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徳間書店
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円を描くように本をぐるっと開くと、立体のジオラマが現れま
す。繊細にデザインされたページ１枚１枚の連なりが、三次元
の世界に誘います。雪が降りつもる森を舞台に、精巧なもみ
の木と雪の結晶がおりなす白銀の世界をお楽しみください。

MAPS
新世界図絵2

地図と、たくさんのイラストで世界各国を紹介するポー
ランド発の大判絵本。食べ物、歴史的な建物、有名な人
物、動物、植物…すべてのページに、数えきれないほどの
イラストがぎっしりつまっています。

小学館チャレンジ ミッケ！
こわーいよる3

世界中で大人気のさがしっこ絵本「チャレンジミッケ!」
の第6弾。今回のミッケ!は、お墓からスタートして、不思議
な町を通りぬけ、丘の上にそびえる不気味なお城の中
を探検しながら、かくれているものを探します。

小学館チャレンジ ミッケ！
パイレーツ4

海賊船におそわれて海底に沈んだ豪華帆船バウンティ
フル号の財宝をめぐる物語。金貨や宝物がざくざくの宝
箱や、海の底に沈んだ船などの美しい写真ページの中か
ら、かくれている物を探して遊びましょう!

小学館チャレンジ ミッケ！
サンタクロース5

クリスマスのお菓子、大きな靴下がさがった部屋、雪景色
の家、プレゼントがつまったサンタさんの袋、空を飛ぶそ
りに乗ったサンタさん……など、クリスマスの美しい写
真の中から、かくれているものをさがそう！

金の星社魔女図鑑6
魔女の家、部屋、庭、ペット、料理レシピ、占い、生活様式
などを絵本でまとめられてます。内容は簡潔で読みやす
いですが、とても魅力的です。

偕成社オオイシさん7
どうろこうじに、すもうのけいこ、こなのあらびき、つけ
ものいしと、おおいそがしの オオイシさん。ある日、いが
いなしごとに さそわれます。『ワタナベさん』につづく、
ほのぼのユーモア絵本。

絵本館妖怪交通安全8
笑っているうちに大切な交通安全が身につく、という画
期的な絵本! おかしな標語が次々とびだします。バカバ
カしいやら、おかしいやら、爆笑しながら、役に立つ。
(えっ、役立たない?)みんな交通安全で、よカッパね! ! 

アノニマ・
スタジオモミの木9

いっしょに読んだり、立てかけておいてもクリスマス・
ムードを楽しめる。生地張りの美しい装丁で、色味もグ
ラデーションがきれいで見ていて飽きない。

大日本絵画くるみ割り人形10
『クリスマスのまえのよる』『アラジン』『ジングルベル』な
どで有名な切り絵の名手ニルート・プタピパット。今回
は、チャイコフスキーのバレエ「くるみわり人形」

大日本絵画クリスマスの
おはなし11

遠いむかし、ナザレの町にマリアという若い娘が住んでい
ました…。ご存知、クリスマスストーリーをロバート・サブ
ダが再現しました。天使のおつげ、ベツレヘムへの旅、イ
エス生誕など代表的なシーンの6場面が美しい飛び出し
しかけで甦ります。

ほるぷ出版あかいふうせん12
字のない絵本。線画のイラストに、色は白地に赤だけ。子
どもがふくらませた赤い風船が口から離れて飛んでゆき
ます。木の枝にくっついて、りんごになり、枝を離れて・・・
次々に形を変えるものが赤で強調されて印象的です。

MdNなるほどデザイン
目で見て楽しむデザインの本13

「デザイン＝楽しい」を実感できる新しいデザイン書籍。
デザインする上で必要な基礎、概念、ルール、プロセスを図
解やイラスト、写真などのビジュアルでわかりやすく解説
しています。
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プラスチックのうみ 小学館

ダイヤモンド
社

14
この絵本では、人間が出したプラスチックごみが、どのよ
うに海を汚し、海に暮らす生き物に影響を及ぼしている
のか、そしてきれいな海を取り戻すにはどうしたらいい
のかを、美しいイラストと分かりやすい言葉で伝えます。

