
のせのせせーの！のかけ声とともにページを
めくると、あらふしぎ。隣のページにあるも
のが次々と絵にのっかっていきます。めくっ
てのせて見つけて楽しい、新感覚の絵本。

定価:本体1,500円＋税　246×224mm　32P　
2022/4  ISBN978-4-89309-705-7 C8771

やすみのひ
小池壮太
めざましどけいさん、ほうきさん、ちょきん
ばこさん…「やすみのひ なにしてるの？」身
のまわりのものたちの、のんびりとしたすご
しかた。からだもこころもふっとゆるむ絵本。

定価:本体1,050円＋税　210×195mm　32P
2019/10　ISBN978-4-89309-664-7 C8771

種村有希子
ともだちとケンカして泣きながら帰ってきた
はなちゃん。かなしくておかあさんの洋服だ
んすにはいったら知らない女の子がいた！ 
なかなおりする勇気をくれる時をこえた物語。

定価:本体1,300円＋税　257×195mm　32P
2019/4　ISBN978-4-89309-659-3 C8771

あのこのたからもの
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あかちゃんがわらうから
おーなり由子
おかあさんがうれしいときも、不安でいっぱ
いのときも、あかちゃんはわらう。あふれる
生命力で「うれしいこと、ここにあるよ！」
と教えてくれる。子育てに希望がもてる絵本。

定価:本体1,400円＋税　198×226mm　48P
2014/10　ISBN978-4-89309-590-9 C8771

台湾/韓国

まほうのハッピーハロウィン
石津ちひろ/文　岡田千晶/絵
ハロウィンの仮装行列に参加したみのりとあ
きと。恥ずかしがりやのあきとは、「トリック 
オア トリート！」と声に出して言えません。
そんなあきとに素敵な魔法がかけられると…。

定価:本体1,400円＋税　271×216mm　32P
2020/8　ISBN978-4-89309-676-0 C8771

おちばいちば
西原みのり
さっちゃんがドングリのうまにのってやって
きたのは、おちばいちば。木の実のごちそう
や、はっぱのスカートなど、いちばは大にぎ
わい！ そこへあらわれた大きなきつねが…。

定価:本体1,300円＋税　228×228mm　32P
2011/8　ISBN978-4-89309-525-1 C8771

中国

うかいのうがい
さくらせかい
5ひきの鵜たちとうかいをはじめたハンさん。

「がらがらがら」ハンさんのまねをして、鵜
たちもうがいをはじめた！ すると…。

定価：本体1,300円＋税　182×257mm　32P
2018/12　ISBN978-4-89309-653-1 C8771

ろくろっくびのばけねこしまい
二宮由紀子/文　荒戸里也子/絵
おばけやしきの人気アイドルは、くびのな
がーい６姉妹。美容のひけつにおしゃれのこ
だわり、意外なしゅみまで…ひみつのプライ
ベートライフを、たっぷりご紹介します。

定価:本体1,400円＋税　279×210mm　32P
2017/6　ISBN978-4-89309-635-7 C8771

スリスリとパッパ
二宮由紀子/文　100％ORANGE/絵
スリスリとパッパはとってもなかよし、いつ
もいっしょ。さきっぽに小さいしみがあるの
がスリスリで、かかとから糸が出ているのが
パッパ。どうしてみんなまちがえるのかな？

定価:本体1,400円＋税　260×210mm　32P
2015/3　ISBN978-4-89309-597-8 C8771

メリーゴーランド ベスト絵本 第9位 2019年

どもるどだっく
高山なおみ/文　中野真典/絵
なみちゃんは、４歳の女の子。なにをやって
もはみだしちゃう。だけど、誰よりも、世界
を味わいつくす喜びを知っています。料理
家・高山なおみの、はじめての自伝的絵本。

定価:本体1,400円＋税　254×213mm　32P
2016/6　ISBN978-4-89309-620-3 C8771

定価:本体1,400円＋税　252×190mm　32P
2020/3　ISBN978-4-89309-671-5 C8771

バレエ教室に通いはじめたねこのミイさん。
おけいこが楽しいミイさんですが、なかなか
じょうずにピルエットがまわれません。ある
夜、ぬいぐるみのクマ先生が教えてくれて…。

石津ちひろ/文　庄野ナホコ/絵
バレエのおけいこ
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おたんじょうびケーキ
アンマサコ
今日はあいちゃんの誕生日。つまみ食いした
せいでケーキの世界へつれていかれ、王様か
らろうそくをあと1本見つけださないと5歳
になれないと言いわたされて、さがす旅へ。

定価:本体1,400円＋税　271×216mm　32P
2017/5　ISBN978-4-89309-630-2 C8771

すきになったら
ヒグチユウコ
すきになったら、知りたくなる。あなたのす
きなものをすきになったり、大事なものを理
解したくなる…。「すき」っていう気持ちを
知ったすべての人へ贈る、美しい愛の絵本。

