
1 ぺんぎんたいそう 絵本

水族館や動物園でおなじみのペンギン。そのユ
ニークな動きや、伸び縮みをして姿かたちが変わ
る様子は、まるで体操をしているかのようです。
読みながら、思わず身体が動いてしまう絵本がで
きました。絵本を読んだあとは、ぜひ、お子さん
といっしょに体操して楽しんでみてください。

¥880

2 おふろにいれて 絵本
「ぼくもいれてくださいな」とどうぶつたちがお
ふろにやってきた。おや、はいりたいのはどうぶ
つだけじゃなかったみたい……。

¥968

3 おもちさんがね 絵本

火鉢の上で気持ちよさそうなおもちさん。いいお
かおでぷ～っとふくらんだと思ったら、ぷすっと
しぼんで、おかおがきえちゃった！　でも、「し
んぱい　ごむよう！」。しょうゆのおふろに入っ
てのりをまいたら……。

¥935

4 よこながきしゃぽっぽ 絵本

かわいそうなゴリラのバナナン。大好きなバナナ
がどこかへ消えちゃったんです。みんなでこの長
い折りたたみ絵本の機関車の中を一緒にさがして
あげましょう。めくりをあけて、バナナを...

¥1,760

5 かわいいてんとうむし 絵本

10匹のかわいいてんとうむし。ちょうちょがやっ
てきて1匹消えた。はっぱを食べていると、いもむ
しがやってきて1匹消えた。遊んでいると、小鳥が
やってきて1匹消えた。どこにいったのかな?かず
もおぼえられるしかけ絵本

¥1,760

6 きょうのおやつは 絵本

鏡のように反射するピカピカの紙でつくられた絵
本です。絵本を開くと、両側のページの絵が互い
に映りこみ、驚くほど立体的に見えます。卵を
わって、小麦粉、砂糖、牛乳を入れて…さあ、な
にをつくるんでしょう。ページに自分の姿も映り
こむので、その場にいるような気持ちになりま
す。ともかく百聞は一見に如かず。ぜひページを
開いてみて下さい。未だかつてない新鮮な視覚体
験と、おやつづくりの気分が満喫できますよ。

¥1,650

7 おやおやおやさい 絵本

今日は野菜たちのマラソン大会。野菜たちが、ス
タジアムや外の川べりを走る様をユーモラスに描
きます。マラソンといえば、ドラマがつきもの。
この作品でも、思わぬハプニングが起こり、小さ
なドラマが展開されていきます。「そらまめそ
ろってマラソンさ」「かぼちゃのぼっちゃんかわ
にぼちゃん」など、韻を踏んだような言葉遊びが
とても楽しい。愉快な野菜たちの絵がついて、子
どもたちは文句なしに大喜びすることでしょう。

¥990
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8 ノラネコぐんだんけーきをたべる 絵本

朝、開店前の「ワンワンケーキのみせ」をのぞく
ノラネコぐんだん。店内では、マーミーちゃんが
ワンワンちゃんに「１こ たべても いいでしょ
う？」とおねだりしています。
いつもとはひと味違う新展開に、ハラハラドキド
キが止まらない！
マーミーちゃんの活躍やケーキづくりのシーン、
おいしそうなケーキの数々も必見です♪

¥1,320

9 としょかんライオン 絵本
いつも静かな図書館にライオンが現れ、人々は大
あわて。でも心やさしいライオンは、すぐにみん
なと仲良しに。ところがある日…。

¥1,760

10 ふたりはともだち 絵本

仲良しのかえる、がまくんとかえるくん。ふたり
の間で繰り広げられるのは、濃くて、可笑しく
て、ちょっぴり切ない……様々な愛すべきエピ
ソード。アーノルド・ローベルの「がまくんとか
えるくん」シリーズは幼年童話の傑作として、子
どもから大人まで、たくさんの人たちに40年以上
も愛され続けています。

¥1,045

11 おしゃべりなたまごやき 絵本

王様はにわとり小屋にぎゅうぎゅう詰めになった
にわとりをかわいそうに思い、にわとり小屋の戸
を開けますが、にわとりが飛び出し大騒ぎに。王
様がにわとりに追いかけられたと誤解した兵隊た
ちは犯人探しをはじめますが、みつかるはずがあ
りません。ところが、夕食のめだまやきがじゃべ
りはじめます．．．

¥1,320

12 ぞうくんのさんぽ 絵本

ぞうくんはさんぽに出かけました。かばくんに出
会って、さんぽに誘うとかばくんはぞうくんの背
中に乗りました。わにくんに出会って、さんぽに
誘うと、わにくんはかばくんの背中に乗りまし
た。最後にかめくんに出会って、かめくんがわに
くんの背中に乗ると、ぞうくんが重さにたえられ
なくて…

¥990

13 めがねうさぎ 絵本
山でめがねをおとしてしまったうさこは、さっそ
くさがしにでかけました。でも、森のおくには、
たいくつで困っているおばけが……。

¥1,320

14 バムとケロのおかいもの 絵本

ケロちゃんが早起きをする日、それは月に一度の
お買い物の日。みんなで車にのって市場へ出かけ
よう。市場にはたくさんのお店がでていて、とて
もにぎやか。最初にケロちゃんのチョッキの生地
を手に入れて、野菜をかじっちゃうウサギの八百
屋で野菜を買ったあと、となりに変わったお店を
発見した。