コップって
なんだっけ？15

見方を変えるだけで、発想力がぐんぐん伸びる!
テレビで大反響!全世界注目のデザイナー・佐藤オオキ
が初めて描いた「新感覚絵本」

Laurence
King

Publishing

Fashion Designers
Sketchbooks２16

イギリスから輸入されたファッションBOOK。作品が完成
されるまでの流れや目を引く素敵なデザイン画が満載！
きっとあなあもファッションデザイナーになりたくなっ
てしまう一冊。

PIE
International

ジャパン モチーフ
グラフィックス17

本書では富士山・桜などの日本を象徴するモチーフを使っ
て魅力的にデザインされた広告やプロダクトを紹介します。
国内外問わず根強い人気のある日本モチーフの新たな活用
例と、幅広い和のデザイン表現を一望できる1冊です。

SB
クリエイティブ配色アイデア手帖18

配色見本がたっぷり。全127項目のテーマと合計3175
選の配色数。各ページの色のタイトルにわくわくさせら
れる、カラフルな一冊。見ているだけで楽しい！

Thames
&

Hudson 

CHANEL
COLLECTIONS
AND CREATIONS

19
誰もが知るブランド、シャネルの写真集。素敵なファッ
ションアイテムもたくさん紹介されていれ、ページをめく
る度にCHANELの魅力的な世界へ引き込まれます。

玄光社世界のディズニーパーク
絵地図20

みんなが大好きなディズニーランド。世界中のディズニー
ランドのオープン当時の地図や改築後の地図だけでなく、
開発計画の最初の段階に描かれたとされるラフスケッチ、
原画、全体像のコンセプトアートも掲載しています。

PIE
Internationalおいしい肉の教科書21

あらゆる肉料理を美味しく食べるための知識や調理法
を美味しそうなイラストで解説した、フランスのベストセ
ラー。様々な種類の牛や豚、また鹿や野鳥等のジビエま
であらゆる種類の食肉を紹介しています。

講談社パン どうぞ22
クリームパン、あんパン、ジャムパンなど、おいしそうな
パンがたくさん登場。焼きたて、ふわふわ、カリカリした
パンを木版画で表現！

福音館書店ふしぎなにじ23
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。ぜひページを開き、ページの間に浮かび
上がるふしぎなにじの美しさをお楽しみください。

福音館書店きょうのおやつは24
こちらも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。卵ををわって、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。

福音館書店10025
まだ「5」や「10」までしか数えられない小さな子どもた
ちにとって、「100」はどんな数でしょう?金魚、輪ゴム、
金太郎飴などを、実際に100個集めて撮影した、美しい
写真絵本。

福音館書店中をそうぞうしてみよ26
身近なものを透かして見ると、どんなふうに見えるで
しょう?X線写真を使って、椅子や貯金箱、鉛筆、ボール
ペンなど身近なものを透視してみます。中を想像する楽
しみを味わってみてください。
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めんたべよう 福音館書店

白泉社

27
ラーメン、そば、うどん、スパゲッティ…みんなの大好き
な麺類がたくさいん！大判サイズで、麺料理を真正面か
ら取り上げた、直球の食べ物絵本とってもリアルな絵に
思わずよだれが出ちゃうかも。。

たべものやさん
しりとりたいかい
かいさいします

28
商店街で「しりとり大会」が開かれることになり、食
べ物屋さんに案内状が届きました。おすしやさん
チームにパンやさんチーム、ラーメンやさんチーム…
優勝はどのお店!?涙ありで、心も満腹に!  

