
一歩を踏みだしたい、あなた
へ贈る。言葉をかけると、相手
はきっと、こたえてくれる…。

世界のおはなしWORLD BOOK

978-4-89013-957-6
●本体1200円

ともだちと出会って、遊ん
で、けんかして……。ゆか
いな動物たちがシンプル
な絵と言葉で、ともだちづ
くりを応援します。

黒グルミのからのなかに
（文）M.マンゴー
（絵）C. セゴヴィア
（訳）とき  ありえ

978-4-89013-898-2
●本体1500円

病に倒れた母を救うため
に、ポールは死神とたた
かい黒グルミに閉じこめ
るが…。なにか、わたしに

できることは？
（文）J.カンパナーリ（絵）J. シスネロス
（訳）寺田真理子

978-4-89013-925-5

テレビがなかったころ

第二次世界大戦後、フラ
ンスのヴィシー。８歳の
少年アランの生活を通
して綴る歴史絵本。

　　　978-4-89013-904-0
●本体1900円

（文・絵）イワン・ポモー
（訳）とき ありえ

ボローニャ国際児童図書賞
ノンフィクションの部　優秀賞受賞！

ス
ペ
イン
の
児
童
図
書
賞

ラ
サ
リ
ー
リ
ョ
賞
受
賞

画
家
の
絵
本

どんなきもち？

どうしたの？　なにかあ
ったの？　自分の気持
ちを言葉にできない子
どもたち。カラフルな21
匹のお魚たちが、感情を
言葉で表現するお手伝
いをしてくれます。

（作）M.ファン・ハウト
（訳）ほんまちひろ

聖ニコラスがやってくる！
（文） Ｃ.Ｃ.ムーア
（絵）R.イングペン
（訳）柳瀬尚紀

978-4-89013-930-9
●本体1500円

国際アンデルセン賞受賞
画家の魅惑的なイラストと、
見事な押韻訳による“The
Night Before Christmas”。

ノアは大きな箱舟をつくり、生き
ものを乗せました。ところが舟
に穴があいて……。

978-4-89013-953-8 ●本体1400円

978-4-89013-948-4
●本体1500円

ヨハンナの電車のたび

ねえねえ、絵かきさん、この電車はどこへいくの？　
ブタはこの絵本のなかで、絵かきさんとおしゃべりを
始めます。スケッチからカラフルな物語が出来上が
っていくユニークな絵本。

