世界文化社 の

子ども の 本
保育書
2021
『あまがえるのぼうけん』
作／たてのひろし 絵／かわしまはるこ

あかちゃんえほん（０〜２歳）

きんぎょさんと めだかさん

あかちゃん
えほん（0 〜 2 歳）

4150601

作／とよたかずひこ
定価: 935 円

（本体 850 円＋税 10％）

おはなしえほん（３歳〜）

0 歳～
「いち、に いち、に」
。金魚さ
んとメダカさんが元気に体操
を始めましたよ！ 2 匹のコミ
カルな動きに、思わず笑顔に！
遊び方と楽譜入りの体操絵本。

あかちゃんが喜んで
笑顔になる絵本。
歌やしかけや布の手ざわりで
遊びましょう。

B5 変型判／ 20 ページ／ 978-4-418-18821-5

あがりめ さがりめ

はじまるよ

4150501

4173301

作／とよたかずひこ

作／とよたかずひこ

定価: 935 円

定価: 935 円

（本体 850 円＋税 10％）

◦本目録には 2021 年 4 月現在、在庫のものを掲載しております。掲載図書は在庫が
なくなる可能性がございます。
◦価格は 2021 年 4 月現在のものです。今後、価格の改定を行うこともありますので、
あらかじめご了承下さい。

世界文化社 の 公式サイト

ご注文について

https://www.sekaibunka.com/

（本体 850 円＋税 10％）

0 歳～
わらべうた「あがりめさがり
め」のリズムにのって、ねこ
さんが目をくるくる。動物た
ちのマネをして、親子で目と
目を合わせて遊べる体操絵本。

0 歳～
お話会や幼稚園・保育園で
人気の手遊び歌が楽しい絵
本になりました。親子で歌い
ながら、
「おてての体操」を
してみてください。

B5 変型判／ 20 ページ／ 978-4-418-18820-8

B5 変型判／ 20 ページ／ 978-4-418-20801-2

いっぽんばし こちょこちょ

めくって楽しい！ あそびえほん

4184301

作／とよたかずひこ

文／山本和子

定価: 935 円

めくって楽しい！ あそびえほん

TEL：03（3262）5115

たっち たっち

セールスマーケティング部

FAX：03（3262）5597

文／山本和子

絵／あべつせこ

営業マーケティング部

FAX：03（3262）5719
2021.04

B5 変型判／ 36 ページ／ 978-4-418-19807-8

おさんぽ

4148501

訳／すずきゆりいか 絵／リサ・
ジョーンズ、エドワード・アンダーウッド
定価:1,760 円

保育図書

株式会社世界文化ワンダー販売

2

しかけ

（本体 980 円＋税 10％）

◦ご注文はお近くの販売会社へお願いいたします。販売会社が不明の場合は下記まで
お問い合わせください。
TEL：03（3262）5128

4160201

定価:1,078 円

■ 園・施設様へ

遊び・知識・読み物

株式会社世界文化ブックス

絵／あべつせこ

0 歳～
上へ下へと、しかけをめくる
たびにあかちゃんがニコニコ
顔になる魔法の絵本です。か
わいい動物たちと一緒に親子
で遊びましょう。

B5 変型判／ 20 ページ／ 978-4-418-21804-2

◦ご注文・在庫の確認承ります。

しかけ

（本体 980 円＋税 10％）

0 歳〜
♪い っぽ ん ばし こ ー ちょこ
ちょ♪ 0 歳から楽しめるふれ
あい遊び歌が絵本になりまし
た。
手遊び歌のリズムにのって、
繰り返しが楽しい一冊です。

■ 書店様へ

4160301

定価:1,078 円

（本体 850 円＋税 10％）

この目録に掲載されている図書は
すべて、全国の書店様および当社
サイトでお求めになれます。

だっこ だっこ

おはなしえほん（４・５歳〜）

この目録について

はじまるよ

（本体 1,600 円＋税 10％）

0 歳～
上にめくったり、下にめくった
り、全部の画面がしかけで遊べ
る楽しいあかちゃん絵本。かわ
いい動物たちが登場します。プ
レゼントにも最適！

0 歳～
きれいな色とわかりやすい言
葉、カサカサ音がするしかけな
ど、さわって楽しい布絵本。洗
える安心な素材でできています。
ループ付きでお出かけにも最適。

B5 変型判／ 36 ページ／ 978-4-418-19806-1

B5 変型判／ 10 ページ／ 978-4-418-18833-8
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4152801

訳／鈴木ユリイカ
絵／ハルトムート・ビーバー

しかけ

ひとりでできるかな？
文／鈴木ユリイカ

定価:1,320 円

（本体 1,200 円＋税 10％）

しかけ
布絵本
4132501

絵／わらべきみか

定価: 3,058 円（本体 2,780 円＋税 10％）

0 歳～
くまの人形の洋服のボタン掛け、
リュックのファスナー閉め、くつ
のテープどめなど、生活遊びで子
どもの手指と脳が育つふんわりや
わらかな布絵本。

B6 変型判／ 8 ページ／ 978-4-418-18831-4

さかなが はねて

4164301

絵／森あさ子

定価: 990 円

写真／高砂淳二

定価:1,320 円

（本体 1,200 円＋税 10％）1 歳～

B5 変型判／ 32 ページ／ 978-4-418-13821-0

りんご ごろごろ

おふろで なんでやねん

ゆうえんちで なんでやねん

作／鈴木翼

作／鈴木翼・あおきひろえ
絵／あおきひろえ

4168501

絵／森あさ子

4127401

絵／あおきひろえ

定価:1,100 円

0 歳～

（本体 1,000 円＋税 10％）

B5 変型判／ 24 ページ／ 978-4-418-19814-6

B5 変型判／ 24 ページ／ 978-4-418-20802-9

B5 変型判／ 32 ページ／ 978-4-418-17809-4

うちのこ どのこ？

バスごっこ

まほうで なんでやねん

定価:1,540 円

4184201

詞／香山美子 制作／すまいるママ
定価: 935 円

（本体 850 円＋税 10％）

4166701

文／鈴木翼

絵／あおきひろえ

定価:1,100 円

B5 変型判／ 10 ページ／ 978-4-418-21801-1

B5 変型判／ 20 ページ／ 978-4-418-20819-7

B5 変型判／ 32 ページ／ 978-4-418-19816-0

おべんとうばこのうた

おばきゃー！ 4149001

こたつうし

作 · 絵／藤本ともひこ

作／かわまた ねね

作／高木あきこ 絵／かとーゆーこ
（本体 850 円＋税 10％）0 歳～

♪これくらいの おべんとう
ばこに♪ うさぎさんがお弁
当箱を持っていると、歌詞に
合わせて次々と食べ物がやっ
てきます。リズミカルに楽しく
読み聞かせができます。
B5 変型判／ 20 ページ／ 978-4-418-21803-5

（本体 1,000 円＋税 10％）

1 歳～
「おばけどこどこ？」の声に
「ここだよ」と、おばけがあち
こちから姿をあらわします。
親子でどきどきしながらペー
ジをめくれる楽しい絵本！
B5 変型判／ 24 ページ／ 978-4-418-18818-5

B5 変型判／ 32 ページ／ 978-4-418-18810-9

すっぽんぽん
作／中川ひろたか

4007601

絵／藤本ともひこ

定価:1,047 円

（本体 1,000 円＋税 10％）

2 歳～
ボケとツッコミをテンポよく繰り
返す人気のユーモア絵本「なんで
やねん」シリーズ第 4 弾。怪しげ
な呪文をかけると起こる、予想も
できない展開に「なんでやねん！」
。

4182101

絵／長谷川義史

定価:1,430 円

（本体 1,300 円＋税 10％）

2 歳～

2 歳～
子どもたちの好奇心をくすぐ
る、
「はだか」の男の子がテー
マ。 爽 快 感 た っ ぷ りの 展 開
で読者の心を解放しちゃう、
100％キモチいい絵本です！
B5 変型判／ 32 ページ／ 978-4-418-08721-1

２さいのおはなし

0453301

①はじめてであうお話
作／きむらゆういち ほか
定価:1,100 円

保育図書

定価: 935 円

定価:1,100 円

遊園地を舞台に、ボクと家族が
出会う「なんでやねん！」な出
来事の数々！ 親子で一緒にか
けあい漫才のように読める爆笑
コミュニケーション絵本です。

遊び・知識・読み物

0 歳～
♪おおがたバスにのってます
♪大人気の手遊び歌が、色鮮
やかなかわいい布絵で描かれ
た一冊になりました！ 親子
のコミュニケーションが生ま
れる手遊び歌絵本です。

4184101

定価:1,100 円

（本体 1,000 円＋税 10％）2 歳～

（本体 952 円＋税 10％）

0 歳～
どの子犬がうちのこかな？
さわって違いを確かめよう。
世界中で愛されている、手
指の発達と言葉を促す「さ
わって感じる」しかけ絵本。

（本体 1,400 円＋税 10％）

4145401

おはなしえほん（４・５歳〜）

2 歳～
親子で一緒に笑える爆笑シーン
の連続のなかに、家族の温かさ
がじんわりと伝わってくる「家
族絵本」
。読んだあとはお風呂
やさんにみんなで GO ！

しかけ

定価:1,100 円

（本体 1,000 円＋税 10％）

B5 変型判／ 40 ページ／ 978-4-418-18819-2

いろいろな果物や野菜が登
場する、人気の手遊び歌が
初の絵本になりました。
カラフルな貼り絵と擬音の
リズムが楽しい一冊です。

文／フィオナ・ワット
絵／レイチェル・ウェールズ

原案／鈴木翼

B5 変型判／ 8 ページ／ 978-4-418-17812-4

定価: 990 円

4186001

作／中川ひろたか
絵／あおきひろえ

4067801

2 歳～
読みながら、思わず「なんでや
ねん！」と突っ込みをいれたく
なるナンセンスな笑いが満載。
爆笑必至のユーモラス絵本で
す。読み合いで盛り上がります。

（本体 900 円＋税 10％）

0 歳～
幼稚園や保育園で大人気の
手遊び歌が絵本に！ 動物
たちがいっぱい登場。♪さ
かなが はねて ぴょん！♪
繰り返しのリズムが楽しい
絵本です。

作／谷口國博

なんでやねん

誰もが一度は口にしている子ど
も言葉にのせて、動物たちの写
真を楽しむフォト絵本。地球の
生き物たちのユーモラスな表情
や仕草に思わず笑い声が！

文／もぎあきこ

（本体 900 円＋税 10％）

いたいのいたいの
とんでけ～ 4149101

おはなしえほん（３歳〜）

0 歳～
水にぬれると色が変わる、楽し
いおふろ絵本。水辺のいきもの
編。
「ちゃぷちゃぷ ぶくぶく」
など楽しいことばの繰り返しで、
おふろの時間が楽しくなります。

文／中川ひろたか
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布のおにんぎょうあそびえほん
ふんわりくまちゃんの

あかちゃんえほん（０〜２歳）

ぶくぶく おふろ

（本体 1,000 円＋税 10％）

こたつと牛が合体した愛らしい
キャラクターによるユーモアあ
ふれる干支絵本。親子の愛情を
育んだり、こたつのよさを知る
きっかけになる一冊です。

２歳
リズミカルな短い言葉で書かれ
たお話 9 話を収録。うがいや着
替えなどの身近な生活のお話な
ど、言葉に興味を持ちはじめた
２歳児にぴったりの絵本です。

A4 変型判／ 24 ページ／ 978-4-418-20814-2

A4 変型判／ 80 ページ／ 978-4-418-99705-3
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0453302

定価:1,100 円

（本体 1,000 円＋税 10％）

A4 変型判／ 80 ページ／ 978-4-418-00704-2

0453303

定価:1,100 円

（本体 1,000 円＋税 10％）

２歳
「これなあに ?」好奇心いっぱい
の 2 歳児は、繰り返し絵を見て
お話を聞くことによって、言葉
を学びます。
「ぼうしとことこ」
など、楽しいお話が 7 話。

おはなしえほん

（3 歳〜）

作 · 絵／長野ヒデ子
定価:1,100 円

季節や行事のお話から
香料印刷で
においの出る絵本まで、
楽しい絵本が勢ぞろい。

A4 変型判／ 80 ページ／ 978-4-418-02713-2

（本体 1,000 円＋税 10％）３歳～

すすはらい · お供えもち · 年越し
そば · 年賀状 · かるたとお正月が
どんどこどん！ とやってきま
す。日本のお正月の心をおばあ
ちゃんが楽しく伝えるお話。
A4 変型判／ 24 ページ／ 978-4-418-11819-9

おせちのおしょうがつ

おしょうがつセブン

作／ねぎしれいこ

作／もとしたいづみ

4005701

絵／吉田朋子

定価: 990 円

（本体 900 円＋税 10％）

4103701

絵／ふくだいわお

定価:1,100 円

（本体 1,000 円＋税 10％）

３歳～
お正月のことなら何でもわかっ
ていそうなのに、どこか抜けて
いるにくめない行事ヒーロー“お
しょうがつセブン”
。お正月遊び
もいっぱい登場します。

A4 変型判／ 24 ページ／ 978-4-418-07812-7

A4 変型判／ 24 ページ／ 978-4-418-15816-4

ししにゃいとおしょうがつ

せつぶんセブン

4160501

作・絵／澤野秋文
定価:1,320 円

３歳～
我が家へやってきた、謎の生
き物「ししにゃい」
。その驚
きの正体とは…。福笑い・迷
路など家族で遊べる要素満載
の、団欒が広がるお正月絵本。

4125601

絵／ふくだいわお

定価:1,100 円

（本体 1,000 円＋税 10％）

３歳～
子どもたちと一緒に豆まきを始め
た謎のヒーロー“せつぶんセブ
ン”
。人気の「行事ヒーロー」シ
リーズの愉快な物語を楽しみなが
ら節分の意味を理解します。