偕成社きょうのごはん29
夕方になると、どの家からもいいにおいがしてくるよ。こっち
のおうちのごはんはなにかな?あっちのおうちのごはんはな
にかな?それぞれのいえのそれぞれのごはん。みーんなおい
しそう!さあ、あなたもいっしょに、「いただきまーす」。

教育画劇にくのくに30
ここは肉の国。 上から読んでも、肉の国。 下から読んでも、
肉の国。 今日は、肉の国一番の王さまを決める、 大事な日。 
ローストビーフ王に、カラアゲ王...たくさんの個性的な王様
が続々登場！ パワフルなおかずの絵にも釘付けに！！

フレーベル館じゃない！31
きゅうり…じゃなくて、バナナ! みかん…じゃなくて、トマ
ト! 固定概念を覆す、不思議なたべものの数々。発想の
転換力、想像力を育む、新感覚のたべもの写真絵本! 子
どもから大人まで、幅広く楽しんでいただけます。

文研出版もこもこもこ32
「しーん、もこもこ、にょきにょき」とふくれあがったもの
は、みるまに大きくなってパチンとはじけた。詩人と異色の
画家がおりなす不思議でおかしな世界の絵本。

童心社くれよんのくろくん33
クレヨン達は画用紙を見つけて大喜び! チョウチョ、お花…
と描いていきます。ところがくろくんは仲間に入れてもらえ
ません。でも…。

絵本館パンダ銭湯34
いま、明かされる「パンダのひみつ」。あなたは、パンダ
専用の銭湯があるのを知っていますか。実は...あるので
す。え～っ、まさか、そうだったのか...。あなたの知らない
パンダの世界がここにあります。

偕成社１０0かいだてのいえ35
100階だてのてっぺんに住む誰かからあそびにきてね、
と手紙をもらったトチくん。地図を見ながら歩いていく
と、急にに100階だての家があらわれました!見上げて
も、上の方はかすんでよく見えません。トチくんは、100
階までたどりつけるのでしょうか…?

偕成社あさになったので
まどをあけますよ36

山間のちいさな村や、たくさんの人 と々車が行き交うにぎや
かな街、色とりどりの植物が生い茂る土地。それぞれの場所
で、朝をむかえた子どもたちが、あたらしい一日のはじまり
に窓をあけます。 

偕成社きょうはそらに
まるいつき37

みんなの上に丸い月。それぞれの人が暮らす、それぞれ
の場所に、やさしい光がふりそそぐ夜。町の公園では、に
ぎやかなお祭りがはじまりました。

偕成社 こんとん38
名前がないので、誰でもない。誰でもないから、何にでも
なれる。それが、こんとん。六本の足を持ち、六枚の翼を
持つけれど、目も耳も鼻も口もなく、いつも空を見あげ
て笑っている、こんとん。そんなこんとんに──。 

WAVE出版ネコヅメのよる39
猫たちの秘密、教えます。 ファンタジックな猫たちの夜。 
ある日、猫は気付きます。 「あれ? もしかしてそろそろ…」 
その夜。 「まちがいない、今夜だ」 猫は家をそうっと抜け出
し出かけていきます。
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なまえのないねこ 小峰書店

アリス館

40
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?

１００年たったら41
ずっと昔、草原にライオンがひとりっきりで住んでいまし
た。ある日、飛べなくなった一羽の鳥が草原におりたち、
一緒に過ごすようになりますが……。ライオンと鳥がたど
る、はるかな時と巡る命を描いた、せつなく壮大な物語。

アリス館ほうさんちゅう42
とげとげ、つんつん、ぷつぷつ、にょきにょき。なんだかふ
しぎな形がたくさん! ロケットのようだったり、まき貝の
ようだったり、おしゃれなめがねのようだったり……みん
な、みんな、「ほうさんちゅう(放散虫)」という生きものの
骨！こんな形の生きものがいるなんて! 

アリス館
しいちゃん

おひめさまになる43
しいちゃんは、お姫さまになりたい元気な女の子。ある日突
然、お姫さまの国にいってしまいます。きれいなドレスやアク
セサリー、くつを選んですっかりお姫さまになったしいちゃ
ん。楽しく過ごします。でもやっぱり……

ブロンズ新社おたんじょうびケーキ44
お菓子の世界の大冒険!きょうはあいちゃんのおたん
じょうび。「おともだちがくるまでたべちゃだめよ」とママ
にちゅういされたのに、がまんできずに、ぺろっ!すると、
ケーキのおしろにつれていかれちゃって…？！

