
1 なまえのないねこ 絵本

ぼくはねこ。なまえのないねこ。だれにもなまえをつけてもらったことがない。

「いいな、ぼくもなまえほしいな」。名前を探す野良猫が見つけた「ほんとうに
欲しかったもの」とは?

¥1,650

2 うごきません 絵本

「動かない鳥」のハシビロコウが動くのは、どんなとき？
いつもじっとしているハシビロコウ。友達のカバがきても、ヘビがきても動きま

せん。すると、鼻がバナナになったゾウや、うずまき模様のシマウマなど、おか
しな動物がつぎつぎやってきて……。

¥1,485

3 まっくろいたものレストラン 絵本

コックとお嬢さまの純愛物語

まっくろいたちは、ぶきみな牙がコンプレックス。
そのために孤独だったまっくろいたちは、

レストランをはじめました。
やってきたのは、うさぎのお嬢さま。

愛する人のため、できることは？
島本理生と平岡瞳が灯す、森の奥の愛のお話。。

¥1,650

4 おたすけこびとのクリスマス 絵本
クリスマスの夜。大切な仕事をたのまれたこびとたちのチームは、働く車の列を
つくって、夜の町をはしっていきます。
どこへ行くのかな、そしてたのんだのは、だあれ…？

¥1,650

5 おばけのバーバパパ 絵本
姿を自由に変形できるおばけのバーバパパは火事場で大活躍し、町の人気者にな
ります。世界各国で愛読された軽妙な傑作絵本。

¥1,100

6 てぶくろ 絵本
雪の上に落ちていた手袋にネズミが住みこみました。そこへ、カエルやウサギや

キツネが次つぎやってきて､とうとう手袋ははじけそう……。
¥1,100

7 いまのわたしにできること 絵本

図書館から子犬をもらうことになったマディ。命をあずかって育てることの責任
について考えるようになりますが、そのとき、人から捨てられて居場所を失った

小さな動物たちがたくさんいることを知りました。じっさいに動物たちが保護さ

れているシェルターに行ってみると、動物が安心してすごせるようにするには、
まだまだ人の手も、モノも足りないことに気づきます。小さないのちたちのため

に、なにかしたい。いてもたってもいられなくなりますが……。まだまだ子ども
でなんの力もない自分にできることなんてあるのかな？　いっしょうけんめい考

えたマディが出した答えとは？　『わたしのそばできいていて』で、小さな命の

存在に助けられた主人公のマディが、今度は助ける側に。読者の心もきっと、マ
ディといっしょに成長していく‐‐‐そんな道標になるようなあたたかい絵本で

す。

¥1,540

8 おべんとうバス 絵本
お弁当の食べ物が返事をしながら次々に乗り込んでくるバス。食べ物大好き、乗

り物大好き、お返事大好きな子どもたちにぴったりです。
¥990
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9 ドン・ウッサ　グッスリだいぼうけん 絵本

「ネコノヒー」「スキウサギ」「悲熊」などの人気作でSNSでも大ブレイクの漫

画家・キューライスが贈る、大人から子どもまでみんなで笑って楽しめるユニー
クな絵本シリーズの第3弾!

夜中にどうしても眠れなくなっちゃったウサギの大親分ドン・ウッサ。
親分思いの3羽の子分たちと共に目指せグッスリ!

超個性派おやすみ絵本の登場です。

¥1,320

10 おふろにいれて 絵本 みなさんはおふろがすきですか?りゅうちゃんがおふろにはいっていると― ¥968

11 うんこしりとり 絵本

こいぬのうんこ→こうちょうのうんこ→こいするうんこ…

エンドレスにつづく、うんこしりとり。
さあ、みんなで「このつく うんこ」をだしきろう！

読みおわったあともずっと遊べる楽しい絵本です

¥968

12 ノラネコぐんだん ラーメンやさん 絵本

ノラネコたちがラーメン屋さんをのぞいています。

「ニャー、ラーメンのつくりかた おぼえたぞ」
……いつものようにお店に忍び込み、せっせとラーメンを作っていたら、お客さ
んたちがやってきてしまい!?
累計200万部突破の大ヒットシリーズ第9弾!