（作）K.シェーラー
（訳）松永美穂

ともだちに なろう 
（作）M.ファン・ハウト
（訳）ほんまちひろ

（文）E.リア　
（絵）R.イングペン
（訳）柳瀬尚紀

978-4-89013-938-5
●本体1600円

エドワード・リアのユニー
クな詩世界を、素晴らしい
イラストと名人芸的な翻訳
で絵本に。

リアさんって人、とっても愉快！
エドワード・リア
ナンセンス詩の世界

ゆ か い

●本体1500円

なぜイヌの鼻は
ぬれているの？

（文）K.スティーブン
（絵）O.トールシェーテル　
（訳）ひだにれいこ

ノアの箱舟のふしぎな話

ノルウェー文化省
最優良絵本賞  

978-4-89013-958-3
●本体1300円

日本絵本賞
翻訳絵本賞

ジェーンとキツネとわたし
（文）F.ブリット
（絵）I.アルスノー　
（訳）河野万里子

978-4-89013-959-0
●本体2200円

いじめに揺れ動き、やがて希望を見出すまでの少
女の心を瑞々しく描くグラフィック・ノベル（小説全
体に挿し絵をつけた作品）。

カナダ総督文学賞受賞 

978-4-89013-951-4
●本体1300円

アンナとわたりどり
（文）M.トロティエ
（絵）I.アルスノー　
（訳）浜崎絵梨
ニューヨーク・タイムズ
最優秀絵本賞受賞 

季節労働者の家族とあたたかいきずなで結ばれ
た、末っ子アンナの心象風景を美しく描く。

ちいさなあなたがねむる夜
（文）J.E.ペンジウォル　
（絵）I.アルスノー
（訳）河野万里子

978-4-89013-978-1
●本体1400円

大自然の鼓動を感じながら、あたたかな室内で眠
る子どもを見守る母……。魔法のような素晴らし
いひとときを、リズミカルに、みずみずしく描きます。

キツネとねがいごと

永遠の命を手に入れた
キツネは、幸せな日を過
ごします。でも、やがて
キツネのおくさんが死
に、友達も子どもも孫も
いなくなり……。

978-4-89013-979-8
●本体1500円

（作）K.シェーラー
（訳）松永美穂

「よい絵本」
選定図書

ヤギのブランケットは、ある日
あこがれの自由な世界に飛び
出しますが…。

978-4-89013-891-3●本体1500円

スガンさんのヤギ
（原作）ドーデ（絵）E. バテュー
（訳）とき ありえ

こわい、こわい、こわい？

子ネズミのミナは、「コ
ワイ」がどんなものかを
知りたくなって、さがし
に出かけます。ドイツ
の語り部シャミによるユ
ニークなこころ絵本。

（文）R.シャミ
（絵）K.シェーラー
（訳）那須田 淳

978-4-89013-976-7
●本体1500円

しりたがりネズミのおはなし



世界中に愛されている
　　　「むかし、むかし…」の物語。5

あやつり人形ピッパ
（絵）J.グコーヴァ
（文）E.ターベット
（訳）酒寄進一

978-4-89013-867-8
●本体1600円

もっといろいろなことをしてみた
い。暖かくて安全な子ども部屋を
とびだしたピッパだったが…。

 

12月くんの
友だちめぐり 

（文）M.ダミヤン
（絵）D. カーライ
（訳）矢川澄子

978-4-89013-917-0
●本体1300円

12月くんは、ある日、ものしりの
大風から、ほかの月には素敵な
ことがたくさんあると聞いて…。

〈新装版〉

本なんてだいきらい！
（大人バージョン）

978-4-89013-587-5
●本体1100円

ヴィックは
本なんてだいきらい！（子どもバージョン）

（絵）E.ドレセール
（文）R.マーシャル
（訳）うみ ひかる

ベンジャミン・フランクリン賞受賞
978-4-89013-882-1
●本体1300円

●本体 900円  ◆ 978-4-89013-807-4
ジャックと豆の木　

●本体 900円  ◆ 978-4-89013-808-1
ヘンゼルとグレーテル

●本体 1000 円  ◆ 978-4-89013-810-4
眠り姫 

 