A4 変型判／ 24 ページ／ 978-4-418-19822-1

A4 変型判／ 24 ページ／ 978-4-418-17800-1

ねこまるせんせいと
せつぶん 4075401

きょうは せつぶん
ふくは だれ？ 4042401

絵／渡辺有一

（本体 1,000 円＋税 10％）３歳～

こざかな園のねこまる先生は豆
まき行事の鬼役のときに本当の
鬼の世界に入ってしまい、鬼に
つかまってしまいます。春を呼
ぶ節分の意味がわかるお話。
A4 変型判／ 24 ページ／ 978-4-418-14802-8

作／正岡慧子

絵／古内ヨシ

保育図書

作／押川理佐
定価:1,100 円

遊び・知識・読み物

（本体 1,200 円＋税 10％）

作／もとしたいづみ

おはなしえほん（４・５歳〜）

３歳～
「喜ぶ」の「こぶ」などおせち料
理の由来がわかるお話。数の子、
昆布巻き、黒豆など、おせち料
理の仲間たちが協力しあいます。
お正月に読みたい絵本。
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おしょうがつさん
どんどこどん 4042301

おはなしえほん（３歳〜）

２歳
２歳児の耳に心地よく響く、短
い言葉のリズミカルな繰り返し。
楽しく読み聞かせするうちに、
親子の絆が深まっていくかわい
いお話６話。歌や写真も！

２さいのおはなし

③のびのび楽しいお話
作／間所ひさこ ほか

あかちゃんえほん（０〜２歳）

２さいのおはなし

②かわいいお話
絵／田中四郎 ほか

定価:1,100 円

（本体 1,000 円＋税 10％）３歳～

節分の夜に起こった小さな事件。
謎ときに活躍する大きな牛。ス
リリングな展開の、ひと味ちがっ
た節分の日のお話絵本。迫力あ
る牛の絵は必見です。
A4 変型判／ 24 ページ／ 978-4-418-11820-5
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4046001

作／ねぎしれいこ

絵／吉田朋子

定価:1,100 円

4188601

作／もとしたいづみ

絵／ふくだいわお

定価:1,320 円

（本体 1,000 円＋税 10％）

ねこまるせんせいの
おつきみ 4045901
作／押川理佐

うんどうかいセブン
4169701

作／もとしたいづみ

絵／渡辺有一

定価:1,100 円

（本体 1,200 円＋税 10％）

（本体 1,000 円＋税 10％）

（本体 1,000 円＋税 10％）３歳～

３歳～
空 から突 然 やってきた、ヒー
ローなのにおっちょこちょいな
セブンが、子どもの日やこいの
ぼりの由来について、コミカル
に解説します。

絵／ふくだいわお

定価:1,100 円

幼稚園 · 保育園で大人気の「ね
こまるせんせい」シリーズ。お
月見の前後に読みたい絵本。絵
はボローニャグラフィック賞受
賞の渡辺有一先生です。

３歳～
謎のヒーロー“うんどうかいセ
ブン”が運動会の楽しさやが
んばるって、かっこいい！ を
ユーモラスに伝える、運動会前
にぴったりの一冊です。

A4 変型判／ 24 ページ／ 978-4-418-13801-2

A4 変型判／ 24 ページ／ 978-4-418-21806-6

A4 変型判／ 24 ページ／ 978-4-418-12817-4

A4 変型判／ 24 ページ／ 978-4-418-19819-1

きつねの たなばたさま

たなばたセブン

おうちピクニック

にゃんにゃんべんとう

0476201

作／正岡慧子

絵／松永禎郎

定価: 880 円

4042501

作／もとしたいづみ

4022301

絵／ふくだいわお

定価:1,100 円

（本体 800 円＋税 10％）

絵／とりごえまり

定価:1,320 円

（本体 1,000 円＋税 10％）

しかけ

作／きむらゆういち 絵／ふくだいわお
定価:1,320 円

（本体 1,200 円＋税 10％）

３歳～
幼稚園 · 保育園で大人気を博し
た絵本。
「おりひめとひこぼし」
のお話が、人気の行事ヒーロー
“たなばたセブン”を通して伝え
られます。

4062501

（本体 1,200 円＋税 10％）

３歳～
きむらゆういち · とりごえまり
の、人気作家コラボレーション
企画！ 包丁でたまねぎを、と
んとんとん…。たくさんのしか
けで遊べる食育絵本。

３歳～
しかけをパッとめくるとサンド
イッチのできあがり。食べて遊
んでけんかして…。お弁当をあ
けるしかけも楽しい。仲間がい
る幸せを感じる絵本です。

A4 変型判／ 30 ページ／ 978-4-418-03809-1

A4 変型判／ 24 ページ／ 978-4-418-12813-6

A4 変型判／ 28 ページ／ 978-4-418-10803-9

A4 変型判／ 24 ページ／ 978-4-418-13815-9

たなばたさま
きららきらら

たなばたの ねがいごと

せかいいちの
サンドイッチ

ほっとほっと
ホットケーキ

4065801

作 · 絵／長野ヒデ子
（本体 1,000 円＋税 10％）３歳～

竹 · 短冊 · お飾り · ゆかた · そう
めん · すいか…そしてきららきら
らのお星様！ おばあちゃんが
教えてくれる、日本のたなばた
の日を１００％楽しむ絵本です。

作／村中李衣

絵／江頭路子

作／きむらゆういち

定価:1,210 円

しかけ
4142801

絵／西内としお

３歳～
「壊れたり、なくなったりしない
もの？ 時間がたっても大事な
もの？」
。たなばたの日、主人公
あおいは一生懸命考えました。
短冊に込めた願いとは…？

作／きむらゆういち 絵／西内としお
定価:1,320 円

定価:1,430 円

（本体 1,100 円＋税 10％）

4106001

（本体 1,300 円＋税 10％）３歳～

（本体 1,200 円＋税 10％）３歳～

圧巻のタワーサンドしかけが楽
しい一冊！ 「好きなものはそれ
ぞれ違うんだ」という思いやり
の気持ちを描いたお話です。

おいしそうなホットケーキをめ
ぐる、心あたたまるお話です。
ホットケーキの絵をこすると、
メイプルシロップの甘い匂いが
する香料印刷付き！

A4 変型判／ 24 ページ／ 978-4-418-13817-3

A4 変型判／ 24 ページ／ 978-4-418-18822-2

A4 変型判／ 24 ページ／ 978-4-418-18800-0

A4 変型判／ 28 ページ／ 978-4-418-16807-1

スイカワンときもだめし

おつきみどろぼう

おともだちカレー

作・絵／澤野秋文

作／ねぎしれいこ

ポッキーの
おいしい におい

4190601

３歳～
きもだめしに出かけた私と弟。
そこへ 突然現れた、すいかマ
スクの謎の人物「スイカワン」
。
果たしてその正体とは…。
2021 年 6 月刊行予定

A4 変型判／ 24 ページ／ 978-4-418-21814-1

絵／花之内雅吉

定価:1,100 円

（本体 1,000 円＋税 10％）

３歳～
日本版ハロウィンともいわれる
“おつきみどろぼう”の行事を素
材にしたお話。大きな自然に抱
かれている喜びがあふれます。
A4 変型判／ 24 ページ／ 978-4-418-09804-0

4045601

作／きむらゆういち

絵／江川智穂

定価:1,100 円

（本体 1,000 円＋税 10％）

３歳～
カレーの絵を指でこすると、カ
レーの匂いがします。安全な香
料印刷で作った五感で感じる絵
本。カレー料理を通じて友だち
と遊ぶ楽しさを知ります。
A4 変型判／ 24 ページ／ 978-4-418-12810-5

4130901

作 · 絵／柳澤幸子

保育図書

定価:1,320 円

（本体 1,200 円＋税 10％）

4017901

遊び・知識・読み物

定価:1,100 円

4150701

おはなしえほん（４・５歳〜）

３歳～
短冊に願いを書く人間の親子を
見たきつねの子は、自分もお願
いを書くことにしました。情感
豊かな松永禎郎先生の絵で味わ
う感動の絵本です。

作／きむらゆういち

しかけ

おはなしえほん（３歳〜）

３歳～
ＴＶ「世界が愛した絵本」で紹
介された絵本。おひなさまたち
の自立と冒険の物語。縮緬布を
使った美しい半立体の絵にもご
注目ください。
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こいのぼりセブン

あかちゃんえほん（０〜２歳）

おひなさまの いえ

定価:1,100 円

（本体 1,000 円＋税 10％）３歳～

こぶたのポッキーたちが森で遊
んでいるとどこからか「い～い
におい！」
。匂いの正体を探す冒
険のはじまりです。どきどきわ
くわくの愉快なお話。
A4 変型判／ 24 ページ／ 978-4-418-18807-9
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作 · 絵／柳澤幸子
定価:1,100 円

（本体 1,000 円＋税 10％）３歳～

かみなりどんが やってきた

おばけマンション

作／よしだあつこ

作／中川ひろたか 原案／鈴木翼 · 熊木
たかひと 絵／あおきひろえ

定価:1,100 円

4160001

絵／川副真佑実

定価:1,100 円

（本体 1,000 円＋税 10％）

A4 変型判／ 24 ページ／ 978-4-418-16813-2

A4 変型判／ 24 ページ／ 978-4-418-19802-3

まいごの てがみ

にんじんさんと
じゃかじゃかじゃん

絵／平岡瞳

定価:1,430 円

（本体 1,300 円＋税 10％）

4032201

作 · 絵／長野ヒデ子
定価:1,100 円

（本体 1,000 円＋税 10％）３歳～

絵／村上康成

（本体 1,000 円＋税 10％）

3 歳～

幼稚園 · 保育園で人気のパネル
シアターが絵本に！ ちょっ
と間抜けなおばけたちの住む
おばけマンションでの楽しい
生活。ユーモアいっぱいです。

かみなりどん家族の生活を想像
するのが楽しい、ユーモアたっ
ぷりなお話絵本です。巻末には、
楽譜と手遊びが付いているので、
読んで歌って遊べます。

B5 変型判／ 32 ページ／ 978-4-418-14810-3

B5 変型判／ 32 ページ／ 978-4-418-16817-0

だじゃれ 十二支

うちの かぞく

作／中川ひろたか

4121901

絵／藤本ともひこ

定価:1,100 円

作／谷口國博

0481601

絵／村上康成

定価:1,047 円

（本体 1,000 円＋税 10％）

（本体 952 円＋税 10％）

3 歳～

3 歳～

野菜と友だちになる、野菜が好
きになる！ 声に出して読みた
くなる楽しい食育絵本です。わ
らべうたのようなリズムにのっ
て次々に野菜が登場します。

日本人なら覚えておきたい十二
支が楽しみながら覚えられる絵
本です。抱腹絶倒の面白さ。だ
じゃれの達人中川ひろたか氏の
傑作だじゃれが次々に登場。

A4 変型判／ 24 ページ／ 978-4-418-18801-7

A4 変型判／ 24 ページ／ 978-4-418-10813-8

B5 変型判／ 28 ページ／ 978-4-418-16829-3

B5 変型判／ 32 ページ／ 978-4-418-04717-8

たまねぎちゃん
あららら！ 4049301

じゃがいも じゃがじゃが
さつまいも 4084501

うちの きんぎょ

うちの コロッケ

作 · 絵／長野ヒデ子

作 · 絵／長野ヒデ子

定価:1,100 円

定価:1,100 円

たまねぎの家族が料理に大変身
して、子どもたちの大きらいが大
好きに変わる絵本。驚きと発見
がいっぱいです。地味に見える
けれど
「たまねぎ」
は台所の王者！

0481602

絵／村上康成

定価:1,047 円

絵／村上康成

定価:1,047 円

（本体 952 円＋税 10％）

（本体 1,000 円＋税 10％）３歳～
「じゃがいも」対「さつまいも」
の愉快なお話。隣りどうしのじゃ
がだんしゃく一家とさつまどん
一家。ある日、力くらべをする
ことに…。

文／谷口國博

0481604

（本体 952 円＋税 10％）

3 歳～

3 歳～

「うちのかぞく」シリーズ
第２弾。
「ぼく」を主人公
にペットの金魚との交流
を夢いっぱいに描きます。

家族の食卓をテーマにした、
食育にもつながる絵本。読む
とコロッケが食べたくなると
評判！

A4 変型判／ 24 ページ／ 978-4-418-12819-8

A4 変型判／ 24 ページ／ 978-4-418-14813-4

B5 変型判／ 32 ページ／ 978-4-418-05716-0

B5 変型判／ 32 ページ／ 978-4-418-07723-6

だんぼーるおうじ

さかあがり

うちの おばけ

うちの おかあさん

4131001

作 · 絵／長野ヒデ子
３歳～
「段ボール」を題材に、主人公
ゆうちゃんの遊びがどんどん広
がっていく、想像力が豊かにな
るお話。親子で一緒に、すぐ遊
びたくなる「あそび絵本」です！
A4 変型判／ 24 ページ／ 978-4-418-17806-3

絵／藤本ともひこ

定価:1,320 円

（本体 1,200 円＋税 10％）

３歳～
体操のひろみちお兄さんによる、
初の運動絵本。さかあがりがで
きないこざるのお話。ひろみち
メソッド「段階的指導」を子ど
も向けに楽しく解説。
A4 変型判／ 32 ページ／ 978-418-19809-2