定価:本体1,400円＋税　220×205mm　32P
2016/9　ISBN978-4-89309-621-0 C8771

片山令子/文　広瀬ひかり/銅版画
おたまじゃくしのおっぽがのこったマルマく
ん。うまく泳げなくて泣いていると、がま先
生がやってきて、特別授業。それぞれのペー
スでゆっくり成長することを教えてくれます。

定価:本体1,400円＋税　248×198mm　32P
2013/2　ISBN978-4-89309-558-9 C8771

マルマくん かえるになる

定価:本体1,300円＋税　205×165mm　32P
2008/4　ISBN978-4-89309-440-7 C8771

ピータンが住む池に渡り鳥のパーチクがやっ
てきました。ピータンは池の美しい四季を、
パーチクは世界の旅を語ります。生き方はそ
れぞれにすばらしいと教えてくれる絵本。

どいかや
かえるのピータン

定価:本体1,300円＋税　187×216mm　32P
2012/6　ISBN978-4-89309-539-8 C8771

森のパン屋コナコナとおくさんのコネコネ。
おいしさのひみつは、自家栽培の小麦と木の
実の天然酵母。焼きたてのいいにおいがして
くるころ、森の動物たちが集まってきます。

どいかや/文　にきまゆ/絵
パンやのコナコナ

定価:本体1,300円＋税　185×250mm　32P
2010/7　ISBN978-4-89309-490-2 C8771

秋山あゆ子
おてんばみつひめは、おっちゃんばちに連れ
られて、夏まつりへ出かけます。屋台には楽
しいものがいっぱいで、みつひめは大はしゃ
ぎ！ 花火の前に急に雨がふりだして…。

みつばちみつひめ
どどんとなつまつりの巻

定価:本体1,300円＋税　185×250mm　32P
2008/5　ISBN978-4-89309-439-1 C8771

はちのす城のみつひめは、おてんばなおひめ
さま。ある日、大切なつぼをわってしまい大
あわて！ うまれてはじめてお城の外に飛び
だしたみつひめは、そこでまさかの大活躍 !?

秋山あゆ子

みつばちみつひめ
てんやわんやおてつだいの巻

２ひきのねこ
宇野亞喜良
ぼくはあかちゃんねこのときから、ももちゃん
といっしょ。この幸福な日々はずっとつづくと
思っていた。でも、こねこのすなこがやってき
て…。宇野亞喜良の愛猫の実話にもとづく物語。

定価:本体1,400円＋税　264×213mm　32P
2017/11　ISBN978-4-89309-639-5 C8771
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小学校
中学年向け

読み物

ほんとはスイカ
昼田弥

みつ
子
こ

/文　高畠那生/絵
イトウくんが歩いていると、イカがやってき
た。「スイカだ！」と言いはるイカ。どうや
ら「ス」をおとしたらしい。するとこんどは
その「ス」が、イトウくんにはりついた！

定価:本体980円＋税　175×220mm　28P
2015/5　ISBN978-4-89309-603-6 C8771

あさって町のフミオくん
昼田弥

みつ
子
こ

/文　高畠那生/絵
小学 3 年生のフミオくんの町は、どこかヘン。
近所にシマウマが住んでいたり、しゃべる運
動靴に出会ったり…あさって町で起こるふし
ぎな出来事をえがいたおはなし 4 篇を収録。

定価:本体1,300円＋税　210×148mm　112P
2018/9　ISBN978-4-89309-649-4 C8093

日本児童文学者協会新人賞 第52回

わたしのいえ
たかはしなおこ
ゆうこちゃんはともだちを家に呼ぶため、道
にチョークで「わたしのいえ」とやじるし
をかきます。家で待っていると、あり、ちょう、
招きねこや神社の狛犬までやってきて！

定価:本体1,300円＋税　185×250mm　32P
2014/4　ISBN978-4-89309-581-7 C8771

定価:本体1,400円＋税　271×216mm　32P
2013/1　ISBN978-4-89309-557-2 C8771

わにのアリゲールがやってきたのは、100周
年のデパート。食堂で注文しすぎてお金がは
らえずはたらいてかえすことになりました。
でも、どこの売り場でもしっぱいばかりです。

植垣歩子
アリゲール デパートではたらく

台湾

みかちゃんとカポネ
朝比奈かおる
サングラス姿におもちゃのピストルをもった
カポネは森でみかちゃんを待ちぶせします。
ひるまずに立ち向かうみかちゃんに、不良
ぶっていたカポネが、とつぜん泣きだして…。