¥1,320

13 まいにちがプレゼント 絵本

たいせつな あなたへ……
毎日が新しい今日！

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。

¥1,540

14 おかしのずかん 絵本

30万部突破の「コドモエのずかん」シリーズ最新刊は、みんな大好き「お菓子」

♪
ショートケーキにモンブラン、チョコレートにクッキー、お団子におせんべい…

…
食感や音や匂いまで味わえそうな、おいしそうなお菓子の数々をとくとご覧あ

れ!
生まれた国がわかる国旗マーク付き。

¥968

15 でんしゃにのったよ 絵本
電車好きの男の子が、お母さんと東京のいとこの家に行くことになりました。

ローカル線から新幹線に乗り継いで、たっぷり電車の旅を楽しみます。
¥990

16 バムとケロのおかいもの 絵本
水曜日には，みんなで車に乗って，市場に買い出しにいこう！市場でみんなが買

うのは，どんなもの？
¥1,650

17 ごんぎつね 絵本
兵十が病気の母親のためにとったウナギを、
いたずら心から奪ってしまった狐のごん。

名作の世界を格調高い絵画で再現した絵本。
¥1,540
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18 ウォーリーとふしぎなたび 絵本
ふしぎなくにをわたりあるくウオーリーをさがすたびにでよう!みればみるほど

おもしろい!ウオーリーとなかまたちからのちょうせんをうけてたとう!
¥1,485

19 ねずみくんとホットケーキ 絵本

ねみちゃんが、ねずみくんたちにホットケーキをつくってくれることになりまし

た。
ところが、おりょうりをつくってくれると聞いたねずみくんたちは、好きなもの

を注文します。困ったねみちゃんは、どうするのでしょう・・・？

¥1,100

20 じゅんくん、りゅうにのる 絵本

妹が生まれてお兄ちゃんになったじゅんくん。家族みんなは妹に夢中で、ちょっ

とさびしい。そんなとき、誕生日プレゼントにもらった龍のぬいぐるみのキキが
話しかけてきた！ キキの声が聞こえるのはじゅんくんだけ。ある晩、キキが変

身した姿でじゅんくんのことを、さそってきて……。少年の成長を見守る龍のぬ

いぐるみとの冒険物語えほん。

¥1,320

21 パンどろぼう 絵本

まちのパンやから　サササッととびだす　ひとつのかげ。

パンがパンをかついで　にげていきます。
「おれはパンどろぼう。おいしいパンをさがしもとめる　おおどろぼうさ」

パンに包まれた、その正体とは――！?

お茶目で憎めないパンどろぼうが、今日も事件をまきおこす！

¥1,430

22 そらまめくんのあたらしいベッド 絵本
大切なベッドを新しくするために、そらまめくんは冒険に出発。知らない場所で
戸惑いながらも頑張り、成長する「そらまめくん」の物語です。

¥968

23 でんしゃのずかん 絵本
新幹線、特急、地下鉄などから、ＳＬ、貨物、リニアモーターカーまで、日本全
国を走る鉄道車両 約７０種類を集めた図鑑絵本。大人も子どもも一緒に楽しく
電車の名前や豆知識を覚えられる絵本です。

¥1,100

24
アニメおさるのジョージ いっぱいかいちゃ
お！ もっと ジョージとあそぶっく

絵本
アニメおさるのジョージのキャラクターやイラストをつかったアクティビティ
ブック。線をつないでジョージの絵を描いたり、足りないパズルのピースを探し
たり、知育に役立つ楽しい遊びを30点収載。

¥1,320

25 クリスマスのおばけ 絵本

クリスマスのひは うれしいなー。

にこにこしながら ねむるけど、

おばけのこどもは どうかしら?
¥968

26
かいけつゾロリの ゾワゾワゾクゾク
ようかいまつり

読み物

ハロウィーンをもっとようかいがかつやくするおまつりにしたい!そんなようか

い学校の先生のゆめをかなえるために、ゾロリたちがかんがえたけいかくとは?