●本体 1100 円  ◆ 978-4-89013-809-8
美女と野獣　 

●本体 900円  ◆ 978-4-89013-811-1
モミの木★

●本体 1000 円　978-4-89013-822-7
赤ずきん★ ボローニャB.F

グランプリ受賞

●本体 1000 円　978-4-89013-823-4
漁師とそのおかみさん

●本体 1000 円  ◆◎ 978-4-89013-825-8
3つのことば　

●本体 1000 円 　978-4-89013-826-5
フイッチャーさんちの鳥

●本体 1100 円　978-4-89013-827-2
ブタ王子

●本体 1000 円  　978-4-89013-829-6
ラプンツェル

●本体 1000 円 　978-4-89013-830-2
木のはえた花嫁　 

●本体 1000 円　 978-4-89013-831-9
白雪と紅ばら

●本体 1000 円　978-4-89013-832-6
女王バチ 

●本体 1000 円　978-4-89013-833-3
ガチョウ番のお姫さま

●本体 900円　978-4-89013-834-0
リング王子

●本体 1000 円  ◆ 978-4-89013-828-9
3まいの羽　

品
切

●シンデレラ　
●スノー・クイーン
●すずの兵隊

イタリアの児童文学賞バンカレッリーノ賞受賞作家の絵本

1 おとぎ話を
ききすぎたお姫さま
978-4-89013-926-2

2 いやいや姫と
おねだり王子
978-4-89013-927-9

3 とんでる姫と
怪物ズグルンチ
978-4-89013-928-6

4 ねてもさめても
 いたずら姫
978-4-89013-929-3

●各本体 950円

（作）ロンカーリァ  （絵）テンポリン  （訳）たかはし たかこ

優しいけれど、勇敢で怖いもの知らずのお姫さま。寝て
も覚めてもいたずらしている、困り者のお姫さま……。
いろいろだけど、みんな親しみのわくお姫さまばかり。

ときめきお姫さま シリーズ

どうしようもなく涙がとまらない。
そんなときどうしたらいい？　困
っている気持ちをときほぐすヒン
トを小児心理カウンセラーの著者
が楽しく解説。

おたすけなみだと
　おじゃまなみだ

（文）ラメルティンク　
（絵）ジョルジェ　
（訳）野坂悦子

（文）ラメルティンク　
（絵）ジョルジェ　
（訳）野坂悦子

978-4-89013-950-7
●本体1400円

978-4-89013-960-6 
●本体1400円

子どものすききらいをなくすには、
どうしたらいいの？　食欲不振の起
きる理由やその対処法、食事を楽
しいものにするためのヒントなど。

すききらい、とんでいけ！
　      もぐもぐマシーン

「すべての子どもたちに教育を」
その勇気ある言動で、ノーベ
ル平和賞を受賞したマララ･ユ
スフザイ。彼女に 勇気をもらっ
た世界中の女の子たちからの
フォトメッセージ絵本。