文／谷口國博

0481605

絵／村上康成

定価:1,047 円

（本体 952 円＋税 10％）

3 歳～

文／谷口國博

0481606

絵／村上康成

定価:1,047 円

保育図書

定価:1,100 円

（本体 1,000 円＋税 10％）

作／佐藤弘道

4163101

遊び・知識・読み物

（本体 1,000 円＋税 10％）３歳～

文／谷口國博

“たにぞう”こと谷口國博と
日本を代表する絵本作家 · 村
上康成のコンビが、家族を
テーマに描くシリーズ。家
族が笑うとなんだか嬉しい！

おはなしえほん（４・５歳〜）

３歳～
手紙に残された手がかりから、
仲間たちと一緒に届け先を探す
郵便やさん。心温まる謎解きス
トーリー。子どもたちが大好き
な手紙付き絵本です。

（本体 1,000 円＋税 10％）3 歳～

作／鈴木翼

4115101

おはなしえほん（３歳〜）

クッキーの絵をこすると、甘い
匂いがする香料印刷絵本。ポッ
キーたちのピクニックでいろい
ろな「びっくり」する出来事が…。
やさしい心を育むお話。

作／石井睦美

4082201

定価:1,100 円

３歳～
はりねずみの兄弟は、おばあちゃ
んのお誕生日プレゼントにホッ
トケーキを焼いて届けることに
しましたが…。やさしい気持ち
になれるお話です。

4142901
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でこぼこホットケーキ

あかちゃんえほん（０〜２歳）

ポッキーの 4109601
びっくりピクニック

（本体 952 円＋税 10％）

3 歳～

いろいろな音から「おばけ」
を想像して、子どもたちの好
奇心を刺激する面白ストー
リー。

大好きなお母さんがはかせ
になったり、たんていになっ
たり…。読んだお母さんがも
れなく元気になる一冊です！

B5 変型判／ 32 ページ／ 978-4-418-08720-4

B5 変型判／ 32 ページ／ 978-4-418-09717-3
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4079501

ゆきうさぎの ねがいごと

作・絵／レベッカ · ハリー 訳／木原悦子
定価:1,430 円

（本体 1,300 円＋税 10％）３歳～

4078901

作・絵／レベッカ · ハリー 訳／木原悦子
定価:1,430 円

B4 変型判／ 24 ページ／ 978-4-418-14807-3

きつねくんの もりの
おともだち 4117401

ねずみくんの 4175501
クリスマスの おうちさがし
定価:1,430 円

定価:1,760 円

（本体 1,600 円＋税 10％）３歳～

絵本をめくると、リボンの虹が 1
本ずつ生まれてくる感動的なしか
け絵本。虹の 7 つの色のイメージ
が広がり、地球に生きるありがた
さを感じる絵本です。

A4 変型判／ 32 ページ／ 978-4-418-20818-0

A4 変型判／ 14 ページ／ 978-4-418-02803-0

おばけの スパルタカス

モンスターれっしゃ
シューシュー 4180201

4106901

作・絵／ヒド・ファン・ヘネヒテン
訳／木原悦子

定価:1,430 円

（本体 1,300 円＋税 10％）3 歳～

リボンの しかけえほん 0469001
作／ベティ・アン・シュワルツ
絵／ドナ・ターナー 文／鈴木ユリイカ

文・原案／鈴木 翼 原案／福田 翔
絵／かげやましゅん
定価:1,100 円

（本体 1,300 円＋税 10％）

遊んでばかりのきつねくん。森
に雪が降りはじめ後悔しますが、
キラキラした箱が空から落ちて
きて…。全ページキラキラ加工
の豪華な一冊。クリスマスに！
B4 変型判／ 24 ページ／ 978-4-418-16819-4

B4 変型判／ 24 ページ／ 978-4-418-20808-1

A4 変型判／ 32 ページ／ 978-4-418-16808-8

B5 変型判／ 32 ページ／ 978-4-418-20812-8

おべんとうばこの なかから

どろきょうりゅう

おにぎりぎゅっぎゅっ

なんでだろう

作／中川ひろたか

作／中川ひろたか · 鈴木 翼
絵／市居みか

4131201

絵／岡田よしたか

定価:1,100 円

３歳～
子どもたちが大好きなお弁当箱
から、いったい何が出てくるか
な？ 親子で一緒に遊びながら
言葉の面白さを味わおう！ 遊
び歌の達人中川ひろたか氏作。

4096701

定価:1,430 円

（本体 1,300 円＋税 10％）

３歳～
泥団子からある日恐竜が生まれ
ました。泥団子を作ったのは、
恐竜博士のてるちゃん。どろきょ
うりゅうは、どんどん大きくな
り子どもたちの人気者に。

B5 変型判／ 24 ページ／ 978-4-418-17810-0

A4 変型判／ 32 ページ／ 978-4-418-15809-6

きらきら は · は · 歯

はりねずみの おいしゃさん

4084601

作／室井 滋

絵／長谷川義史

（本体 1,300 円＋税 10％）

３歳～
コミカルなストーリーで、虫歯
を予防するにはどうしたらよい
のかがよくわかる絵本です。俳
優室井滋と絵本作家長谷川義史
のコラボレーション。
A4 変型判／ 32 ページ／ 978-4-418-14814-1

作／ふくざわゆみこ
定価:1,430 円

（本体 1,300 円＋税 10％）

作／きむらゆういち 絵／西内としお
定価:1,320 円

4166601

作／テツ and トモ 絵／藤本ともひこ
定価:1,100 円

（本体 1,000 円＋税 10％）

（本体 1,200 円＋税 10％）

３歳～
大人気絵本作家・きむらゆうい
ち氏の食育しかけ絵本。遠足の
お弁当といえば、やっぱりおに
ぎり。おにぎりの具がのぞける、
めくるしかけ付き！

３歳～
テツ and トモ初の絵本。日
常の出来事に♪なんでだろう
♪ とツッコミを繰り返す、
親子で楽しめるユーモアコ
ミュニケーション絵本です。

A4 変型判／ 24 ページ／上製本／ 978-4-418-15804-1

B5 変型判／ 32 ページ／ 978-4-418-19815-3

あらいくん

ねむねむさんがやってくる

4182901

文／中川ひろたか 絵／ serico
定価:1,320 円

（本体 1,200 円＋税 10％）

3 歳～

3 歳～
森のはりねずみ先生の病院には、
たくさんの患者さんが訪れます。
小さな先生の大きなやさしさが
伝わるお話。子どもの豊かな感
性を育むストーリーです。

歌いながら楽しく手洗いしよ
う！ あらいくんが、目に見え
ないウイルスの存在と手洗い
の大切さをユーモラスに伝えま
す。

A4 変型判／ 32 ページ／ 978-4-418-18817-8

A4 変型判／ 32 ページ／ 978-4-418-20816-6

眠りが訪れる話 4180101
さく・え／ユ・ヒジン やく／中井はるの
定価:1,426 円

保育図書

定価:1,430 円

4139801

4092101

不思議なモンスター列車にかわ
いいドラキュラやユーモラスな
フランケンたちが次々に乗って
いきます。心がじわっとあたた
まるラストも印象的なお話です。

遊び・知識・読み物

（本体 1,000 円＋税 10％）

３歳～
黒い背景にチョークで描いたよう
なやさしい風合いが印象的。おば
けのスパルタカスが、立派なおば
けになるための方法を学びます。

（本体 1,000 円＋税 10％）3 歳～

クリスマスまでにおうちを探さ
なければいけないねずみのア
ロンくん。表紙と中面に箔押し
が使われた豪華なクリスマス絵
本。贈り物に最適！

おはなしえほん（４・５歳〜）

（本体 1,300 円＋税 10％）３歳～

訳／木原悦子

『はりねずみのおいしゃさん』
に続く、シリーズ第 2 弾。読者
の背中をそっと押してくれる、
心あたたまるお話です。丁寧に
描き込まれた、温もりあふれる
絵も魅力。

にじを つくったの だあれ？ しかけ

おはなしえほん（３歳〜）

B4 変型判／ 24 ページ／ 978-4-418-14808-0

定価:1,430 円

作／ふくざわゆみこ

定価:1,430 円

ゆきうさぎのピートくんは、サ
ンタさんに願いごとが…心あた
たまるクリスマスのお話です。
キラキラ箔押しが全ページに！
雪や湖面が美しく光ります。

絵／レベッカ・ハリー

はりねずみのおいしゃさんと
おばけのこ 4183101
（本体 1,300 円＋税 10％）3 歳～

（本体 1,300 円＋税 10％）

3 歳～
ゆきうさぎのピートくんには大切
な友だちがいます。クリスマス
のあたたかいお話。キラキラの
箔押しが全ページにあり、降り
積もった雪がやさしく光ります。

作／ティモシー · ナップマン
絵／レベッカ · ハリー 訳／木原悦子

12

ゆきうさぎの おくりもの

あかちゃんえほん（０〜２歳）

新版

（本体 1,296 円＋税 10％）

3 歳～
眠れない子に、お母さんはや
さしく「ねむねむさんに き
てもらおうね」と呼びかけま
す。心があたたかくなる、素
敵なベッドタイムストーリー！

A4 変型判／ 40 ページ／ 978-4-418-20813-5
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4167801

こいぬのハリーがゆめみたおんがくかい
作／マリー・フォークト
訳／ひびのさほ
定価:1,485 円

（本体 1,350 円＋税 10％）3 歳～

A4 変型判／ 32 ページ／ 978-4-418-19817-7

3さいの

4188701

やさしい心をはぐくむ10のお話

4161001

世界と日本の昔ばなし

作／高津美保子

ほか

絵／川副真佑実

ほか

定価:1,430 円

（本体 1,300 円＋税 10％） 3 歳
「おむすびころりん」
「おおかみと
７ひきのこやぎ」
「いっすんぼうし」
「３びきのこぶた」
「ねずみのよめい
り」
「きんのがちょう」
「だいこんに
んじんごぼう」
「ライオンとねずみ」
「かさじぞう」
「きたかぜとたいよう」
の 10 話とおはなしの解説が一冊に。

おはなしえほん

（4・5 歳〜）

作／たてのひろし 絵／かわしまはるこ
（本体 1,200 円＋税 10％）

自然や社会、
ナンセンスなど
バラエティーに富んだ
絵本です。

A4 変型判／ 112 ページ／ 978-4-418-19803-0

4 歳～
３匹の仲良しあまがえるがかく
れんぼをしていると…。あまが
えるの体色変化の生態に基づく、
成長を描いた作品です。美しい
細密画が魅力。
A4 変型判／ 24 ページ／ 978-4-418-19808-5

あまがえるのぼうけん
4182801

作 / たてのひろし 絵 / かわしまはるこ

定価:1,485 円

定価:1,430 円

絵本

4090701

みんな おおきくなった
作／中川ひろたか

絵／藤本ともひこ

定価:1,430 円

（本体 1,300 円＋税 10％）

（本体 1,300 円＋税 10％）

4 歳～
あま が え るの ラッタた ちは、
森 の中 へ 探 検 に 行くことに。
見たことがない世界にはしゃ
ぐ３匹ですが…。待望のシリー
ズ第２弾。

A4 変型判／ 104 ページ／ 978-4-418-21808-0

A4 変型判／ 32 ページ／ 978-4-418-20815-9

AB 判／ 32 ページ／ 978-4-418-15803-4

きょう まどから
ふく かぜは 4175601

わたしのやま

文／谷口國博

写真／高砂淳二

4 歳～
子どもたちに、生まれてくるこ
と、成長することの素晴らしさ
を伝える絵本。どんな世代の方
にも共感してもらえる一冊です。
卒園の贈り物にも最適です！

おはなしえほん（４・５歳〜）

３歳の子にぴったりの心温まるお
はなし 10 話を、３歳児の成長に
合わせた文章と上質な絵でお届
け。友だち関係を豊かにし、思い
やりの心を育みます。

4171701

作／フランソワ ･ オビノ
絵／ジェローム ･ ペラ 訳／谷川俊太郎
定価:1,540 円

（本体 1,200 円＋税 10％）4 歳～

保育界の人気者・谷口國博×自
然写真家・高砂淳二が贈るメッ
セージ絵本。
「今日、窓を開け
てみる。そして感じる風にたく
さん想像力を働かせてほしい」

一見、相対する羊飼いと狼の
同じ山でのそれぞれの生活を
描き、敵か味方か、正義か悪
か、といった単純化したフィ
ルターを外して物事を見るこ
との大切さを伝える絵本です。

A5 判／ 40 ページ／ 978-4-418-20805-0

A4 変型判／ 30 ページ／ 978-4-418-20800-5

とっています

カケ・マケちゃんと
かたづけエルフ 4162601

4183001

作／市原 淳
定価:1,210 円

4 歳～

「とっています」って、とっ
てもたのしい！ とっても
お か し い！ 大 人 気 絵 本
『もいもい』の作家が描く、
同音異義語×ナンセンス！
B5 変型判／ 24 ページ／ 978-4-418-20817-3

作・絵／リナ・ジュタウテ
定価:1,320 円

保育図書

（本体 1,100 円＋税 10％）

遊び・知識・読み物

（本体 1,400 円＋税 10％）4 歳～

定価:1,320 円
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4160401

定価:1,320 円

作／ねぎしれいこ ほか 絵／まなかふみこ ほか

（本体 1,350 円＋税 10％）3 歳

あまがえるのかくれんぼ

おはなしえほん（３歳〜）

いぬとねこは、いつもけんか
してばかり。そんな隔てられ
た世界が、主人公ハリーの音
楽の力でひとつになって…。
心あたたまるおはなしです。

3さいの

あかちゃんえほん（０〜２歳）

ジャズドッグ

（本体 1,200 円＋税 10％）

5 歳～
リトアニアの人気しつけ絵本
の翻訳版。主人公カケ・マケ
ちゃんは 5 歳の女の子、かた
づけエルフとの冒険で整理整
頓の楽しさを描きます。
A4 変型判／ 36 ページ／ 978-4-418-19821-4
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4さいの