ようかい学校の先生をりようしようとするあやしいかげの正体とは?
¥1,100
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27 おしりたんてい カレーなる じけん 読み物

おしりたんていの にがてな ものって……?! パオットさんのあたらしいお店に
必要な、特別なスパイスが なくなってしまった。マスターの依頼で、スパイス

を探すことに なるおしりたんてい。はたして、どこでなくなったのかわからな
い

¥1,078

28
大どろぼうホッツェンプロッツ
（偕成社文庫）

読み物
おばあさんの大切なコーヒーひきを奪った大どろぼうを追って、２人の少年が大

活躍！　スリルとユーモアがいっぱいの傑作。
¥660

29 しぜんとかがくのはっけん! 366 クイズ 読み物
累計130万部『頭のいい子を育てる』シリーズ。自然科学が学べるクイズブッ
ク。

¥1,430

30 コウペンちゃんをさがせ!! 絵本 たくさんいるコウペンちゃんの中から、いろんなコウペンちゃんをさがそう! ¥1,320

31
十五少年漂流記
 (10歳までに読みたい世界名作)

読み物
十五人を乗せた難破船が流れ着いたのは無人島。少年たちは生き抜くため、島を
探検し、住みかをつくり、野草をとったり狩りをしたりと、サバイバル生活を送
るのですが……さくさく読める世界名作シリーズ

¥968

32 海は生きている 読み物
陸に生きるわたしたちと海との関係を見つめなおす「生きている」シリーズの完
結編

¥726

33 洞窟少年と犬のシロ 読み物
ひとりぼっちの家出少年と1匹の犬ー

戦後間もない日本にあった感動の実話
¥1,540

34
ラストで君は「まさか! 」と言う
 冬の物語

読み物

3分間ショートストーリー×25話!朝読にもぴったり!クリスマス、お正月、受

験、バレンタイン…冬ならではのお話を収録。ラストは「まさか!」のエンディ
ングをお約束!

¥1,100

35 スイマー 読み物

向井航、小学六年生。東京の強豪スイミングクラブで、速くなることだけを目指

して打ち込んできたが、ある日を境に挫折し水泳から遠ざかっていた。そんなと

き、引っ越した佐渡で出会った同級生の海人・信司・龍之介の三人は、地元の

プール存続のため、航を水泳に誘ってくるが……。

荒ぶる十代の熱が水の中を疾走する、佐渡が舞台のガチ青春競泳小説!

¥1,650
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36
学校では教えてくれない大切なこと 24 言葉
の力

学習

みなさんはふだん、どのような「言葉」を使っていますか。言葉は、相手と思い

を共有する大切な手段の1つです。使い方次第で、相手の気持ちはプラスにもマ
イナスにもなります。また、言葉は自分らしく素直に表現すると、相手により伝

わりやすくなります。さまざまな人と前向きに関わっていけるよう、言葉の力を
たかめましょう。みなさんの今、そして未来をひらくのにきっと役に立ってくれ

るはずです!

¥935

37 すみっコぐらし占い 読み物 自分やお友だち、恋のこと♪ ぜんぶつまったすみっコぐらしの占い本だよ ¥836

38 ざんねんないきもの事典 学習
笑えて、ちょっとためになる!生き物たちのおどろきの真実。思わずつっこみた

くなるいきもの122種。
¥990

39 ぺんたと小春のめんどいまちがいさがし 読み物

まちがいさがし史上、一番めんどくさくて、最高におもしろい!

フォロワー数10万人突破! Twitterで大人気の「ぺんたと小春」と挑む、まちが
いの数が多すぎて、正直解くのがめんどくさいまちがいさがし。
総まちがい数は、なんと1211個! こんなの全部さがせるわけがない!

¥1,210

40
新版 オールカラー 楽しく覚える!
都道府県

学習
マンガや写真で47都道府県の特色を楽しく学べる!

さらに見やすく、覚えやすくなったリニューアル版
¥1,430