（文）R.マカーニー  
（訳）西田佳子

マララの物語

世界でいちばん勇敢な少女へ

978-4-89013-954-5
●本体1200円

マララさんこんにちは
（文）R.マカーニー  
（訳）西田佳子

世界に生きる子どもたち

978-4-89013-982-8
●本体1500円

わたしは学校で学びたい
（文）R.L.ジョージ
（絵）J.ボック
（訳）西田佳子

「女の子にも教育を受ける権
利がある」と訴えつづけたマ
ララが、史上最年少の17歳
でノーベル平和賞を受賞す
るまでを描く絵本。

978-4-89013-970-5
●本体1400円

（文）ロッサーニ
（絵）ランドマン
（訳）関口英子

「子どもにだって、世界を変え
ることができるんだ」　　　
児童労働を強いられた少年
が、世界の子どもたちに影響
を与えるまでを描いた伝記
絵本。

978-4-89013-986-6
●本体2200円

祝 ノーベル平和賞
受賞

およばれの
テーブルマナー

（絵と文）F. デュマ
（訳）久保木泰夫

エルメス家の食卓に受け継がれる
子どものためのマナーを、ユー
モラスなイラストと文でつづる。

978-4-89013-971-2
●本体1300円

新  刊

ルイス・キャロルが幼い子どもた
ちの読み聞かせ用に書き改めた
お話です。

●本体1800円
978-4-89013-919-4

アリスのふしぎな夢 
〈新装版〉

（文）L.キャロル
（絵）
　マルト・スガン＝
　フォント
（訳）末松氷海子

★は写真絵本

ワンス・アポンナ・タイム・シリーズ （全20巻）

すごいね！  みんなの通学路

世界のさまざまな地域
で、どんなに大変でも懸
命に学校へ向かう子ど
もたちの姿をとらえた
写真絵本。ノーベル平
和賞受賞者、マララさん
の写真を追加収録。

（文）R.マカーニー  
（訳）西田佳子

世界に生きる子どもたち

978-4-89013-990-3
●本体1500円

世界には、戦争や紛争
で故郷を離れざるをえ
ない子どもたちがたく
さんいます。温かく迎え
られる場所を求めて前
向きに生きる彼らをと
らえた感動の写真絵本。

イクバル
命をかけて闘った少年の夢

たたか ゆめ

私はどこで生きていけばいいの？
わたし い



世代を超えて愛される名作読みもの

（著）M.マクドウェル
（訳）宮木陽子

978-4-89013-754-1
●本体2500円

ポターが大切にした湖水地方の
自然や庭づくりを、美しい写真と
愛らしい挿絵とともにたどる。

現代にも通用する「教訓」、グリム
童話との比較、ペローの影響を受
けた現代絵本、物語を紹介する。

赤毛のアン

●本体1800円

カナダ出身の２人のイラストレ
ーターによる美しい絵と、名作
を堪能できるカラー愛蔵版。

978-4-89013-894-4

（著）L.モンゴメリ
（絵）フェルナンデス／
　　 ジェイコブソン
（訳）西田佳子

（著）R.ダルビー
（訳）吉田新一／
　　　宮坂希美江

〈子どもの本〉
黄金時代の挿絵画家たち

●本体3500円

（編）J.マイヤースン／
　　　D.シーリー
（訳）宮木陽子

●本体2800円

名作「若草物語」の著者の10歳
から亡くなる４日前までの日記
を収録した貴重な一冊。

イラスト＋評伝

ニールセン、ポター、シェパード
他、挿絵の黄金時代の画家を
素描や彩色画とともに紹介。 

978-4-89013-892-0

―もうひとつの若草物語―

ルイーザ・メイ・
オールコットの日記

978-4-89013-618-6

ラフィク・シャミ （Rafic Schami)
1946年、シリアのダマスカス生まれ。働きなが
ら大学で化学を学び博士号を取得。エンデととも
に現代ドイツの代表作家として人気を博す。