4067701

作／室井 滋

世界と日本の昔ばなし

絵／長谷川義史

作／虎頭惠美子

定価:1,430 円

4188801

やさしい心をはぐくむ9のお話
ほか

（本体 1,350 円＋税 10％）

絵／ようふゆか

ほか

監修／大迫ちあき 折り紙指導／津留見裕子
定価:1,210 円

おりがみを折ることで形が好き
になる！ さんすう言葉が身につ
く！ 知育につながるポイントを
紹介。年齢の発達にあわせて作れ
る折り紙百科です。

長く使える！
おもしろくって役に立つ！
楽しく学べる！
ワンダーおすすめの１冊。

A4 変型判／ 112 ページ／ 978-4-418-19804-7

５さいのおはなし

①世界の名作
文／木村由利子

ほか

0466301

B5 変型判／ 128 ページ／ 978-4-418-17818-6

おりがみ百科 ５・６・７才

くらべて はっけん！

監修／大迫ちあき 折り紙指導／津留見裕子

絵／寺越慶司・月本佳代美・千塚鉄也・
池下章裕

4137801

絵／川上尚子

ほか

定価:1,210 円

（本体 1,000 円＋税 10％）

4歳

4137701

（本体 1,100 円＋税 10％）３歳～

定価:1,100 円

４歳の子にぴったりの心温まるお
はなし９話を、４歳児の成長に合
わせた文章と上質な絵でお届け。
友だち関係を豊かにし、思いやり
の心を育みます。
A4 変型判／ 112 ページ／ 978-4-418-21809-7

A4 変型判／ 80 ページ／ 978-4-418-01727-0

B5 変型判／ 128 ページ／ 978-4-418-17819-3

５さいのおはなし

からだのふしぎ

0466302

ほか

定価:1,100 円

ほか

5歳

A4 変型判／ 80 ページ／ 978-4-418-02714-9
0466304

④楽しいパズルのお話
作／山本省三 ほか 絵／冬野いちこ

ほか

（本体 1,000 円＋税 10％）

5歳
5 歳児は「何だろう ?」
「なぜだ
ろう ?」という好奇心が広がる時
期です。好奇心を刺激するなぞな
ぞ、ことば遊び、迷路、パズルの
お話 7 話とパズル４本が一冊に。
A4 変型判／ 80 ページ／ 978-4-418-04716-1

A4 変型判／ 26 ページ／ 978-4-418-17817-9

どうぶつのふしぎ

4109901

絵／にしもとおさむ

絵／にしもとおさむ

定価:1,320 円

定価:1,320 円

（本体 1,200 円＋税 10％）

4146701

（本体 1,200 円＋税 10％）

4 歳～

4 歳～

サンドイッチ、飛行機、ドーナツ、
カレーライス、おすし、お金など
の成り立ちを描いたお話 7 話。

ミクロの探検隊が人間のからだを
旅する、驚きとふしぎ発見の人体
図鑑です。
「へえ！」とうなるト
リビアが満載で、親子で会話しな
がら楽しめます。

楽しくわかりやすいイラスト版
動 物 図 鑑。子ど もの「 な ぜ？」
に答え、
「ゾウの鼻に入る水はな
んと 20 リットル！」など、大
人もうなる動物トリビアが満載。

A4 変型判／ 80 ページ／ 978-4-418-02718-7

B5 判／ 96 ページ／ 978-4-418-16816-3

B5 判／ 96 ページ／ 978-4-418-19800-9

TRAINS

4154501

しかけ

きかんしゃ でんしゃのしくみ
文／イアン・グラハム
イラスト／スティーヴン・ビースティ

定価: 2,310 円

RESCUE

4163401

はたらくのりもののしくみ
作／スティーヴン・ビースティ

しかけ

定価: 2,310 円

（本体 2,100 円＋税 10％）

蒸気機関車からリニアモーター
カーまでさまざまな列車のフ
リップをめくると中が見え、列
車のしくみがわかるしかけ絵
本。見て、読んで、楽しめます。

4 歳～
消防車や救急ヘリコプター
など、救急や救命のための
乗りもののしくみを紹介。フ
ラップをめくると中が見え
る、
図鑑のようなしかけ絵本。

B4 変型判／ 16 ページ／ 978-4-418-18834-5

B4 変型判／ 16 ページ／ 978-4-418-19810-8

（本体 2,100 円＋税 10％）4 歳～

保育図書

定価:1,100 円

動物の足の速さや幅跳び比べな
ど、動物や乗り物、建物などの
比較を紹介します。子どもも大
人も楽しめるハイクオリティ・
リアルイラストによる大判図鑑。

遊び・知識・読み物

（本体 1,000 円＋税 10％）

5歳
「つるのおんがえし」
「ねずみのす
もう」
「さんまいのおふだ」
「びん
ぼうがみとふくのかみ」など小学
校就学前に一度は出会っておき
たい日本の昔話６話。

５さいのおはなし

0466303

定価:1,100 円

（本体 1,000 円＋税 10％）

（本体 1,300 円＋税 10％）３歳～

三角・四角から折る、複数の三角・
四角をつくる、等分・対称、立体・
遊びなどを丁寧に紹介。幼児から
おりがみで算数に親しむ工夫が満
載です。

③はじめてものがたり
文／岡本一郎 ほか 絵／朝倉めぐみ

4138601

おはなしえほん（４・５歳〜）

５さいのおはなし

パノラマえほん
定価:1,430 円

（本体 1,100 円＋税 10％）5 歳～

5歳
５歳児は世界の名作や昔話が大
好き。
「しあわせなおうじ」
「ハン
スとあくま」など本格的なお話を
５話収録。豊かな想像力を育みま
す。

②日本の昔話
文／木暮正夫 ほか 絵／篠崎三朗
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ほか

おりがみ百科 ３・４・５才

遊び・
知識・読み物

おはなしえほん（３歳〜）

A4 変型判／ 32 ページ／ 978-4-418-13820-3

作／山本省三

絵／杉田香利

4歳
「ヘンゼルとグレーテル」
「こぶと
りじい」
「ブレーメンのおんがくた
い」
「ジャックとまめのき」
「おりひ
めとひこぼし」
「さんびきのやぎ」
「ふくろうのそめものやさん」
「はだ
かのおうさま」
「つるのおんがえし」
の 9 話とおはなしの解説が一冊に。

5 歳～
小さくてかわいいイノシシの赤
ちゃんウリ坊がウリオに大変身。
ウリオになった途端、家族みん
なに冷たくされて、とうとう家
出を…。ウリオの運命は？

定価:1,485 円

ほか

定価:1,430 円（本体 1,300 円＋税 10％）

（本体 1,300 円＋税 10％）

4さいの

4161101

あかちゃんえほん（０〜２歳）

ウリオ
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4143901

もののしくみ大図鑑

著／ジョエル・ルボーム、クレマン・
ルボーム 監修／村上雅人
定価: 2,530 円

ことばのえじてん

やばいウンチの

せいぶつ図鑑

4129401

ルーペで発見！

雑草観察ブック

4138901

作・絵／林 四郎

監修／今泉忠明

写真・文／亀田龍吉

定価:1,320 円

定価:1,100 円

定価:1,540 円

（本体 1,200 円＋税 10％）5 歳～

（本体 2,300 円＋税 10％）8 歳～

（本体 1,000 円＋税 10％）10 歳～

4154601

（本体 1,400 円＋税 10％）10 歳～

動物のウンチには意味がある。
動物から、昆虫、遠い世界の生
き物まで、知的好奇心を刺激す
る面白いウンチクが山盛り。生
物の神秘に感激必至です！

身近にある雑草をクローズアッ
プし、ルーペで覗いた写真や解
説文、観察グッズなどをご紹介。
散歩の際に持ち歩き、実際の草
花と見比べましょう。

A4 変型判／ 168 ページ／ 978-4-418-18811-6

A4 変型判／ 32 ページ／ 978-4-418-17816-2

四六変型判／ 192 ページ／ 978-4-418-17262-7

B6 判／ 128 ページ／ 978-4-418-19203-8

とても巨大な
絶滅せいぶつ図鑑

ヤバいけどおいしい !?
せいぶつ図鑑 4181801

完全版 こども歴史新聞

完全版 こども歴史人物新聞

4159601

日本の歴史 旧石器時代～現代

4042101

4050701

監修／田中源吾

監修／成島悦雄

監修／小林 隆

監修／小林 隆

定価:1,100 円

定価:1,100 円

定価: 2,200 円

定価:1,980 円

（本体 1,000 円＋税 10％）

（本体 2,000 円＋税 10％）8 歳～

（本体 1,000 円＋税 10％）

5 歳～
日本では動物園や水族館の人気者で
も、別の国ではおいしい料理に…。
そんな驚きの生物 84 種をご紹介。
奥深い世界の食文化が学べる一冊。

（本体 1,800 円＋税 10％）8 歳～

新聞形式なのでどこから読んで
も面白い日本の歴史。マンガや
広告もあり、実際の新聞作りな
どにも役立ちます。教科書に出
ている人物を 42 人紹介。

教科書がよくわかる！ 卑弥呼か
らノーベル賞を受賞した山中教授
まで、人物の活躍を通して歴史を
楽しく学べる。新聞形式だから、
どこから読んでも面白い！

四六変型判／ 192 ページ／ 978-4-418-19213-7

四六変型判／ 192 ページ／ 978-4-418-21002-2

B5 変型判／ 480 ページ／ 978-4-418-12805-1

B5 変型判／ 320 ページ／ 978-4-418-13800-5

危険 SOS ！

かなり不気味な

最新版

こども妖怪・怪談新聞

外来生物図鑑

4151701

深海せいぶつ図鑑
監修／新野 大
定価:1,100 円

（本体 980 円＋税 10％）8 歳～

世界最大級の巨大イカ「ダイオ
ウイカ」など、海の奥深くには
不気味で不思議な生物がたくさ
ん生息しています。そんなさま
ざまな深海生物をご紹介！

A5 判／ 128 ページ／ 978-4-418-18227-5

ドクターマキノの植物たんけん

雑草のサバイバル大作戦
4141901

定価:1,320 円

（本体 1,800 円＋税 10％）8 歳～

4133601

監修／水木プロダクション・日本民話の会
定価:1,980 円

（本体 1,800 円＋税 10％）8 歳～

理科に強くなる副読本！ 宇宙
天文情報と恐竜情報が、新聞形
式で読める。 君も宇宙をめざそ
う！ 恐竜の謎にせまる！ 夏
休みの宿題のヒントにも！

子どもたちが大好きな妖怪と学
校の怪談を新聞形式で紹介。
「ゲ
ゲゲの鬼太郎」の水木プロや日
本民話の会の協力による、こだ
わりの編集。プレゼントにも最適。

四六変型判／ 192 ページ／ 978-4-418-18226-8

B5 変型判／ 320 ページ／ 978-4-418-13808-1

B5 変型判／ 320 ページ／ 978-4-418-17813-1

すごく危険な

こどもノーベル賞新聞

こどもオリンピック新聞

毒せいぶつ図鑑

4138801

4113001

監修／西海太介

監修／若林文高

定価:1,100 円

定価:1,430 円

（本体 1,000 円＋税 10％）

10 歳～

（本体 1,300 円＋税 10％）8 歳～

4100101

定価:1,430 円

（本体 1,300 円＋税 10％）

8 歳～

日本の偉人・牧野富太郎博士をキャ
ラクター化！ ストーリー仕立て
で雑草の「生きもの」としてのお
もしろさを伝える科学絵本です。

マダニ、
ヒアリ、
ヤマカガシ…「知
らなかった」じゃすまない、日
本に生息する毒をもった生物図
鑑。

毎年 10 月に発表されるノーベ
ル賞の主な受賞者と功績をわか
りやすく紹介。新聞形式だから、
どこから読んでも面白い一冊で
す。

オリンピックの歴史・記録・感
動を伝えます。新聞形式なので
どこから読んでも面白い。新聞
作りの参考に！

B5 判／ 96 ページ／ 978-4-418-18816-1

四六変型判／ 192 ページ／ 978-4-418-17261-0

B5 変型判／ 176 ページ／ 978-4-418-16827-9

B5 変型判／ 160 ページ／ 978-4-418-16814-9

（本体 1,200 円＋税 10％）8 歳～

保育図書

作・絵／里見和彦

宇宙天文・恐竜編 4057601
監修／渡部潤一・安生 健
定価:1,980 円

（本体 1,000 円＋税 10％）8 歳～

テレビで活躍中の“爬虫類ハン
ター”加藤英明先生が教える、
日本にいる外来生物の決定版図
鑑。生態や特徴、見つけ方、捕
まえ方を紹介。

こども科学わくわく新聞

遊び・知識・読み物

著／加藤英明
定価:1,078 円

4151201

おはなしえほん（４・５歳〜）

5 歳～
巨大ムカデに 6 メートルのなまけ
もの、ティラノサウルス…。かつて
地球に住んでいた、絶滅した巨大生
物 100 種類をご紹介します。

おはなしえほん（３歳〜）

おはなしを読みながら英語に親
しみ、いつの間にか英語が大好
きになってしまう、お話仕立て
の絵本。アメリカの生活や文化
を身近に感じることができます。

大ヒット『もののしくみ大図鑑』
の改訂版！ ドローンや iPhone
など最新アイテムを加え、道具か
ら最新テクノロジーまで、250 の
しくみを大解明！
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はじめてのえいご

あかちゃんえほん（０〜２歳）

サイエンスプラス
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4140801

原作／アーネスト・T・シートン
文／正岡慧子 絵／木村 修
定価:1,320 円

4140802

原作／アーネスト・T・シートン
文／正岡慧子 絵／木村 修
定価:1,320 円

（本体 1,200 円＋税 10％）6 歳～

豊かな心を育む
日本童話名作集

おもしろ世界一周
4128301

監修／鬼塚りつ子
定価:1,320 円

（本体 1,200 円＋税 10％）4 歳～

（本体 1,200 円＋税 10％）6 歳～

画家は動物細密画の第一人者・木
村修。
「こぐまのジョニー」など
小学生時代に一度は読んでおきた
い傑作 5 話を収録。

「赤い鳥」の名作の中から、新美南
吉の
「ごんぎつね」
、
芥川龍之介の
「蜘
蛛の糸」など、教科書にも掲載され
ている作品をはじめ、一度は読んで
おきたい珠玉の作品10 話を収録。