定価:本体1,400円＋税　260×216mm　32P
2011/8　ISBN978-4-89309-520-6 C8771

ことこちゃんのおちゃかい
おくだともこ/文　かわかみたかこ/絵
森の動物たちのお茶会に招待されたことこ
ちゃん。かえるくんに、もぐらさん…みんな
さいしょは楽しいお茶会でしたが…おいしい
おかしがいっぱいの元気でキュートな絵本。

定価:本体1,300円＋税　210×220mm　32P
2008/3　ISBN978-4-89309-438-4 C8771

定価:本体1,400円＋税　257×182mm　32P
2009/4　ISBN978-4-89309-463-6 C8771

ゴーヤー、アサガオ、キュウリ。4 ～ 5月に
植えると、夏にはおうちが葉っぱですっぽり
おおわれて、涼しく過ごせます。道具やつく
り方を、イラストでわかりやすく紹介。

津田直美
ねこさんかぞくの みどりのカーテン

定価:本体1,400円＋税　205×165mm　36P
2002/9　ISBN978-4-89309-266-3 C8771

セーターになることを夢見ていた10個の毛
糸玉。1個だけ余った毛糸は手袋に編まれて
なげきます。やがて手袋はよごれてすてられ、
ひろったねこが大事に編みなおしたのは…。

津田直美
セーターになりたかった毛糸玉
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定価:本体1,400円＋税　271×216mm　32P
2010/10　ISBN978-4-89309-502-2 C8771

オロギーコは羽がじまんのコオロギ。ある日、
すてきな羽音で起こしてほしいと手紙が届く
と、オロギーコは、めざまし屋さんになって
いろんな動物家族を起こしにでかけます。

こいでなつこ
おはよう オロギーコ

定価:本体1,200円＋税　210×220mm　32P
2010/9　ISBN978-4-89309-503-9 C8771

5 ひきのねずみのきょうだいと動物たちが、
ふだんの暮らしで使うオノマトペを楽しく紹
介。耳に心地よい言葉とキュートなイラスト
で221のオノマトペが覚えられるおと絵本！

たちもとみちこ
おとがいっぱい

定価:本体1,500円＋税　271×216mm　32P
2011/3　ISBN978-4-89309-515-2 C8771

旅のとちゅうでふねにのり遅れ、ふしぎな島
に迷いこんだ男。アリより小さなおばあさん
や、見上げるほどの大男に出会い、大あわて！ 
はたして男の運命は…!?  古典落語を絵本化。

桂 文我/文　スズキコージ/絵
しまめぐり

定価:本体1,500円＋税　288×224mm　40P
2011/2　ISBN978-4-89309-510-7 C8771

今日は年に一度、日本全国から味じまんのご
とうちグルメさんたちが集まる日。おやつや
名産品に変身して、各地の方言で大宴会！ 
おいしく楽しく都道府県を覚えられる絵本。

おおのこうへい/絵　ふくべあきひろ/文
あつまれ！ 全日本ごとうちグルメさん

おせんとおこま
飯野和好
茶屋の娘おせんは、ある朝かごを売りにきた
山渡りの娘おこまと出会います。おこまが
くれたかんざしを自分の髪にさしてみると、
からだ中にふしぎな力がわいてきたのです。

定価:本体1,400円＋税　264×213mm　32P
2016/5　ISBN978-4-89309-618-0 C8771

定価:本体1,300円＋税　198×216mm　36P
2014/7　ISBN978-4-89309-588-6 C8771

あれあれ？ 葉っぱかな？ 小枝かな？ 木か
な？ 目をこらして、そっと近づくと見えて
くる！ かくれんぼやおしゃれを楽しむ昆虫
たちの魅力を知る、今森光彦の写真絵本。

今森光彦
あれあれ？ そっくり！

 厚生労働省 社会保障審議会推薦 児童福祉文化財

定価:本体1,300円＋税　185×250mm　32P
2011/7　ISBN978-4-89309-524-4 C8771

大きないっぽんの木からつくられた、おじい
ちゃんのふね。かんたくんはこのふねにのる
のがだいすき。でもある日、大きな台風が
やってきて、ふねがこわれてしまったのです。

ひがしちから
おじいちゃんのふね さらじいさん

はせがわはっち
おじいちゃんからもらった、古いお皿。絵が
おかしくて、さらじいさんて呼んでるの。お
やつをのせると、手がにゅーっとのびてきて
お皿の世界を旅することになっちゃった…！

定価:本体1,400円＋税　264×213mm　32P
2017/3　ISBN978-4-89309-627-2 C8771

MOE絵本屋さん大賞 新人賞 第5位 第10回
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イエコさん
角野栄子/文　ユリア・ヴォリ/絵
森のなかでひとりぼっちでくらすイエコさ
ん。毎日元気に手足をのばして、エクササイ
ズ。そこへ動物たちが次々とやってきます。
するとイエコさんは、「ぱくり、ぺろり！」。