978-4-89013-566-0●本体1600円
（訳）池上弘子空飛ぶ木

978-4-89013-567-7●本体1600円
（訳）池上純一モモはなぜJ・Rにほれたのか

夜と朝のあいだの旅 （訳）池上弘子
978-4-89013-595-0●本体1800円

ミラード （訳）池上弘子
978-4-89013-601-8●本体1200円

秘密の花園 （新装版）
（著）F.バーネット
（絵）グラハム・ラスト
（訳）野沢佳織

978-4-89013-895-1
●本体1800円

イギリスの叔父の家へ引き取
られたメアリはガーデニング
を通して心を育んでいきます。

リトルプリンセス
〈小公女セアラ〉

（著）F.バーネット
（絵）グラハム・ラスト
（訳）秋川久美子

●本体1800円

不幸のどん底にあっても、あ
きらめずに明るく強く生きる
少女セアラの感動の物語。

978-4-89013-906-4

小公子セドリック
（著）F.バーネット
（絵）グラハム・ラスト
（訳）西田佳子

978-4-89013-920-0
●本体1800円

父親を亡くしたセドリックは、
伯爵の称号を継ぐためにイ
ギリスへ渡ることに。

庭の小道から

（文）スーザン・ヒル
（絵）アンジェラ・バレット
（訳）新倉せいこ

978-4-89013-901-9

英国流ガーデニングのエッセンス

●本体1800円

都会の鉢植えの庭からハーブの庭、
本格的なガーデニングまで庭の楽
しみ方を具体的にアドバイス。　

新  刊

978-4-89013-708-4

ペロー昔話を読み解く

（著）末松氷海子

●本体2200円

赤ずきんの森へ

Schami

シ
ャ
ミ
の
本

新  刊

（著）サラ・シムッカ　（訳）古市真由美

現代の白雪姫のミステリー！

ルミッキ 〈全3巻〉

しなやかな肉体と明晰な頭脳をもつ少女、ルミッキ。犯罪事件に巻き込まれた
彼女は、謎を解くため白雪姫の姿で仮装パーティーに潜入する。

フィンランド・トペリウス賞受賞作家

ル ミ ッ キ

四六判　◆各本体1200円

❶血のように赤く
　　978̶4̶89013̶961-3　

❷雪のように白く
　　978̶4̶89013̶966-8　

❸黒檀のように黒く　
　　978̶4̶89013̶967-5
世界50カ国で出版！

（文）M.ヘイグ
（絵）C.モルド
（訳）杉本詠美

978-4-89013-977-4
●本体1200円

ぼくがサンタになっちゃった⁉
ニコラスの人生を変えた大冒
険。イラスト多数収録。　

クリスマスと
よばれた男の子

（文）M.ヘイグ
（絵）C.モルド
（訳）杉本詠美

978-4-89013-984-2
●本体1300円

大好きなクリスマスがこない
なんて本当!?　どきどきのクリ
スマス・ストーリー、決定版！　

ビアトリクス・ポターが
愛した庭とその人生
ピーターラビットの絵本の風景

米国園芸作家協会金賞受賞！

クリスマスを
 救った女の子

全6巻オクサ・ポロック フランスで50万部突破！
壮大なファンタジーシリーズ

世界27カ国で
出版！

　   希望の星  
978-4-89013-684-1

迷い人の森
978-4-89013-687-2
二つの世界
の中心

978-4-89013-693-3

四六判 ◆各本体 1300円

978̶4̶89013̶705̶3
呪われた絆44

反逆者の君臨55
978̶4̶89013̶707-7

最後の星66
978̶4̶89013̶710-7

13 歳の女の子オクサ・ポロックの
周りで不思議な出来事が起こり始
める。やがて自らの身の上に隠さ
れたとてつもない秘密を知り…。

（著）A.プリショタ／C.ヴォルフ
（訳）児玉しおり

13歳からの絵本ガイド
YAのための100冊
ワイ  エー

（監修）金原瑞人／ひこ・田中

ふしぎの花園
シスターランド

（文）S・シムッカ
（絵）S・ヘイナネン　
（訳）古市真由美

978-4-89013-989-7
●本体1300円

「ルミッキ」シリーズの著者がおく
る、異世界を舞台にした冒険と友
情のファンタジー！小気味よいテ
ンポとユーモアでグイグイ読める。

978-4-89013-787-9
●本体1800円

中高生にこそ出会ってほしい絵
本を厳選!　絵本のプロ14人が
10代にオススメの絵本を熱く紹
介する読書の扉をひらくガイドブ
ック。オールカラー

エンデが作りあげた理想の少女モモのその後
の話など大人のためのメルヘン14編を収録。

21日間の試練を生き抜いたミラードは、新たな生
を受けて再び出発する。シニカルで幻想的な物語。

ニンニク好きなドラキュラの話、欲に目がくらみ
いかさま師にいっぱいくらった話など14話収録。 

ある日、旧友から一通の手紙が届いたことをきっか
けに、若き日の思い出がよみがえってきて…



▶糊・ハサミは不要！  ▶台紙には切り込みと折り目入り
▶背骨や関節は可動！  ▶差し込み式でフレシキブルな設計。

ピッピの70歳とともに、のびのび
読書が楽しめる平和な日本をお祝
いしたいと思った人たち32人がピ
ッピちゃんに手紙を書きました。

978-4-89013-968-2

（文・絵）祝70年
　ピッピちゃんに
　お手紙を書きた
　くなった人たち

●本体880円 