4013301

作／にしもとおさむ
定価:1,430 円

（本体 1,300 円＋税 10％）

4 歳～
迷路やパズルで遊ぶうち
に、世界の地理や文化に
ふれられる一石二鳥の知
育絵 本。世界 64 の国と
地域を巡ります。

B6 判／ 168 ページ／ 978-4-418-18808-6

B6 判／ 168 ページ／ 978-4-418-18809-3

B5 変型判／ 144 ページ／ 978-4-418-17811-7

A4 変型判／ 112 ページ／ 978-4-418-09802-6

うたっておぼえる
九九のえほん 0495101

行事のおはなし12か月

なぜなに Q&A シリーズ

著／加藤 晃

作／左近蘭子

きょうりゅう 4097101
だいはっけんずかん

定価:1,572 円

定価:1,320 円

4025201

絵／くすはら順子

A4 変型判／ 48 ページ／ 978-4-418-06719-0

A4 変型判／ 112 ページ／ 978-4-418-10812-1

宮沢賢治名作集

宮沢賢治傑作集

著／宮沢賢治

監修／鬼塚りつ子

定価:1,320 円

0493102

作／宮沢賢治
4 歳～
子どもたちにぜひ読んでほしい
宮沢賢治の傑作ベスト 3 を収録
しています。感動作を親子でお
楽しみください。

B5 変型判／ 144 ページ／ 978-4-418-15817-1

新美南吉童話集

0479403

作／新美南吉
4 歳～
子どもたちにぜひ読んでほしい
新美南吉の名作を選び、
「ごんぎ
つね」
「おじいさんのランプ」
「手
ぶくろを買いに」…など全 10
話を収録。
B5 変型判／ 136 ページ／ 978-4-418-04807-6

AB 判／ 40 ページ／上製本／ 978-4-418-95801-6

なぜなに Q&A シリーズ

こんちゅう

0433502

なぜなに Q&A シリーズ

きょうりゅう

0433503

執筆／今泉忠明

（本体 1,165 円＋税 10％）4 歳～

定価:1,282 円

（本体 1,165 円＋税 10％）4 歳～

かぶとむしにはなぜ角があるの？
子どもたちから寄せられた昆虫
についてのさまざまな疑問に、驚
きいっぱいの写真でわかりやす
く答える新しい科学絵本。

恐竜は本当にいたの ? 恐竜の
世界には不思議なことがいっぱ
い。きみたちの疑問になぜなに
博士が答えてくれます。写真と
イラストでわかりやすく解説。

B5 変型判／ 146 ページ／ 978-4-418-06834-0

AB 判／ 40 ページ／上製本／ 978-4-418-95802-3

AB 判／ 40 ページ／上製本／ 978-4-418-95803-0

浜田広介童話集

なぜなに Q&A シリーズ

なぜなに Q&A シリーズ

0493101

作／浜田広介
定価:1,210 円

（本体 1,100 円＋税 10％）

4 歳～
子どもたちにぜひ読んでほしい
浜田広介の名作を選び、
「泣いた
赤おに」
「むく鳥のゆめ」
「りゅ
うの目のなみだ」…など全 10
話を収録。
B5 変型判／ 146 ページ／ 978-4-418-06835-7

しょくぶつ

0433504

執筆／柳 宗民

定価:1,282 円

（本体 1,165 円＋税 10％）4 歳～

さかな

0433505

執筆／武田正倫

定価:1,282 円

保育図書

定価:1,100 円

（本体 1,000 円＋税 10％）

A4 変型判／ 28 ページ／上製本／ 978-4-418-15808-9

遊び・知識・読み物

小学生にもぜひ読んでほしい、
珠玉の名作を 10 話収録した決
定版！ 小学校の教科書にも多
数掲載されている宮沢賢治の作
品は、どれも美しく、わかりや
すく、感動がいっぱいです。

きりんの首はなぜ長いの？ 子
どもたちから寄せられた動物に
ついてのさまざまな疑問に、驚
きいっぱいの写真でわかりやす
く答える新しい科学絵本。

定価:1,282 円

（本体 1,100 円＋税 10％）

（本体 1,165 円＋税 10％）4 歳～

恐竜博士の解説で、恐竜の分類
や鳥類への進化までをわかりや
すくご紹介。恐竜の大きさがひ
と目でわかる、大迫力のパノラ
マポスター付き！

執筆／橋本健一

定価:1,210 円

（本体 1,200 円＋税 10％）4 歳～

執筆／今泉忠明

おはなしえほん（４・５歳〜）

読み聞かせにぴったり！ 季節
の行事をテーマにしたお話全 17
話をお届け。行事の由来、暦に
ついての解説があり、親子で楽
しめます。

0433501

定価:1,282 円

（本体 1,300 円＋税 10％）4 歳～

楽しみながら数の感覚を身につ
けられる絵本と数の歌全 8 曲入
り CD のセット。楽しく歌いな
がらいつのまにか九九が覚えら
れます！ ロングセラー絵本。

4102001

絵／寺越慶司

定価:1,430 円

（本体 1,200 円＋税 10％）3 歳～

（本体 1,429 円＋税 10％）3 歳～

監修／真鍋 真

どうぶつ

おはなしえほん（３歳〜）

「シートン動物記」初のビジュア
ル版。
「オオカミ王ロボ」など小
学生時代に一度は読んでおきたい
傑作 5 話を収録。
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シートン動物記（下巻）

あかちゃんえほん（０〜２歳）

シートン動物記（上巻）

（本体 1,165 円＋税 10％）4 歳～

サボテンにはなぜ葉がないの？
子どもたちから寄せられた植物
についてのさまざまな疑問に、
驚きいっぱいの写真でわかりや
すく答える新しい科学絵本。

とびうおはどうして空を飛べる
の？ 子どもたちから寄せられ
た魚についてのさまざまな疑問
に、驚きいっぱいの写真でわか
りやすく答える新しい科学絵本。

AB 判／ 40 ページ／上製本／ 978-4-418-95804-7

AB 判／ 40 ページ／上製本／ 978-4-418-95816-0

21

とり

＜改訂版＞マンガ

4189001

小学生の英語 はじめてレッスン

0433506

執筆／小宮輝之

監修／中山兼芳

絵／にしださとこ 他

定価:1,680 円

定価:1,282 円

（本体 1,527 円＋税 10％）

（本体 1,165 円＋税 10％）4 歳～

プチ・二コラの休み時間

プチ・二コラの夏休み

絵／サンペ 文／ゴシニ
訳／曽根元吉・一羽昌子

絵／サンペ 文／ゴシニ
訳／小野萬吉

4171402

定価:1,100 円

4171403

定価:1,100 円

きつつきはなぜ木をつつくの？
子どもたちから寄せられた鳥に
ついてのさまざまな疑問に、驚
きいっぱいの写真でわかりやす
く答える新しい科学絵本。

6 歳〜
はじめて英語にふれる小学生のた
めの入門書。マンガやイラストたっ
ぷ り で 自 宅 学 習 に も お す す め！
身 近 な 単 語 1200 ＋ 関 連 語 400
語収録。

AB 判／ 40 ページ／上製本／ 978-4-418-95817-7

B5 判／ 288 ページ／ 978-4-418-21810-3

四六判／ 216 ページ／ 978-4-418-20804-3

四六判／ 272 ページ／ 978-4-418-20806-7

クイズでわかる

キャラクターでわかる

プチ・二コラと仲間たち

プチ・二コラのなやみ

絵／サンペ 文／ゴシニ
訳／小野萬吉

絵／サンペ 文／ゴシニ
訳／小野萬吉

星と宇宙

ドーリング・キンダスリー社編

監修／藤井 旭

定価: 3,080 円

定価:1,430 円

（本体 2,800 円＋税 10％）

8 歳～
大変だ！ 友だちが退学に !? 新
聞作りに空き地でサッカーにと、今
回も大暴れ。

4139001

4171404

定価:1,100 円

（本体 1,300 円＋税 10％）8 歳～

（本体 1,000 円＋税 10％）

世界中で売れている学習用図鑑の
日本語版。クイズ形式で森羅万象
をビジュアルで理解しやすく、創
造力を育てる総合的な百科図鑑。

宇 宙、 星、 太 陽 系 …。 ふ だ ん
見えない身近なものをキャラク
ター化して、イラストとマンガ
で紹介した図鑑。小学校の理科
を踏まえた内容です。

A4 変型判／ 192 ページ／ 978-4-418-21802-8

B5 変型判／ 80 ページ／ 978-4-418-18803-1

キャラクターでわかる

人体

〈３～６歳〉親子で読みたい

8 歳～
ぼくのクラスメートは最高なんだ。
ラジオ出演に切手収集、手品にチェ
ス。雨の日だって楽しんじゃう。
四六判／ 272 ページ／ 978-4-418-20807-4

8 歳～
待ちに待った夏休みが来た。旅行
に臨海学校、楽しい予定がいっぱ
い！

4171405

定価:1,100 円

（本体 1,000 円＋税 10％）

おはなしえほん（４・５歳〜）

7歳
（小学生）〜

（本体 1,000 円＋税 10％）

おはなしえほん（３歳〜）

世界まるごと大百科

4181701

（本体 1,000 円＋税 10％）

あかちゃんえほん（０〜２歳）

なぜなに Q&A シリーズ

8 歳～
ぼくらにだってなやみはあるさ。人
生は思い通りにはいかないもの。

四六判／ 272 ページ／ 978-4-418-20809-8

4178901

にっぽんまるごと！ ちず·行事ずかん

4139101

定価:1,430 円

（本体 1,300 円＋税 10％）8 歳～

遊び・知識・読み物

監修／由井薗 健 絵／蔵澄咲帆・
寺島沙也香・秋ひろみ

監修／島田達生

定価:1,650 円

（本体 1,500 円＋税 10％）3 歳～

脳や胃袋、肝臓…。ふだん目に
見えない身近なものをキャラク
ター化して、イラストとマンガ
で紹介した図鑑。小学校の理科
を踏まえた内容です。

「 に っ ぽ ん 」 っ て お も し ろ い！
かわいいイラストで、にっぽんの
ちず・行事・文化を楽しく学べる、
はじめての絵ずかん。

B5 変型判／ 80 ページ／ 978-4-418-18804-8

A4 変型判／ 80 ページ／ 978-4-418-20811-1

わたしたち、海でヘンタイするんです。 Bonjour! プチ・二コラ
海のいきもののびっくり生態図鑑
著／鈴木香里武

4167901

絵／友永たろ

（本体 1,100 円＋税 10％）

5 歳～
テレビで話題の「お魚王子」が、海
の生き物のヘンな生態を徹底解剖！
絵本のようなかわいいイラストで、
楽しく学べる図鑑です。
四六判／ 160 ページ／ 978-4-418-19228-1
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保育図書

定価:1,210 円

4171401

絵／サンペ 文／ゴシニ
訳／曽根元吉・一羽昌子
定価:1,100 円

（本体 1,000 円＋税 10％）

8 歳～
フランスの国民的ロングセラー読
み物。やんちゃな小学生プチ・ニ
コラとクラスメートたちのゆかい
な毎日を描く。
四六判／ 232 ページ／ 978-4-418-20803-6

23

定価:1,760 円

定価:1,760 円

（本体 1,600 円＋税 10％）

お誕生表＆カード 66プラン
定価:1,980 円

（本体 1,800 円＋税 10％）

0・1・2 歳児が無理なく楽しめ
る 製 作 が、74 プ ラ ン！ 保 育
現場の製作 LIVE もたっぷり！
発達に合わせて選ぶ技法と素材
の解説付き！

定番のバースデーケーキや季節
の果物、ロケットやおとぎ話ま
で、さまざまなモチーフのお誕
生表を全 46 点掲載。作り方の
ポイントやアレンジアイデアを
ていねいに解説。全点型紙付き。

お誕生表、バースデーカード、
お 誕 生 メダ ル が 全 66 作 品と、
充実！ お誕生会が盛り上がる、
かわいいモチーフばかり！ 全
作品、型紙付き。

AB 判／ 108 ページ／ 978-4-418-15801-0

AB 判／ 122 ページ／ 978-4-418-10800-8

AB 判／ 120 ページ／ 978-4-418-20713-8

3･4･5 歳児の 4111101
行事＆季節の製作アイデア

PriPri 4087701
卒園式の飾りつけ決定版！

PriPri 4018201
発表会コスチューム

（4月～ 9月）

定価:1,760 円

（本体 1,600 円＋税 10％）

定価:1,980 円

アーチや緞帳、窓飾り、そして
コサージュまで、卒園式に必要
な飾りつけアイデアを網羅。華
やかで作りやすい飾りが盛りだ
くさんです！

（本体 1,800 円＋税 10％）

子どもの個性と発達を大切にし
た行事＆季節の製作 141 プラ
ン。月ごとにまとめてあるので、
プランを選びやすい！ コピー
して使える型紙も収録。

著／三浦晃子

定価:1,980 円

（本体 1,800 円＋税 10％）

発表会が盛り上がる日本や世界
の名作童話などのコスチューム
をご紹介します。おゆうぎにも
使えるスタイルも！ この一冊
で発表会はおまかせ。

AB 判／ 108 ページ／ 978-4-418-14812-7

AB 判／ 144 ページ／ 978-4-418-16812-5

AB 判／ 116 ページ／ 978-4-418-14816-5

AB 判／ 96 ページ／ 978-4-418-09805-7

3･4･5 歳児の 4118301
行事＆季節の製作アイデア

PriPri プリティ壁面①
4月〜 9月 0498501

PriPri ０· １· ２歳児の
手作りおもちゃ 4039601

PriPri 4033201
０· １· ２歳児の手作り遊具

定価:1,980 円

定価:1,980 円

（10月～ 3月）

（本体 1,800 円＋税 10％）

年度後半 10 月～ 3 月の保育に
活かせる３・４・５歳児向けの
製作アイデアをたっぷり 140 点
収録！ コピーして使える型紙
も。製作アイデアの決定版です。