¥1,650



15
あっちゃんあがつく
たべものあいうえお

絵本

あっちゃん あがつく あいすくりーむ
いっちゃん いがつく いちごじゃむ…。
うたって嬉しくなるようなはやし歌においしそう
な絵をつけた、楽しい絵本。

¥1,980

16 ころべばいいのに 絵本
おおらかで心優しい犬のバムと、やりたい放題が
かわいいカエルのケロちゃんを描いた「バムとケ
ロ」シリーズの第4弾

¥1,540

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

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 ねずみくんのチョッキ 絵本
おかあさんがあんでくれた、かわいいチョッキ。
“ちょっときせてよ”と動物のなかまたち。あら
あら、チョッキがどんどんのびて・・・。

¥1,100

20 モチモチの木 絵本
豆太は、夜中にひとりでおしっこにもいけない弱
虫。でも、大好きなじさまのために…。真の勇気
とは何かを問いかける感動の絵本。

¥1,540

21 そらいろのたね 絵本

きつねに飛行機と交換してもらったそらいろのた
ねを植えて水をやると、なんと空色の家が生えて
きたではありませんか！ 空色の家はみるみるうち
に大きくなり、たくさんの動物や鳥や子どもたち
の楽しい遊び場になります。しかし再びやってき
たきつねが…

¥990



22 そらまめくんのベッド 絵本

そらまめくんの宝物は、雲のようにふわふわで、
綿のようにやわらかいベッド。だからだれにも貸
してあげません。
ある日、そのだいじなベッドが突然無くなってし
まったからさあ大変！

¥990

23 ペンギンホテル 絵本

動物たちが泊まりに来る、海の上のペンギンホテ
ル。オーロラを見たいライオン、家族でたのしむ
シロクマ、人と待ち合わせをしているキツネ…最
後は、プレゼントを配り終えたサンタさんが、深
夜にやってきます。

¥1,540

24 ひとまねこざる 絵本

知りたがりやのこざるのジョージは，動物園から
にげだします．レストランの台所にとびこんでお
さらをあらったり，高いビルの窓ふきそうじをし
たりしましたが，そのうち映画俳優になりました

¥880

25 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
場で大活躍して、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

26
かいけつゾロリの
レッドダイヤをさがせ！！

読み物

おたからの大きなレッドダイヤがぬすまれた！
あやしいパンダや、パン職人、昆虫サーカス団の
団長などとともに、ゾロリたちも犯人とうたがわ
れて……いったいダイヤはどこへいったのか？
犯人をつかまえることができるのか？

¥1,100

27
おしりたんてい
めいたんていのこい！？

読み物

見た目はおしりでも、推理はエクセレントな名探
偵「おしりたんてい」がププッと事件を解決して
いく謎解き物語。「フーム、においますね。」が
口グセで、助手のブラウンとともに難事件を解決
します。インパクトのある見た目と紳士なふるま
い、そして犯人をおいつめる「必殺技」で子ども
たちに大人気。

¥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 まちがいなく名探偵 読み物

「どちらのカップがいいですか？」では、ミル
キー杉山が、家族旅行でおとずれた民宿で事件に
でくわします。「ツルまつのの恋」では、電車内
を舞台に、探偵なかま、ツルまつのの恋と事件を
解決。「まぼろしのバット」では、あやしい容疑
者３人のなかから、犯人をみつけだします。
注意深く文章を読んで、絵を見れば、ミルキーよ
り先に犯人がわかるかもしれません。

¥1,100

30
なんでも魔女商会
コットンのティータイム

読み物

めしつかい猫コットンが、あこがれのティーマイ
スターのテオに
出会い、お茶会のお手伝いをすることになりまし
た…
女の子の憧れがたくさん詰まった魔女のお直し屋
さんのお話しです。

¥1,210

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
劇場版 鬼滅の刃
 無限列車編 ノベライズ

読み物
『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』映画ノベライ
ズ みらい文庫版

¥770

33 グレッグのダメ日記 読み物

全世界の発行部数が2億部を超えた、いま世界で一
番人気のある児童書「グレッグのダメ日記」シ
リーズ。すごーくダメな少年・グレッグの毎日が
えがかれたお話

¥1,320

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



36 こころのふしぎ なぜ?どうして? 学習

簡単には説明しづらい人間の感情や、倫理観、家
族や友だちとの付き合い方など、大人になる前の
大切な時期に読んでおきたい、心にまつわる疑問
にわかりやすく解答。読むたびにたくさんの気も
ちがあふれ出す、何度も読み返したくなる一冊で
す。

¥935

37
ドラえもんの算数おもしろ攻略
 かけ算・わり算

学習

ドラえもんの漫画ならではの楽しいストーリー展
開で、かけ算・わり算の「なぜそうなるのか」を
正しく分かりやすく理解出来ます。発展学習、
チャレンジ学習にピッタリ。

¥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
はじめてのずかん どうぶつ
(講談社の動く図鑑MOVE)

学習

ファースト図鑑として、動物園や身の回りで出会
う動物（ほ乳類）を網羅。
ライオン、ゾウ、キリン、パンダ、コアラなど人
気の動物から、
ふしぎな生態のカモノハシ、ビーバー、ハダカデ
バネズミまでさまざまな動物を紹介！
小学低学年のひとり読みにも最適です。

¥1,760

40 地球 学習
地球の中の様子を地表から中心部にわたって描い
た、見応えのある科学絵本です。

¥1,650

【サンタプロジェクト】にご協力いただける方は、こちらのリストより本を選び図書館カウンターで注文してください。

リスト以外の本のご注文も承ります。

又、蔦屋書店村上店でも開催しておりますので、そちらで店頭にある本を直接選んで参加することもできます。

※詳しくは蔦屋書店村上店の店頭ポスターをご覧ください。