定価：本体1,400円＋税　228×228mm 32P
2007/8 ISBN978-4-89309-421-6 C8771

C O L U M N  4

オンライン版「ブロンズ新社書店大賞」

小社創立30周年を機に創設した本賞では、出版界を日々支えてくださっ
ている現場の書店員さんに、敬意と感謝を表してきました。コロナ禍の
2022年は、初の試みでオンラインでの授賞式とパーティを行うことに。
グループチャットツール「スペーシャルチャット」を使用し、全国の書店
員さん、作家さん、社員が一堂に会しました。バーチャルのパーティ会場
では、各テーブルで作家さんと書店員さんとの熱いトークが展開。宴もた
けなわとなったころ、五味太郎さんのチェロ演奏が飛びだし、鈴木のりた
けさんのエレキギター、岡田よしたかさんのハーモニカと、サプライズ・
ライヴが続いて、 熱気あふれる会は夜更けまで盛りあがったのでした。

1

2

受賞された書店員さんの、熱のこもったディスプレイの数々。
オンラインで勢揃いした、小社にゆかりの深い作家さんたち。

1
2 

定価:本体1,300円＋税　257×182mm　32P
2011/9　ISBN978-4-89309-526-8 C8771

秋も10月、神無月。出雲の国には日本中の
神さまたちが集まります。大にぎわいの出雲
大社に、めがねやさんがやってきました。と
びきりのめがねで神さまの悩みを解決だ！

市川真由美/文　つちだのぶこ/絵
かみさまのめがね
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定価:本体1,400円＋税　228×228mm　36P
2020/1　ISBN978-4-89309-669-2 C8771

子育て、家事、仕事に毎日大忙しの3人のマ
マ。今日は幼稚園の遠足で、朝からお弁当づ
くり。でもふと気づくと、まぶしい春の日が
そこに！ ママたちに贈る韓国発のエール。

定価:本体1,400円＋税　225×280mm　32P
2021/10　ISBN978-4-89309-699-9 C8771

毎日けんめいにはたらく3人のキムさん。医
者・宅配業者・サラリーマンと職種もさまざ
まなパパたちは、子どもたちの音楽会に出席
するために大忙しのいちにちを駆け抜けます。

クク・チスン/作　
斎藤真理子/訳

クク・チスン/作　
斎藤真理子/訳

3人のママと3つのおべんとう 3人のパパと3つのはなたば

定価:本体1,400円＋税　277×213mm　32P
2020/5　ISBN978-4-89309-674-6 C8771

おつかいをたのまれた男の子。「ちょっとそ
こまで」が彼にとっては大冒険。だって、巨
人や海賊がいるかもしれないよ！ 子どもの
想像力と創造性にあふれたオランダ発の絵本。

シャルロット・デマトーン/作
野坂悦子/訳

ぼくといっしょに

定価:本体1,200円＋税　200×200mm　20P
2005/8　ISBN978-4-89309-358-5 C8771

おひさまはまるい、ゴムまりもまるい、きみ
のひとみもまるい、まあるい。ページをめく
るたびにあらわれるまるいもの。イエラ・マ
リの美しいデザインは、いつまでも新鮮！

イエラ・マリ/作
栗栖カイ/訳

まるい まあるい

定価:本体1,400円＋税　245×245mm　32P
2021/1　ISBN978-4-89309-682-1 C8771

さんかくは、まるといっしょに遊ぶのがだい
すき。だけどときどきなんだかへん。自分に
ぴったりあうってどんなことだろう？  とっ
ても素敵なともだちさがしのはじまりです！

ナオミ・ジョーンズ/文
ジェームズ・ジョーンズ/絵　環ROY/訳

ほら ぴったり

ようちえん絵本大賞 大賞
未来屋えほん大賞 入選

 第12回

 第5回

定価:本体1,200円＋税　230×230mm　24P
2011/2　ISBN978-4-89309-508-4 C8771

夜になると、おとうさんは帰ってきます。魚
のおとうさんは川を泳いで、うさぎのおとう
さんはぴょんぴょんはねて、ふなのりのおと
うさんは男の子のもとへ。おかえりなさい！

マーガレット・ワイズ・ブラウン/文
スティーヴン・サヴェッジ/絵　さくまゆみこ/訳

おとうさん おかえり

定価:本体1,500円＋税　270×210mm　34P
2010/1　ISBN978-4-89309-488-9 C8771

定価:本体1,400円＋税　280×200mm　32P
2018/4　ISBN978-4-89309-644-9 C8771

庭のない街で、リーアム少年は鉄道跡地に小
さな木を発見。せっせと世話をするうち草木
は伸びて、見事なグリーンベルトに。NYハ
イランドパークをモデルにした緑の絵本。

ツリーハウスがほしいなら、想像してみよ
う。背が高い木がいいかな？　花だんや本棚
があったら素敵だね。すきなものでいっぱい
の、きみだけのツリーハウスをつくろう。