定価:1,980 円

（本体 1,800 円＋税 10％）

監修／浅野ななみ

（本体 1,800 円＋税 10％）

すべて型紙付きで、作りたい壁
面飾りがすぐに作れる！ たっ
ぷり 45 点を掲載。月ごとに載っ
ているのでプランが豊富で探し
やすい。

成長段階に合わせた手作りおも
ちゃのプランを紹介。手指の発
達を促す、知育あそびなど乳児
の成長に合わせた 68 プランを
掲載。

著／東間掬子

（本体 1,800 円＋税 10％）

保育者自身が実践した、乳児向け
手作り遊具を集めた一冊。すべて
リサイクル素材で作れるものばか
り。発育に合わせた 35 プランを
ご紹介します。

AB 判／ 144 ページ／ 978-4-418-16823-1

AB 判／ 124 ページ／ 978-4-418-07704-5

AB 判／ 82 ページ／ 978-4-418-11813-7

AB 判／ 84 ページ／ 978-4-418-11804-5

PriPri プリティ壁面②
10月〜 3月 0498502

改訂版 PriPri CD-ROM ブック

０・１・２歳児の 4110101
心と体を育む手作り遊具

年齢別 おりがみ12か月

定価:1,980 円

すべて型紙付きで、作りたい壁
面飾りがすぐに作れる ! たっぷ
り 47 点を掲載。月ごとに載っ
ているのでプランが豊富で探し
やすい。
AB 判／ 124 ページ／ 978-4-418-07705-2

千金美穂イラストコレクション
著／千金美穂
定価:1,980 円

（本体 1,800 円＋税 10％）

おたよりや壁面飾り、マークや
カードなど保育に役だつイラス
トが満載。カラーイラスト 338
点、おたよりカット & モノクロ
イラスト 479 点掲載。
AB 判／ 100 ページ／ 978-4-418-11715-4

著／東間掬子・木曜会

定価:1,980 円

（本体 1,800 円＋税 10％）

保育室でたっぷり遊べて安全性
の 高 い 遊 具 を 44 プ ラン 掲 載。
環境設定も含めてご紹介します。
『0・1・2 歳 児 の 手 作 り 遊 具 』
の第 2 弾。
AB 判／ 80 ページ／ 978-4-418-16811-8

4110201

定価:1,980 円

（本体 1,800 円＋税 10％）

保育図書

（本体 1,800 円＋税 10％）

4034901

遊び・知識・読み物

定価:1,980 円
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4164001

おはなしえほん（４・５歳〜）

0・1・2 歳児が無理なく楽しめ
る 製 作 が、86 プ ラ ン！ 保 育
現場の製作 LIVE もたっぷり！
製 作 技 法 と 援 助 の ポ イント 付
き！

うきうきハッピー！

おはなしえほん（３歳〜）

PriPri 0·1·2 歳児の 4083301
季節＆行事製作 10月〜 3月

定価:1,980 円

（本体 1,800 円＋税 10％）

（本体 1,600 円＋税 10％）

保育に活用できる
アイデアや読み物。子どもとの
遊びのアイデアとして
ご家庭でもおすすめです。

PriPri 4022501
プリティお誕生表

あかちゃんえほん（０〜２歳）

保育図書

PriPri 0·1·2 歳児の 4087901
季節＆行事製作 4 月〜 9月

2 歳から 6 歳まで発達に合わせ
たおりがみを 109 点掲載！ 行
事や季節を感じられる作品ばか
りです。保育室に飾るためのア
イデアも！

AB 判／ 120 ページ／ 978-4-418-16810-1
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壁面アイデアつき

4014001

定価:1,980 円

定価:1,980 円

（本体 1,800 円＋税 10％）

（本体 1,800 円＋税 10％）

0·1·2 歳児の

4093301

手作りおもちゃ 85 プラン
監修／今井和子

ピアノが苦手な方にも弾きやす
い、保育ソング集。左手の伴奏
に音名を付け加えたり、アレン
ジをやさしくしたりするなど、
工夫をこらしています。
AB 判／ 132 ページ／ 978-4-418-06713-8

AB 判／ 192 ページ／ 978-4-418-15805-8

時短で作れる！ 小さなスペースにも！

遊べる！ 飾れる！

はじめてでも弾ける！ CD ブック
ひろみち・たにぞう＆エリ

定価:1,980 円

折り紙で作る おはなし指人形
著／いしばしなおこ

（本体 1,800 円＋税 10％）

4111501

（本体 1,500 円＋税 10％）

CD付き 3本の指だけで

ウキウキ気分でウクレレ保育!

オシャレに弾ける！
キッズソング 4036701

定価: 3,630 円

定価:1,980 円

共著／佐藤弘道・谷口國博・近藤エリ

定価:1,650 円

著／阿部直美

今必要なおもちゃが必ず見つか
る！ 選りすぐりのおもちゃを
85 プラン。
「手指の発達」
「探
索活動」など、保育者が理解し
たい事柄を丁寧に解説。

AB 判／ 104 ページ／ 978-4-418-21700-7
4125001

保育ソング101（春夏編）

（本体 2,000 円＋税 10％）

（本体 2,400 円＋税 10％）

AB 判／ 100 ページ／ 978-4-418-09801-9

保育ひろがる部屋飾り＆
壁面① 4月～ 9月 4184401

0491201

定価: 2,200 円

定価: 2,640 円

人気行事の子ども製作のアイデ
アを集めた一冊。作って遊んで、
飾れる 164 プラン！ 2 歳から
5 歳まで年齢に合わせた作り方
をくわしくご紹介します。

阿部直美の初めてでも弾ける

折り紙を使って、
「桃太郎」や「七
夕」などの昔話・伝承９話＋行
事飾り＋保育誌「PriPri」でお
なじみの千金美穂キャラクター
が作れます。

AB 判／ 112 ページ／ 978-4-418-21805-9

AB 判／ 80 ページ／ 978-4-418-17801-8

AB 判／ 48 ページ／ 978-4-418-16718-0

A4 判／ 56 ページ／ 978-4-418-11809-0

遊べる！ 飾れる！

折るだけ！ 貼るだけ！ 折り紙で作る

阿部直美のふれあい

CD付き 阿部直美の

4143101

折り紙で作る おはなし指人形
定価:1,650 円

4006201

講習会などで人気の、大友剛氏初
の楽譜集。ピアノが苦手な方にも
弾きやすいアレンジ！ 模範演奏
を収録の CD 付きです。

ディズニーキャラクター変身グッズ！

手あそび歌あそび101
著／阿部直美

著／阿部直美

定価:1,870 円

定価:1,320 円

定価: 3,300 円

著／いしばしなおこ

（本体 1,700 円＋税 10％）

（本体 1,200 円＋税 10％）

4134201

０·１·２歳児 はじめての劇あそび
（本体 3,000 円＋税 10％）

折り紙を使って、頭にかぶった
り洋服に貼ったりする、ディズ
ニーの人気キャラクターグッズ
が作れます。軽く、身に付けて
も安心・安全です！

今 す ぐ で き る 歌 あ そ び が 101
曲！ 幼稚園・保育園の活動の
みならず、小学生や親子にもぴっ
たりの歌あそび集の決定版です。

０～２歳までの低年齢児でも
演じられる劇 10 作品を掲載。
劇あそびの楽しい体験が幼い
子どもの心を育てます。

AB 判／ 80 ページ／ 978-4-418-18806-2

AB 判／ 64 ページ／ 978-4-418-18830-7

A5 判／ 224 ページ／ 978-4-418-08800-3

AB 判／ 56 ページ／ 978-4-418-17815-5

一年じゅう、園を飾れる！ 折り紙で作る

遊べる！ 飾れる！ 超かわいい！

CD付き 阿部直美の

（本体 1,500 円＋税 10％）

折り紙を使って、
「赤ずきん」や
「七匹のこやぎ」などの世界の童
話９話に登場する人物や野菜の
キャラクター指人形が作れます！

千金美穂キャラクターワールド
4161501

定価:1,980 円

（本体 1,800 円＋税 10％）

「PriPri」で大人気の千金美穂さ
んのキャラクターを、折り紙を
使って作る実用書です。季節ご
との壁面や行事飾りにも活躍す
る作品例が、盛りだくさん！
AB 判／ 96 ページ／ 978-4-418-19716-3

4128901

季節の折り紙アイデアブック

０·１·２歳児 はじめての童謡

著／いしばしなおこ

著／阿部直美

定価:1,650 円

（本体 1,500 円＋税 10％）

定価: 3,300 円

（本体 3,000 円＋税 10％）

12 か月のキュートなアイテム満
載！ 行事や壁面への飾り付け
以外でも、指人形として使える
作品も多数掲載。一冊で年中ずっ
と楽しく遊べます。

乳児の頃から聞かせたい童謡を
テーマに、聞いても、弾いても、
遊んでも楽しい、お役立ち度抜
群の内容です。

AB 判／ 76 ページ／ 978-4-418-21701-4

AB 判／ 48 ページ／ 978-4-418-17803-2

阿部直美の

たんじょうびイェイ
決定版 CDブック

4099001

著／阿部直美

保育図書

著／いしばしなおこ

4183301

遊び・知識・読み物

世界の童話編
著／いしばしなおこ

4153901

（本体 1,800 円＋税 10％）

おはなしえほん（４・５歳〜）

（本体 3,300 円＋税 10％）

編曲・演奏／大友 剛

4 〜 9 月の保育室を季節感たっ
ぷりに飾るアイデアが 66 点！
壁面はもちろん、吊るしやリー
スなどの部屋飾りをご紹介。作
り方ポイント & 型紙付き！

「ウクレレで保育をもっと楽しく」をコ
ンセプトにした、初心者から楽しめる
楽譜集。指の動きを記号化した簡易楽
譜と CD に収録した模範演奏で、ウク
レレ演奏が簡単にマスターできます。

おはなしえほん（３歳〜）

12 か月のおりがみ全 85 点を折
り方の難易度別にお見せします。
せいさく帳や飾り方など全点型
紙付きで、作りやすく工夫しま
した。
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子どもと作る かわいい！
行事の製作あそび 4183201

あかちゃんえほん（０〜２歳）

PriPri 年齢別おりがみ

定価: 3,300 円

（本体 3,000 円＋税 10％）

指導書＋全 25 曲収録の CD で、
すぐ使える！ 1・2 歳の誕生会
から、親子で参加できる曲まで
幅広い選曲です。
AB 判／ 48 ページ／ 978-4-418-15815-7
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4165501

ボクノオト キミノオト
共著／谷口國博・谷本賢一郎

4074901

CD付き

共著／みねかつまさ・岡田リキオ

定価:1,980 円

（本体 1,800 円＋税 10％）

監修／清水玲子

定価: 3,630 円

定価: 3,630 円

（本体 3,300 円＋税 10％）

AB 判／ 64 ページ／ 978-4-418-17716-5

AB 判／ 64 ページ／ 978-4-418-18716-4

カツリキの

CDブック

阿部直美のダンス＆リズムゲーム

4133901

運動会＆発表会ダンス

CD付き

共著／みねかつまさ・岡田リキオ
定価:1,980 円

（本体 1,800 円＋税 10％）

ジャパン

リ ズ ム

和の音楽でダンス！ 4093201
運動会 CDブック
監修／清水玲子

（本体 3,300 円＋税 10％）

4174401

ニッポン！ 和っしょい運動会！
監修／清水玲子

0·1·2 歳児の運動会
いちごちゃんたいそう

4060801

著／阿部直美

定価: 3,630 円

（本体 3,300 円＋税 10％）

定価: 3,080 円

和の音楽をたっぷり詰め込ん
だ、運動会ダンスＣＤブック！
「パプリカ」
「ミッキーマウス
音頭」など、人気の楽曲を全
23 曲収録。

（本体 2,800 円＋税 10％）

0・1・2 歳児のための体操とダ
ンスの振付、リズムゲームの指
導書。乳児向けにアレンジした
全25 曲が入った CD 付きです。

AB 判／ 64 ページ／ 978-4-418-20715-2

阿部直美のダンス＆リズムゲーム

0·1·2 歳児の運動会
ちびっこザウルス 4077401
著／阿部直美

AB 判／ 48 ページ／ 978-4-418-13718-3

阿部直美のダンス＆リズムゲーム

3·4·5 歳児の運動会

4043701

著／阿部直美

定価: 3,080 円

（本体 2,800 円＋税 10％）

定価: 3,056 円

指導書＋全22 曲の CD ですぐ
使える！ 「マル・マル・モリ・
モリ！」ほか人気曲を収録。
「曲
のポイント・指導上の配慮」コ
ラム付き。

運動会のお遊戯やダンスの演目
にお悩みの先生へ！ クラシッ
ク曲からディズニーまで、世界
の音楽でダンス！ 全 23 曲収
録の CD 付き。

運動会で盛り上がる“和”の
音 楽 をアレンジした曲 構 成。
歌入り振付やインスト曲など
全 23 曲収録の CD 付き。

AB 判／ 64 ページ／ 978-4-418-14719-9

AB 判／ 64 ページ／ 978-4-418-15715-0

AB 判／ 48 ページ／ 978-4-418-14715-1

AB 判／ 48 ページ／ 978-4-418-12715-3

CDブック

ひろみち & たにぞうの

ひろみち＆たにぞうの

ヒット曲で、歌って踊れる！ CDブック
4161901
清水玲子の
マジカルダンス運動会！

定価: 3,630 円（本体 3,300 円＋税 10％）

園児も参加者も、会場みんなが
楽しめるヒット曲満載の運動会
ダンス CD ブック！ 普段の保
育や年間行事でも大活躍する一
冊です。CD1 枚付き
（21 曲入り）
。
AB 判／ 64 ページ／ 978-4-418-19715-6