（制作・デザイン）井上貴央／牛木辰男（ペーパー・エンジニア）和田洋一

（作）R.ミラー　（解説）山田雅夫

（作）R.ミラー（解説）鳥居徳敏

978-4-89013-598-1●本体4200円

●本体1796円

A3判・型抜きシート26枚

978-4-89013-223-2

B4変型判　
●本体2800円

ペーパー・クラフト・ブック

Parpercraft
book s

ガウディ サグラダ・ファミリア聖堂

タワー・ブリッジ
（作）R.ミラー（監訳）河合雅雄
（訳）浜井美弥 978-4-89013-218-8●本体3835円

地球環境を
考える 熱帯雨林劇場

［人体骨格模型］

ガウディが心に描いた完成後の姿を立体化。スペイン、
バルセロナにそびえ立つ壮大な建築物の紙模型です。 978-4-89013-600-1

新装版

ボーニー 改訂版

978-4-89013-946-0
●本体1900円

19世紀の植物学者ボンバス
トゥス博士が考えだした奇想
天外な植物たちのユーモラ
スで美しい姿を紹介する。

からだのしくみとはたらき
（絵）S.プーリー
（文）G.ビバース
（訳）小林登／中山知子

978-4-89013-586-8
●本体1900円 ◆◎

「からだの中ってどうなっ
ているの?」 意外に知らな
かったからだの基本的な
あれこれを楽しく解説。

地球のかたちを哲学する 
〈しかけ絵本〉

（文・絵）G.デュプラ
（訳）博多かおる

978-4-89013-918-7
●本体2800円

「地球はどんなかたち?」 。
古代から現代まで、さまざ
まな時代のいろいろな
人々が信じていた地球の
イメージをしかけで紹介。

（作）イバン・バレネチェア
（訳）宇野和美

ぼくは ここで、大きくなった
（作） アンヌ・クロザ
（訳）こだま しおり

978-4-89013-933-0
●本体1300円　★

ちいさな“たね”だった「ぼく」は、
季節とともに成長し……。

「科学の本」賞受賞のすばらし
く美しく、洗練された絵本。

（作） アンヌ・クロザ
（訳）こだま しおり

978-4-89013-949-1
●本体1300円

さまざまなかたちにすがたを
変え、いろいろないきものに出
会いながら、地球をめぐる“み
ずたま”の冒険。

みずたまのたび

世界の発掘現場と
冒険家たち

978-4-89013-690-2
●本体2400円

世界の発掘現場を撮影した
写真家による、子どものため
の考古学図鑑。

考古学ふしぎ図鑑

（文・写真）
S.コンポワン
（日本語版監修）
青柳正規
（訳）野中夏実

パリを彩った
800年の歴史

本と図書館の歴史

978-4-89013-923-1
●本体1800円

古代図書館から電子図書
館までさまざまな図書館
の役割を伝えます。

ラクダの移動図書館から電子書籍まで
（文）M.サワ
（絵）B.スレイヴィン
（訳）宮木陽子／小谷正子

ボンバストゥス博士の
世にも不思議な植物図鑑

BIB（ブラティスラヴァ世界絵本原画展）金牌受賞

978-4-89013-699-5

１枚の写真から生まれた、記憶
や時間をテーマに描かれた大
人のため絵本。

ふたりのたからもの
（文）山本優介
（絵）本間ちひろ

●本体1000円

道から読み解く世界の歴史。は
るか昔から世界中の人々が行き
交った陸と海の道５本（シルク
ロード、香辛料の道、塩の道、茶
の道、黄金の道）を紹介。

（文）A.ド・ジリ 　
（絵）メルラン　
（訳）野中夏実

978-4-89013-962-0

世界を動かした通商と交流の道
グランド・ルート
歴史図鑑

●本体2400円

ルーヴル宮

978-4-89013-848-7
●本体1800円 ◆

（絵・文）
　J.C.ル＝ギユー  
（訳）飯田喜四郎

今なお、パリを彩る 800 年の歴史の
証人である宮殿の変遷を精緻なイラス
トで綴る。

ピッピちゃん、こんにちは！

「よい絵本」
選定図書

人類はアフリカで誕生してどの
ように世界へ移動したか？ アメ
リカ自然史博物館で刊行された
イラスト豊富なビジュアル絵本。

（著）タターソル他  
（訳）篠田謙一
　　河野礼子

人類の誕生と大移動
2200万日で世界をめぐる

978-4-89013-956-9

生命ふしぎ図鑑

●本体1800円

緑色蛍光タンパク質（GFP）や、
発光するダイオウイカ、クラゲ、
ホタル、ヒヨコ、ウイルスまで美
しいカラー写真でその謎に迫る。

（著）ジマー  
（訳）近江谷 克裕

発光する生物の謎

978-4-89013-772-5

生命ふしぎ図鑑

●本体1800円

アメリカ自然史博物館にすむネ
ズミ、ウォレスとダーウィンとと
もに、動物標本や現代の脳科
学の知見を通して、脳のひみ
つを探る。

（著）デーサル
　　 ウィン  
（訳）井上貴央

脳のしくみ
４億年の歴史を探る

978-4-89013-963-7

生命ふしぎ図鑑

●本体1800円

カラフルでユーモラスなイラス
トと、日常的な例を取り入れた
解説で、子どもに脳とからだの
ことを身近に感じさせ、考える
機会をあたえる1 冊。

（著）パーカー　
（絵）ウェスト 
（訳）井上貴央

脳とからだ
運動，感覚，思考のひみつ

978-4-89013-974-3

生命ふしぎ図鑑

●本体1800円