ピーター・ブラウン/作
千葉茂樹/訳

カーター・ヒギンズ/文　エミリー・ヒューズ/絵
千葉茂樹/訳

ふしぎなガーデン 知りたがりやの少年と庭ツリーハウスがほしいなら

 第21回 やまねこ翻訳クラブ
やまねこ賞絵本部門 大賞
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定価:本体1,600円＋税　288×224mm　46P
2006/12　ISBN978-4-89309-402-5 C8771

1月1日に 1 羽のペンギンが届いた。毎日
1 羽ずつ届けられるペンギン。家はもう大
パニック！ 収納法やエサの量を計算して、
SDGsも学べるフランス発のユーモア絵本。

365まいにちペンギン
ジャン＝リュック・フロマンタル/文
ジョエル・ジョリヴェ /絵　石津ちひろ/訳

定価:本体1,400円＋税　250×272mm　32P
2015/1　ISBN978-4-89309-592-3 C8771

ある日、おばあちゃんが泊まりにきました。
ライオンと暮らしていることは、ぜったいに
ひみつ！ でも、おばあちゃんがもってきた
大きな箱にもなにかひみつがありそう！

ヘレン・スティーヴンズ/作
さくまゆみこ/訳

おばあちゃんからライオンをかくすには

定価:本体1,400円＋税　250×272mm　32P
2013/3　ISBN978-4-89309-560-2 C8771

町にやってきたライオンを、子ども部屋にか
くすことにしたアイリス。でも、そう簡単に
はいきません。大きいし、もじゃもじゃだし、
重たいし！ さて、どうなることやら？

ヘレン・スティーヴンズ/作
さくまゆみこ/訳

ライオンをかくすには

 厚生労働省 社会保障審議会推薦 児童福祉文化財

定価:本体1,500円＋税　300×209mm　26P
2013/4　ISBN978-4-89309-567-1 C8771

マールとおばあちゃんは似た者同士のなかよ
し。ある日、おばあちゃんが倒れて口がきけ
なくなります。でもマールは、おばあちゃんの
考えていることがわかるのです。江國香織訳。

ティヌ・モルティール/作
カーティエ・ヴェルメール/絵　江國香織/訳

マールとおばあちゃん

いつもふたりで
ジュディス・カー /作
亀井よし子/訳
いつもふたりで、ずっとふたりで暮らしたカ
ップル。もしも片方が天国に召されたら…。
かけがえのない人がいたからこそ、あたため
られる想いがある。愛をえがいた感動の絵本。

定価:本体1,400円＋税　254×184mm　32P
2011/9　ISBN978-4-89309-519-0 C8771

定価:本体1,300円＋税　254×197mm　32P
2015/2　ISBN978-4-89309-598-5 C8771

コツン、コトン、コツコツ。パリン、パクン、
パン！ 冬のおわりの夜にふしぎな音がきこ
えたら「くるよお。いっしょにいこう」とく
まが誘いにくるよ。春の訪れをえがいた絵本。

マリオン・デーン・バウアー /文
ジョン・シェリー /絵　片山令子/訳

はるのおとがきこえるよ

定価:本体1,400円＋税　220×240mm　32P
2015/3　ISBN978-4-89309-599-2 C8771

本はさかさま、靴も左右でちぐはぐ、かわい
いねこちゃんはまさかのスカンク！ ペイジ
は「ちゃんとみえてるもん！ めがねなんて
いらないよ」と言うけれど、それって本当？

エリック・バークレー /作
木坂 涼/訳

めがねがなくても ちゃんとみえてるもん！

定価:本体1,400円＋税　260×240mm　26P
2011/1　ISBN978-4-89309-504-6 C8771

うさぎくんとくまくんは大のなかよし。ふ
たりいっしょに暮らしています。ある日、キ
ラキラ光るふしぎなものを見つけて、大げん
か！ さて、ふたりはなかなおりできるかな？

ノルベルト・ランダ/作
ティム・ワーンズ/絵　三辺律子/訳

ごめんね！
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定価:本体1,400円＋税　248×228mm　26P
2013/8　ISBN978-4-89309-571-8 C8771

定価:本体1,400円＋税　248×228mm　26P
2015/9　ISBN978-4-89309-601-2 C8771

アーチーが覚えた新しい言葉は「いやっ！」。
すっかり気に入ってしまい、ごはんのときも
おふろのときも、「いやーっ！」の連続。「い
やいや期」の親子にぴったりの絵本です。

アーチーは、知りたがりやの男の子。まわり
には、ふしぎなことだらけ。なんでかなあっ
て思っているうちに、どんどん大変なことに
なってしまいます。「なんで期」の親子に。