監修／清水玲子

定価: 3,630 円

（本体 3,300 円＋税 10％）

みんなで歌える曲がたくさん！
歌入り振付やインスト曲など全
23 曲収録のＣＤ付き。小学校
の運動会にも。
AB 判／ 64 ページ／ 978-4-418-16815-6

指導書＋全25 曲の CD ですぐ使
える！ はなやかなアレンジで
運動会を盛り上げ、指導のポイ
ントで子どもの成長を支えます。

全力 !! 運動会！

4092701

伝説の運動会！ 4111601

共著／佐藤弘道・谷口國博

共著／佐藤弘道・谷口國博

定価:1,870 円

定価:1,870 円

（本体 1,700 円＋税 10％）

保育図書

監修／清水玲子

歌って踊れる運動会
ミュージック！ 4111401

（本体 2,778 円＋税 10％）

遊び・知識・読み物

定価: 3,630 円

「和の音楽」
「ディズニー曲」
「ノリノリのリズム」をテー
マに、さまざ まなダ ン ス 曲
目が全23 曲入った振付 CD
ブック。

おはなしえほん（４・５歳〜）

AB 判／ 96 ページ／ 978-4-418-17814-8

定価: 3,565 円

カラフル運動会！

監修／清水玲子

AB 判／ 68 ページ／ 978-4-418-19723-1

AB 判／ 144 ページ／ 978-4-418-14800-4

（本体 3,241 円＋税 10％）

4146001

保育現場での使いやすさにこだ
わった一冊です。魔法使い、お
ばけ、妖精、ドラゴンなどのキャ
ラクターが次々に登場します。

大人気シリーズ第２弾！ 年齢別
＆衣装アイデア付きで、運動会
だけでなく発表会にも使える保
育者必携本。

監修／清水玲子

運動会わっしょい祭り

CDブック

本格和楽器の音からディズ
ニー曲まで！ 子どもと保護
者が一緒に歌える楽曲を集め
た、全23 曲の CD 付きの運
動会ダンス振付ブック。

運動会や夏祭りに使える音頭や
サンバのダンス、かわいい乳児
向けも充実！ 盆踊りや卒園ソ
ングを含む全曲オリジナルの 43
曲を収録した豪華 CD 付き。

運動会ダンス振り付け
決定版 BOOK 4078201

4129001

おはなしえほん（３歳〜）

AB 判／ 64 ページ／ 978-4-418-19721-7

CDブック

（本体 3,300 円＋税 10％）

（本体 3,300 円＋税 10％）

全12 曲 CD 付きで乳幼児保育用
の音楽あそびを紹介！ 手話ソ
ング、追いかけ歌、手あそび歌
など新感覚あそび歌の決定版！
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ファンファン · ファンタジー
定価: 3,630 円

（本体 3,500 円＋税 10％）

うたあそび＆運動会ダンス

4163901

共著／鈴木 翼・福田 翔

定価: 3,850 円

カツリキの

CD付き ０歳からのあそびうた
鈴木翼＆福田翔の

あかちゃんえほん（０〜２歳）

CD付き たにぞう＆タニケンの

（本体 1,700 円＋税 10％）

シリーズ第 9 作。運動会を盛り
上げ る競 技 & 小 道 具プラン 満
載。1・2 歳 から 5 歳 児まで 幅
広い年齢に対応。

シリーズ第 10 作。おばけ・中華・
パンダ・忍者などのモチーフで、
子どもたちの運動会が伝説にな
るように、全力で応援します！

AB 判／ 72 ページ／ 978-4-418-15714-3

AB 判／ 72 ページ／ 978-4-418-16719-7
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プレミアム運動会！

ひろみち＆たにぞうの
4127101

共著／佐藤弘道・谷口國博

共著／佐藤弘道・谷口國博

定価:1,870 円

定価:1,870 円

（本体 1,700 円＋税 10％）

4041101

かんたんペープサート
著／田中真弓

監修／阿部直美

著／田中真弓

価格: 2,640 円

監修／阿部直美

価格: 2,640 円

（本体 2,400 円＋税 10％）

（本体 1,700 円＋税 10％）

PriPri 田中真弓の 4041102
かんたんペープサート2
（本体 2,400 円＋税 10％）

絵柄印刷紙を切って貼る
だけで作れるペープサー
トキット。
「おおきなかぶ」
「ねずみのすもう」
「うさ
ぎとかめ」など 5 話収録。

シリーズ第 11 作。定評のある
ダンスと競技はもちろん！ フ
ラッグやメダルなどの運動会制
作も追加されて、パワーアップ！

シリーズ第 12 作。闘牛士に言
葉あそび、和モノ、ボーカロイ
ド風など、時代に即したテーマ
でニッポンの運動会を盛り上げ
ます！

AB 判／ 72 ページ／ 978-4-418-17715-8

AB 判／ 72 ページ／ 978-4-418-18717-1

B4 変型判／カラー印刷済み用紙 32 枚／ 978-4-418-11816-8

B4 変型判／カラー印刷済み用紙 32 枚／ 978-4-418-12815-0

ひろみち＆たにぞうの

ひろみち & たにぞうの

PriPri 田中真弓の 4041103
かんたんペープサート3

CD付 田中真弓の 4116101
うたってペープサート

4159501

天晴れ運動会！

4173901

共著／佐藤弘道・谷口國博

共著／佐藤弘道・谷口國博

定価:1,870 円

定価:1,980 円

（本体 1,700 円＋税 10％）

AB 判／ 72 ページ／ 978-4-418-19714-9

AB 判／ 72 ページ／ 978-4-418-20716-9

親子で からだあそび

PriPri
０·１· ２歳の劇あそび

著／佐藤弘道
親子のふれあいは、子どもの体
力向上と、保護者自身のメンタ
ルにもよい影響あり。日曜日に
子どもと何をして遊んだらいい
か、迷ったときにぜひ。

すぐ使える！ CD つき 4027401
著／阿部直美・浅野ななみ
定価: 2,200 円

（本体 2,000 円＋税 10％）

乳児向け劇あそびの決定版。脚本
に加えて、CD、ダンスや歌のプラ
ン、衣装の型紙もついて、発表会
を完全サポートします。

（本体 2,400 円＋税 10％）

（本体 3,300 円＋税 10％）

シリーズ第 3 作。
「赤ず
きんちゃん」
「ももたろ
う」などイラスト & 写真
入りでわかりやすい脚本
5 話収録。

ペープサートのキットと、
歌と語りが収録された CD
のセット。アニメ・ワンピー
スのルフィ役で人気の田中
真弓さんの魅力が全開！

B4 変型判／カラー印刷済み用紙 32 枚／ 978-4-418-13818-0

B4 変型判／カラー印刷済み用紙 32 枚／ 978-4-418-16818-7

阿部直美のスケッチブック De シアター
ミュージックペープサート
「やぎとトロル」
「うらしまたろう」 CD付 4095401
著／阿部直美

4163601

価格: 2,640 円（本体 2,400 円＋税 10％）

スケッチブックをめくるごとに
楽しいお話が展開していく新
しいタイプのシアターが誕生！
演じ方の解説書もついているの
ですぐに演じられます。

A5 判／ 132 ページ／ 978-4-418-17402-7

AB 判／ 88 ページ／ 978-4-418-10810-7

B4 判スケッチブック 28 ページ／切って使える絵カー
ド 4 枚／演じ方 BOOK（B5 判 12 ページ）／段ボール
製シアター設置台のセット商品／ 978-4-418-19718-7

PriPri 4036001
今月のお誕生会シアター

お誕生会を変える！

パネルシアター用

定価:1,980 円

（本体 1,800 円＋税 10％）

季節にぴったりのシアターや、す
ぐにできるマジック…。お誕生月
や状況にあった出し物が選べま
す。1 人で演じても数人で演じて
もＯＫ！
AB 判／ 88 ページ／ 978-4-418-11808-3

保育きらきらマジック
著／藤原邦恭

定価:1,760 円

（本体 1,600 円＋税 10％）

PriPri Pペーパー並口
16枚

4043301

価格:1,210 円

（本体 1,100 円＋税 10％）

共著／ケロポンズ・藤本ともひこ
絵／藤本ともひこ
価格: 3,630 円

（本体 3,300 円＋税 10％）

人気曲「エビカニクス」
「ねこと
きどきらいおん」がペープサー
トになって新登場！ シナリオ・
音楽・効果音が入った CD 付き。
B4 変型判／カラー印刷済み用紙 32 枚／ 978-4-418-15810-2

パネルシアター用

PriPri Pペーパー厚口

（0.5mm）10枚

4095301

価格:1,100 円

保育図書

著／村中弘美

4061701

監修／阿部直美

遊び・知識・読み物

（本体 1,370 円＋税 10％）

著／田中真弓
価格: 3,630 円

おはなしえほん（４・５歳〜）

シリーズ第 14 作。2・3 歳児向
けピーナッツダンスや、ニッポ
ンの伝統芸能を踏まえた力強い
5 歳児ダンスなど、運動会を盛
り上げる内容。

定価:1,507 円

監修／阿部直美

価格: 2,640 円

（本体 1,800 円＋税 10％）

運動会の定番シリーズ第 13 弾！
今 年 も ど っ か ー ん！ と 元 気
いっぱいな運動会ダンスをお届
けします。運動会の悩みは、こ
の一冊にお任せください。

4123701

著／田中真弓

大好評につき第 2 作。声
優・田中真弓さんと一緒に
ペープサートをもっと楽し
く演じましょう。
「３匹の
こぶた」ほか 5 話収録。

おはなしえほん（３歳〜）

パラダイス運動会！
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僕らの運動会！

PriPri 田中真弓の
4145501

あかちゃんえほん（０〜２歳）

ひろみち＆たにぞうの

（本体 1,000 円＋税 10％）

お誕生会やクリスマス会など、
園で楽しめるマジック集。3 段
階の難易度で、自分のレベルに
合わせて選べます。切って使え
る便利なキットも！

手作りパネルシアターの
必需品！ 大きくて安い
の が 魅 力 の 商 品。 千 金
美穂のキャラクター型紙
15 体付き。

たくさん使うものだから、
10 枚 1 セットでお求め安
い価格でご提供します！
厚みがあるのでしかけ作
成などにも最適です。

AB 判／ 76 ページ／ 978-4-418-13814-2

B4 変型判／並口 16 枚／ 978-4-418-12713-9

B4 変型判／厚口 10 枚／ 978-4-418-15718-1
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PriPri パネル布―よくつく極厚
100 × 130cm

4127001

監修／月下和恵

著／ケロポンズ

絵／すがわらけいこ

CD付 ミュージックパネルシアター

ビバビババースデイ !

4134101

絵／山田美津子

価格: 3,630 円

4152301

絵／あおきひろえ

価格: 3,740 円

（本体 3,300 円＋税 10％）

（本体 3,400 円＋税 10％）

B4 変型判／カラー印刷済み P ペーパー 8 枚／ CD ／
解説書／ 978-4-418-18720-1

CD付 ミュージックパネルシアター

CD付 ミュージックパネルシアター

らいおんくんの おかいもの
著／ケロポンズ

絵／西内としお

価格: 3,740 円

著／ケロポンズ

絵／すずきえりん

価格: 3,740 円

（本体 3,400 円＋税 10％）

らいおんくんが一人でおか
いものに出かけるよ。やお
やさんに行ったり、おにく
やさんに行ったり…。どん
なおかいものになるのかな ?

太陽とムーンが二人で宇宙旅
行へ出かけようとしていると、
ムーンのロケットだけが先に
…。太陽はムーンを探し出す
ことができるのでしょうか。

B4 変型判／カラー印刷済み P ペーパー 8 枚／ CD ／
解説書／ 978-4-418-19722-4

B4 変型判／カラー印刷済み P ペーパー 8 枚／ CD ／
解説書／ 978-4-418-20718-3

PriPri 特別編集
発達支援 4151501

PriPri 発達支援

（本体 1,600 円＋税 10％）

発達障害の理解や、製作活動時
の具体的な支援、子どもの障害
を受容する保護者を保育者はど
う支えるかなど、知っておきたい
テーマを網羅した一冊です。
AB 判／ 84 ページ／ 978-4-418-18718-8

絵カード① 食事・トイレ
監修／佐藤 曉

イラスト／鹿渡いづみ

価格: 2,200 円

（本体 2,000 ＋税 10％）

2 歳～

お弁当の準備・片づけや、はみがき、
トイレの手順など、食事とトイレにま
つわる動作を細かく段階にわけて掲
示できます。
A3 判ポスター 2 枚／両面イラスト付きカード
（91 × 123mm）60 枚／ 978-4-418-18719-5

A3 判ポスター 2 枚／両面イラスト付きカード
（91 × 123mm）60 枚／ 978-4-418-19713-2

PriPri 発達支援

4151605

絵カード④ 気持ち

絵カード⑤ コミュニケーション

価格: 2,200 円

価格: 2,200 円

監修／佐藤 曉

イラスト／鹿渡いづみ

2 歳～

4151606

絵カード⑥ ルール・約束
監修／佐藤 曉

イラスト／鹿渡いづみ

価格: 2,200 円

A3 判ポスター 2 枚／両面イラスト付きカード
（91 × 123mm）60 枚／ 978-4-418-19729-3

PriPri 発達支援

4185101

絵カード⑦ 集団の生活
監修／佐藤 曉

イラスト／鹿渡いづみ

（本体 2,000 ＋税 10％）

2 歳～

2 歳～

ルール・約束を守ることが苦手な子
どもたちをサポートする絵カードで
す。
A3 判ポスター 2 枚／両面イラスト付きカード
（91 × 123mm）60 枚／ 978-4-418-20714-5
4185201