トレーシー・コーデュロイ/作
ティム・ワーンズ/絵　三辺律子/訳

トレーシー・コーデュロイ/作
ティム・ワーンズ/絵　三辺律子/訳

いやっ！ なんで？

ようちえん絵本大賞 大賞 第6回

定価:本体1,400円＋税　245×245mm　32P
2016/9　ISBN978-4-89309-619-7 C8771

定価:本体1,400円+税　245×245mm　32P
2018/4　ISBN978-4-89309-640-1 C8771

ベラは絵本の中をお散歩しています。ページ
を横切ると、あれ？ いぬがたべられちゃっ
た！ 困ったベラはページの間にはいってい
くことに。世界で大人気、ふって遊ぶ絵本！

ベンがもってきたおもちゃのリモコン。ボタン
をおしてみると、あれあれ？ 起きるのは、お
かしなことばかり。また、いたずらえほんがあ
ばれだした！ 世界中で大ヒットの参加型絵本。

リチャード・バーン/作
林 木林/訳

リチャード・バーン/作
林 木林/訳

いたずらえほんがたべちゃった！ いたずらえほんがなんかへん！

フェリックスの手紙４ 
サンタクロースとクリスマス旅行

世界の子どもたちは、どんなクリスマスをす
ごしているの？ サンタクロースは、どんな
生活をしているの？ 旅するフェリックスが
教えてくれます。オーナメントとカード付。

定価:本体1,650円＋税　216×216mm　36P
1997/11　ISBN978-4-89309-137-6 C8771

定価:本体1,650円＋税　216×216mm　34P
1994/9　ISBN978-4-89309-090-4 C0071

ソフィーのぬいぐるみのフェリックスは、空
港ではぐれてから、世界を旅することに。ロ
ンドン、パリ、ローマ… 6 通の手紙とフェリ
ックスのおみやげシール付の手紙絵本。

アネッテ・ランゲン/話
コンスタンツァ・ドロープ/絵　栗栖カイ/訳

アネッテ・ランゲン/話
コンスタンツァ・ドロープ/絵　栗栖カイ/訳

フェリックスの手紙 
小さなウサギの世界旅行

定価:本体1,500円＋税　271×216mm　32P
2012/1　ISBN978-4-89309-534-3 C8771

まずしい粉屋が死んだとき、末の息子がもらっ
たのは、たった1匹のねこだけ。がっかりし
ていると、ねこは長ぐつをはき、袋を片手に
行動開始！ 作戦を次々成功させていきます。

シャルル・ペロー /原作
石津ちひろ/抄訳　田中清代/絵

長ぐつをはいたネコ

定価:本体1,400円＋税　245×278mm　26P
2014/1　ISBN978-4-89309-577-0 C8771

嵐の翌朝、ノイは浜辺に打ち上げられた小さ
なクジラを発見して、家に連れて帰ります。
クジラは、さみしかったノイの、よき話し相
手となりました。村上康成初の翻訳絵本。

ベンジー・デイヴィス/作
村上康成/訳

あのひのクジラ
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定価:本体1,500円＋税　271×216mm　32P
2005/1　ISBN978-4-89309-343-1 C8771

おめしかえの大好きな王さまが、この世で誰
ももっていないめずらしい服がほしいと言い
だしました。そこへ、世にもふしぎな布をお
るという、はたおり名人がやってきます。

アンデルセン/話　中井貴惠/再話
たちもとみちこ（colobockle）/絵

はだかの王さま

定価:本体1,500円＋税　271×216mm　26P
2009/6　ISBN978-4-89309-472-8 C8771

悪い魔法使いに白鳥の姿にかえられてしまっ
た女王を救うために、王子は永遠の愛を誓い
ます。バレエ音楽の傑作が、ツヴェルガーの
美しい絵によって、絵本になりました。

ピョートル・チャイコフスキー /原作
リスベート・ツヴェルガー /文・絵　池田香代子/訳

白鳥の湖

定価:本体1,500円＋税　271×216mm　32P
2005/10　ISBN978-4-89309-374-5 C8771

雪の中、ぼうやが落としたてぶくろに、次々
と動物がもぐりこんできます。もぐら、きつ
ね、はりねずみ、おまけにくままでやってき
て、いったいどうなってしまうのでしょう？

ウクライナ民話
たちもとみちこ（colobockle）/作

てぶくろ

定価:本体1,500円＋税　271×216mm　32P
2008/10　ISBN978-4-89309-450-6 C8771

クリスマスにドロッセルマイヤーおじさんが
マリーにくれたのは、ぶかっこうなくるみわ
り人形。その夜、大広間の時計が12時を知
らせると、ふしぎなことが起こります。

E.T.A.ホフマン/原作
中井貴惠/抄訳　いせひでこ/絵

くるみわり人形

定価:本体1,500円＋税　210×148mm　128P
2009/6　ISBN978-4-89309-471-1 C8076

定価:本体1,500円＋税　210×148mm　160P
2000/6　ISBN978-4-89309-198-7 C8076

スパイをめざす、すべての子どもにおくる極秘訓練マニュ
アル！ スパイスクールの入学試験から、体力知力をきた
える数々のミッション。きみは一流スパイになれるかな？

へレイン･ベッカー /著　らんあれい/訳　高畠那生/絵
スパイ図鑑

今なお活躍中の忍者集団「黒党」をひきいる著者が、忍者
の極意を伝授！ イラストは、大人気絵本作家の長谷川義
史。常識をくつがえす、忍者のひみつや情報が満載です！

黒井宏光/著　長谷川義史/絵
忍者図鑑

定価:本体1,400円＋税　225×182mm　48P
2005/4　ISBN978-4-89309-351-6 C8071

定価:本体1700円＋税　188×128mm　312P
2022/6　ISBN978-4-89309-707-1 C8093

あこがれの岩山をめざして、地図を見ながら森へ分けいる少
年カムロ。出会う動物たちは人間のこの地図ではたどりつけ
ないと言います。彼らの言う本物の「森の地図」とはなにか。

声がわりに悩む小 5 の令。ある日、夢の中で彼は「トロイガ
ルト」という国の死刑囚になっていました。夢と現実の2つ
の世界で生きる少年たちの、希望と再生をえがく傑作長篇。

阿部夏丸/文　あべ弘士/絵

斉藤 倫/作　花松あゆみ/画

森の地図

新月の子どもたち

定価:本体1,400円＋税　225×182mm　48P
2006/4　ISBN978-4-89309-391-2 C8071

浜辺に打ち上げられたヤシノミをめぐり、丘と海の生き物
が大争い。波打ちぎわはどちらのものか… そこへ巨大な

「白馬」が現れ、カムロに「いのちの帯だ」とさとします。

阿部夏丸/文　あべ弘士/絵
波の白馬
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定価:本体1,300円＋税　214×190mm　32P
2008/4　ISBN978-4-89309-425-4 C8747

予価:本体1,600円＋税　200×200mm　84P
2023/3　ISBN978-4-89309-717-0 C8076

「まち」をテーマに寄せられた「世界子どもハイクコンテ
スト」。世界38の国・地域の子どもたちが詠んだハイクか
ら、優秀作175句をまとめた作品集。3カ国語表記。

公益財団法人JAL財団／編
地球歳時記 まちのうた

赤ちゃんは、どうやって生まれてくるの？ おかあさんの
おなかの中ではなにが起こっているの？ 子どもたちの疑
問に答えるためにぴったりの、美しいCG写真絵本です。

ニルス・タヴェルニエ/作　中島さおり/訳　杉本 充弘/監修
幼年版 赤ちゃんが生まれる

定価:本体2,000円＋税　284×210mm 　64P
2007/6　ISBN978-4-89309-412-4 C8047

受精から生命誕生まで、10カ月間の神秘のドラマを、美し
いCG写真とやさしい文章でたどります。脳の発達など最新
医学情報もフォロー。プレゼントや性教育にも最適の良書。

ニルス・タヴェルニエ/作　中島さおり/訳　杉本充弘/監修
赤ちゃんが生まれる いのちの冒険旅行

定価:本体1,300円＋税　198×148mm　160P
2012/3　ISBN978-4-89309-543-5 C0036

震度７以上の巨大地震にそなえるための最新防災マニュア
ル。家の補強から食糧の備蓄、地震保険についてまで、イ
ラストでわかりやすく解説。被災者 40 人の体験談も収録。