絵カード⑧ あそびの道具
監修／佐藤 曉

園で生活するすべての子どもたちに
育みたいコミュニケーション。その方
法をラインナップした絵カードです。

価格: 2,200 円

（本体 2,000 ＋税 10％）

PriPri 発達支援

イラスト／鹿渡いづみ

（本体 2,000 ＋税 10％）

A3 判ポスター 2 枚／両面イラスト付きカード
（91 × 123mm）60 枚／ 978-4-418-19717-0

PriPri 発達支援

監修／佐藤 曉

イラスト／鹿渡いづみ

価格: 2,200 円

（本体 2,000 ＋税 10％）

2 歳～

外あそび、室内あそび、楽器あそび、
製作あそびの絵カードです。表は物
のイラストが、裏は人物を入れてそ
の物の使い方を示しています。
A3 判ポスター 2 枚／両面イラスト付きカード
（91 × 123mm）60 枚／ 978-4-418-21708-3

朝の会からあそび、昼食、午睡、お
やつ、帰りの会までの一日の流れを、
場面ごとにわけて絵カードに。見通
しをもった活動をサポートします。
A3 判ポスター 2 枚／両面イラスト付きカード
（91 × 123mm）60 枚／ 978-4-418-21707-6

PriPri 発達支援

4185301

絵カード 春の行事
監修／佐藤 曉

イラスト／鹿渡いづみ

価格: 2,200 円

保育図書

定価:1,760 円

4151601

うがいや手洗いなどの「清潔」にま
つわるカードと、何をどこにしまうの
かなどがわかる
「片づけ」の 2 テーマ。
子どもが迷わず行動できます。

遊び・知識・読み物

（本体 3,400 円＋税 10％）

ワクワク☆わくせい

4151604

表は「うれしい」
、裏は「とてもうれ
しい」というように、1 枚のカードに
感情の度合いを 2 パターン、男女別
に収録しています。

4180301

イラスト／鹿渡いづみ

おはなしえほん（４・５歳〜）

B4 変型判／カラー印刷済み P ペーパー 8 枚／ CD ／
解説書／ 978-4-418-17719-6

監修／佐藤 曉

2 歳～

2 歳～

かわいいバケちゃまとのクイ
ズ形式シアターです。シアター
の最後には CD に収録されて
いる「おばけのバケちゃま」
をみんなで踊って楽しめます。

絵カード③ 清潔・片づけ

（本体 2,000 ＋税 10％）

A3 判ポスター 2 枚／両面イラスト付きカード
（91 × 123mm）60 枚／ 978-4-418-18726-3

PriPri 発達支援

4151603

価格: 2,200 円

（本体 2,000 ＋税 10％）

今日は、ビバくんの誕生日。
遊ぶのはちょっと苦手なパパ
が、お誕生日会をして、手品
を見せてくれました。さて、
パパが見せる手品とは…。

4165601

イラスト／鹿渡いづみ

服の着脱やたたみ方の手順を示すも
のや、制服・体操服などのグッズカー
ドを収録しています。

CD付 ミュージックパネルシアター
著／ケロポンズ

監修／佐藤 曉

2 歳～

B4 変型判／カラー印刷済み P ペーパー 8 枚／ CD ／
解説書／ 978-4-418-16720-3

おばけのバケちゃま

絵カード② 着替え

PriPri 発達支援

おはなしえほん（３歳〜）

100 × 130㎝／パネル布 1 枚／ 978-4-418-17714-1

4151602

（本体 2,000 ＋税 10％）

今日は、年に一度の妖怪じま
ん大会「妖怪じーまん」の日
です。どんな妖怪が出てくる
のかな？ さあ、
「妖怪じー
まん」
のはじまり、
はじまり…。

パネルシアター台に使う布です。

PriPri 発達支援

価格: 2,200 円

（本体 3,300 円＋税 10％）

価格:1,100 円
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妖怪じーまん

4115901

価格: 3,630 円

（本体 1,000 円＋税 10％）

著／ケロポンズ

CD付 ミュージックパネルシアター

あかちゃんえほん（０〜２歳）

パネルシアター用

（本体 2,000 ＋税 10％）

2 歳～

入園式、健康診断、親子遠足、避難訓練、
お誕生会の内容を、段階にわけて収録し
ています。非日常で、不安を抱きやすい
行事や活動を視覚的にサポートします。
A3 判ポスター 2 枚／両面イラスト付きカード
（91 × 123mm）60 枚／ 978-4-418-21709-0
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4132701

救急 & ケア BOOK

4006205

なぞなぞ＆ことばあそび

監修／秋山千枝子

著／石田真理

定価:1,320 円

定価:1,320 円

（本体 1,200 円＋税 10％）

（本体 1,200 円＋税 10％）

保育に使えるなぞなぞ本の決定版！
コンテンツは難易度表示になってい
るので、それぞれの子どもに合わせ
てチョイスができて便利です。

A5 判／ 120 ページ／ 978-4-418-17808-7

最新版 年齢別

4165201

幼児の「かず」の
力を育てる 4093002

著／平山許江

著／平山許江

定価:1,320 円

定価:1,320 円

（本体 1,200 円 + 税 10％）

（本体 1,200 円 + 税 10％）

コミュニケーションや思考に欠
かせない「ことば」を使いこな
す力を育てる方法を具体的に紹
介します。

子どもが日々の生活の中で見せ
る数学的概念や理解力を拾い出
し、発達させる方法を具体的に
紹介します。

A5 判／ 128 ページ／ 978-4-418-10809-1

A5 判／ 176 ページ／ 978-4-418-15716-7

A5 判／ 176 ページ／ 978-4-418-15717-4

きょうは何の日？ 366日

環境構成の工夫

平山許江の知育あそび

4143001

監修／兵頭恵子

著／清水洋美

定価:1,430 円

定価:1,650 円

（本体 1,300 円＋税 10％）

幼児の「ことば」の
力を育てる 4093001

監修／横山洋子

（本体 1,500 円 + 税 10％）

4093003

4189701

著／平山許江

著／平山許江

定価:1,320 円

定価:1,980 円

（本体 1,800 円 + 税 10％）

「知りたい！ やりたい！」の
意欲が育つ楽しい「かずあそ
び」
「ことばあそび」を 22 種
類紹介します。
2021 年 5 月刊行予定

幼児 教育に年間行事は重要。本
書は主要な行事だけでなく、1 年
366 日、毎日の行事を取り上げま
した。

A5 判／ 160 ページ／ 978-4-418-19731-6

A5 判／ 240 ページ／ 978-4-418-18805-5

A5 判／ 176 ページ／ 978-4-418-16714-2

AB 判／ 72 ページ／ 978-4-418-21710-6

とことんあそんで
でっかく育て 4164401

０・１・２歳の「保育」

保育の質を向上させる
園づくり 4189801

幼児教育から 4175001
小学校教育への接続

著／柴田愛子
（本体 1,600 円 + 税 10％）

「りんごの木」代表の柴田愛子
先生によるハートフルエッセイ。
クスッと笑えて心に響きます。

A5 判／ 144 ページ／ 978-4-418-19720-0

保育における「行事」
4106701

著／藤森平司

著／藤森平司
定価: 2,200 円

（本体 2,000 円 + 税 10％）

「子ども同士の関係性」を基本
とした、新しい乳児保育を提案
します。

AB 判／ 128 ページ／ 978-4-418-12803-7

「気になる子」には
こう対応してみよう

著／田澤里喜

編著／田澤里喜・吉永安里

定価:1,320 円

定価: 3,080 円

（本体 1,200 円 + 税 10％）

（本体 2,800 円＋税 10％）

保育の質の向上には何をする
べきか？ 保護者との協力関係
は？ これからの園経営のポイ
ントを解説します。
2021 年 5 月刊行予定

本書に登場する「主体的に学ぶ幼
児の姿」は、小学校の先生方が新
しい授業のあり方を構築する際の、
大きなヒントとなることでしょう。

A5 判／ 80 ページ／ 978-4-418-21711-3

AB 判／ 112 ページ／ 978-4-418-20717-6

少子化時代の保育と教育
4122101

仙田満＋環境デザイン研究所の

著／坂㟢隆浩

著／仙田 満

著／上原 文

定価:1,760 円

定価: 5,940 円

保育者にも子どもにも負担に
ならない、日々の保育を豊かに
する楽しい行事の実践方法を
紹介します。

定価:1,760 円

AB 判／ 128 ページ／ 978-4-418-16806-4

（本体 1,600 円 + 税 10％）

「気になる子」が暮らしやすく、
過ごしやすくなるための対応
方法を具体的に示します。
AB 判／ 104 ページ／ 978-4-418-17718-9

写真／藤塚光政
保育図書

4134001

（本体 1,600 円 + 税 10％）

4105301

「園庭 · 園舎30」こどもの庭

定価: 2,200 円

（本体 2,000 円 + 税 10％）

遊び・知識・読み物

定価:1,760 円

おはなしえほん（４・５歳〜）

（本体 1,200 円 + 税 10％）

「環境による教育」のために必要
な「環境」はどうあるべきかを
わかりやすく紹介します。

本書は３・４歳児用、５歳児用と、
２種類のことばかけ例を紹介。子
どもの発達に応じて説明すること
ができるので、行事や記念日につ
いてわかりやすく伝えられます。

4042002

おはなしえほん（３歳〜）

保育の現場で起こる、病気・けが
への対応や応急処置をまとめた
一冊。感染症などの情報も掲載。
家庭との連携にも役だちます。

行事ことばかけハンドブック
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難易度つき 保育に使える

あかちゃんえほん（０〜２歳）

改訂版 子どもの病気・けが

（本体 5,400 円＋税 10％）

保育所・幼稚園・こども園とい
う制度の中、揺れ動く日本の乳
幼児教育の解説書。保育関係者
必読の一冊です。

園舎と園庭、遊具が一体となった
空間で、いきいきと遊ぶ子どもた
ちの姿に、あそび環境の充実が子
どもの心身の成長に欠かせぬもの
だと気づかされる一冊。

A5 判／ 96 ページ／ 978-4-418-17713-4

A4 変型判／ 192 ページ／ 978-4-418-16717-3
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4145301

研修ハンドブック

監修／公益財団法人全日本私立幼稚園
幼児教育研究機構
定価: 660 円

（本体 600 円＋税 10％）

新要領・指針 サポートブック
監修／保育総合研究会

定価: 2,200 円

（本体 2,000 円＋税 10％）

平成 30 年度施行「幼保連携型
認定こども園教育・保育要領」
「保育所保育指針」
「幼稚園教育
要領」を解説。付録の CD-ROM
には必要な書式を収録！

B6 判／ 112 ページ／ 978-4-418-18713-3

A4 判／ 144 ページ／ 978-4-418-17722-6

平成 30 年度施行 幼保連携型認定
こども園教育・保育要領に基づく

平成 30 年度施行
保育所保育指針に基づく

自己チェックリスト100

自己チェックリスト100

監修／保育総合研究会

監修／保育総合研究会

4151801

A4 判／ 64 ページ／ 978-4-418-18723-2

PriPri 世界の国旗図鑑

指導計画から保育ドキュメンテーションまで
改訂版 保育サポートブック

世界 208 の国と地域の旗を
すべて掲載した、先生も子ど
もも楽しめる図鑑です。国旗
のぬりえを収録した CD-ROM
付き。

AB 判／ 136 ページ／ 978-4-418-21706-9

定価: 2,420 円

０・1 歳児の指導計画の作成か
ら保育の立案、保育ドキュメン
ト、保育ドキュメンテーション
まで。CD-ROM 付き。

3歳児クラスの教育
4185701

保育図書

定価: 2,420 円

AB 判／ 136 ページ／ 978-4-418-21705-2

（本体 2,200 円＋税 10％）

指導計画から保育ドキュメンテーションまで
改訂版 保育サポートブック

（本体 2,200 円＋税 10％）

５歳児の指導計画の作成から保
育の立案、保育ドキュメント、
保育ドキュメンテーションまで。
CD-ROM 付き。

4185501

指導計画から保育ドキュメンテーションまで
改訂版 保育サポートブック

監修／保育総合研究会

４歳児の指導計画の作成から保
育の立案、保育ドキュメント、
保育ドキュメンテーションまで。
CD-ROM 付き。

監修／保育総合研究会

AB 判／ 136 ページ／ 978-4-418-21702-1

4185601

定価: 2,420 円

（本体 2,200 円＋税 10％）

０·１歳児クラスの教育

AB 判／ 56 ページ／ 978-4-418-16825-5

2 歳児クラスの教育

定価: 2,420 円

（本体 2,200 円＋税 10％）

4185901

監修／保育総合研究会

遊び・知識・読み物

（本体 1,800 円＋税 10％）

監修／保育総合研究会

5歳児クラスの教育

定価:1,210 円

A4 判／ 64 ページ／ 978-4-418-18722-5

定価:1,980 円

4185801

（本体 1,100 円＋税 10％）

保育所保育指針（平成 30 年施行）
に対応した、自己チェックリスト。

監修／苅安 望

4 歳児クラスの教育

指導計画から保育ドキュメンテーションまで
改訂版 保育サポートブック

4151901

幼保連携型認定こども園教育・保
育要領（平成 30 年施行）に対応
した、自己チェックリスト。

4118901

指導計画から保育ドキュメンテーションまで
改訂版 保育サポートブック

おはなしえほん（４・５歳〜）

定価:1,210 円

（本体 1,100 円＋税 10％）
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4134401

おはなしえほん（３歳〜）

免許更新やキャリアパスに対応！
保育者が、自分が受けた研修を記
録・保存しておくためのハンドブッ
ク。保育指針・要領の改訂に伴っ
て、リニューアル。

平成 30年度施行

あかちゃんえほん（０〜２歳）

改訂新版

監修／保育総合研究会
定価: 2,420 円

（本体 2,200 円＋税 10％）

２歳児の指導計画の作成から保
育の立案、保育ドキュメント、
保育ドキュメンテーションまで。
CD-ROM 付き。

３歳児の指導計画の作成から保
育の立案、保育ドキュメント、
保育ドキュメンテーションまで。
CD-ROM 付き。

AB 判／ 136 ページ／ 978-4-418-21703-8

AB 判／ 136 ページ／ 978-4-418-21704-5
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