国崎信江＋地震から子どもを守る会/著
決定版 巨大地震から子どもを守る50の方法

韓国
定価:本体1,400円＋税　210×148mm　88P
2004/12　ISBN978-4-89309-342-4 C2077

定価:本体1,500円＋税　210×148mm　128P
2016/2　ISBN978-4-89309-614-2 C2077

病気というほどではないけれど、ちょっと調子が悪いとき
に、身近にある材料で体調をととのえるレシピ集。かぜの
引きはじめや夏バテ対策など、今すぐ活用できる1冊。

みそやしょうゆなど、じっくり醸す定番調味料。梅干しや
豆板醤など、旬の食材でつくる調味料。バターや粒マス
タードなど、簡単にできる調味料。107レシピを収録。

南 恵子/レシピ提供・監修

オザワエイコ

じぶんでつくるクスリ箱

だからつくる調味料

定価:本体1,400円＋税　210×148mm　96P
2010/10　ISBN978-4-89309-485-8 C2077

疲れを癒やすおかゆ、免疫力をあげるおかゆ、キレイにな
るおかゆ…。体調と気分に合わせて選べる68レシピ。ご
ま油で炒めてぐっと時間短縮。毎日簡単につくれます。

崔 智恩
食べるクスリ おかゆ

定価:本体1,300円＋税　210×148mm　136P
2011/12　ISBN978-4-89309-532-9 C0095

ファッション、インテリア、女の子スピリット。エッセイ
スト・杉浦さやかのセンスのひみつ、ここにあり！ 元気
をチャージしてくれる、おすすめ映画130本を紹介。

杉浦さやか
おしゃれの教科書 女の子のための映画スタイルブック

定価:本体1,600円＋税　210×148mm　160P
2012/11　ISBN978-4-89309-555-8 C0070

ピカソ、モネ、ゴッホなど、18人の芸術家たちとスイー
ツの甘い関係を説いたフォトエッセイ＆レシピ集。生誕地
やゆかりの地を訪れて、撮り下ろした写真を多数収録。

山本ゆりこ
芸術家が愛したスイーツ

台湾/韓国

台湾

定価:本体1,600円＋税　210×148mm　72P
2000/12　ISBN978-4-89309-210-6 C8076

空飛ぶほうきや、ふしぎな薬草。魔女のひみつを、作家・
角野栄子が世界各国を取材して書き下ろしました！ 魔女の
誕生やおしゃれなどくまなく紹介。魔女になれるレシピ付。

角野栄子/著　下田智美/絵
新 魔女図鑑

韓国/台湾
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定価:本体2,300円＋税　210×148mm　420P
2022/12  ISBN978-4-89309-713-2 C0074

第28回劇作家協会新人戯曲賞に応募された作品の中から、
最終候補として選ばれた5作品を完全収録。最終審査員は、
瀬戸山美咲、川村毅、平田オリザ、渡辺えりら7名。

日本劇作家協会/編
優秀新人戯曲集 2023

定価:本体2,000円＋税　195×148mm　264P
2007/6　ISBN978-4-89309-418-6 C0074

驚きと感動を巻き起こすコクーン歌舞伎。舞台づくりから
演出意図、故中村勘三郎をはじめとする歌舞伎役者とのや
りとりを、鮮やかに書き下ろした演出家の初エッセイ！

串田和美
串田戯場 歌舞伎を演出する

定価:本体1,500円＋税　188×129mm　280P
2008/9　ISBN978-4-89309-444-5 C0077

重曹や酢、塩などの安全素材を使ったシミぬきテクニック
が満載。ワイン、ソース、クレヨンのらくがきなど、困っ
たシミの対処法を、場所、素材別にわかりやすく解説。

デボラ・マーティン/著　佐光紀子/訳
シミぬき大事典

定価:本体1,500円＋税　188×129mm　272P
2007/10　ISBN978-4-89309-424-7 C0077

重曹、クエン酸、石けんなど、安全素材を使ったナチュラ
ル・クリーニングの決定版。場所、素材、アイテム別にす
ぐに引けるインデックス付。究極の604レシピを公開。

佐光紀子
汚れおとし大事典

台湾

学校図書館・公共図書館におすすめの、絵本セットをご紹介します。
おはなし会でもりあがったり、授業の題材・副読本としてもご活用いただけます。

▶ 絵本の内容・詳細については、各書籍のページをご覧ください

図書館向けセット商品

しごとば
続・しごとば
続 ・々しごとば
しごとば・東京スカイツリー®

もっと・しごとば
やっぱり・しごとば

しごとばシリーズ

鈴木のりたけ/作
揃定価:揃本体10,300円＋税
ISBN978-4-89309-679-1 C8771

仕事の現場が絵本になった！ 
迫力ある見開きページと
細部にまで遊び心をちりばめた
見ごたえあるシリーズ！

既 6 巻

りんごかもしれない
ぼくのニセモノをつくるには
このあと どうしちゃおう
ころべばいいのに

ヨシタケシンスケ発想えほんシリーズ

ヨシタケシンスケ/作
揃定価:揃本体5,600円＋税
ISBN978-4-89309-680-7 C8771

哲学？ 妄想？ 想像力？
「考える」ことを果てしなく
楽しめる発想絵本。

既4 巻

12ひきのくまのこたちの
なにげないけれどあたたかな日常をえがいた物語。

あだちなみ/絵　あいはらひろゆき/文
揃定価:揃本体19,100円＋税
ISBN978-4-89309-672-2 C8771

くまのがっこう
ジャッキーのパンやさん
ジャッキーのじてんしゃりょこう
ジャッキーのおせんたく
ジャッキーのおたんじょうび

ジャッキーのうんどうかい
ジャッキーのいもうと
ジャッキーのトマトづくり
ジャッキーのたからもの
ジャッキーのはつこい

ジャッキーのゆめ
ジャッキーのクリスマス
ジャッキーのしんゆう
ジャッキーつきへいく
ジャッキーのしあわせ

くまのがっこうシリーズ 既15 巻
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