ブロンズ新社
おいせまいり
わんころう45

犬いっぴき、お伊勢詣りの旅!大阪船場の米問屋「すごろく
や」。だんなさんの健康祈願のため、娘のこいちゃんにたの
まれ、わんころうは伊勢神宮へ代参の旅。山あり谷あり・・・
はたして、無事に参詣できるのか!?江戸時代、お伊勢詣り
をするイヌがいた!これ、ほんまの話。

講談社どすこいすしずもう46
イカ、タコ、サーモン、イクラ、うなぎ、たまご……、すし力士
たちの土俵入り。ネタとネタの真剣勝負。はっけよーい、の
こった!リアリティあふれる卓越した画力で、すし力士たち
の熱きたたかいが描かれます。勝負はいかに?

講談社ほしをさがしに47
ある冬の夜、ねずみはながれぼしをみつけました。「おち
てきた ほしをみつけて ねがいを かなえてもらおう!」つぎ
の朝、ねずみがでかけると、雪の上にみたことのないあし
あとがありました。ねずみは、ひとつの願いを胸に、あしあ
とを追いかけていきましたが……。

講談社ルリユールおじさん48
パリの路地裏に、ひっそりと息づいていた手の記憶。本
造りの職人(ルリユール)から少女へ、かけがえのないお
くりもの。

福音館書店生きる49
小学校の国語の教科書にも採用されている、谷川俊太郎
の有名な詩を絵本化。ある家族の一日を描いた絵から、な
にげない日常が素晴しいことを感じる。

福音館書店三匹のヤギの
がらがらどん50

橋の向こう側の山で、たくさん草を食べようと考えた3匹の
ヤギ。小さなヤギ、中ぐらいのヤギ、大きなヤギ、みんな名前
は「がらがらどん」。橋をわたっている途中に谷に住むトロル
にでくわしてしまい...？！

福音館書店どろんこハリー51
ハリーは、黒いぶちのある白い犬です。お風呂に入ることだ
けは、だいきらいでした。ある日、お風呂にお湯を入れる音
が聞こえてくると、ハリーは体を洗うブラシを口にくわえて逃
げだして...

ブロンズ新社ビロードのうさぎ52
クリスマスプレゼントとしてある男の子に与えられたビ
ロードのうさぎは、おもちゃ仲間の皮の馬から「おもちゃ
は、長い間ずっと、心から愛され続けると「ほんもの」にな
るんだよ」と教えられます。うさぎは「ほんもの」になれる
のでしょうか？子どもの心に寄り添う美しい物語です。
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はらぺこあおむし 偕成社

ブロンズ新社

53
ロングセラー。お腹がぺっこぺこな、「あおむし」のお話。
おいしそうな食べ物のページは、穴の開いた「しかけ」が
ある、鮮やかで美しい色彩も魅力。

リンドバーグ
空飛ぶネズミの大冒険54

1912年、ドイツ・ハンブルク。知りたがりやの小ネズミは、人
間の本が大好き。何日も、図書館で本を読みふけっていまし
た。ある日、町へ戻ると、仲間の姿が見当たりません。当時発
明された、「ばね式ネズミとり」にやられてしまったようで…

ブロンズ新社天女銭湯55
韓国で話題沸騰!注目の作家がつくりだす、なつかしく
て、ちょっとふしぎな世界。ふるーい銭湯にかようドッ
チ。だいすきなみずぶろで出会ったのは・・・?!長谷川義
史による、軽快な関西弁の訳にも注目!

ブロンズ新社 あめだま56
摩訶不思議なあめだまをなめたら、ぼくの心がとけだした!
ひとりぼっちで遊ぶドンドンは、ある日駄菓子屋でビー玉み
たいな色とりどりのあめだまを手に入れる。口に入れると、
とつぜん、まわりの声が聞こえてきて・・・。

BL出版ぞうのエルマー57
エルマーは、パッチワークみたいなカラフルなぞう。で
も、みんなと同じぞう色になりたくて…。自分らしくいる
ことのすばらしさを楽しく描いた秀作。20か国以上で出
版されている名作をお届けします！

好学社フレデリック58
仲間の野ねずみたちが、冬に備えて木の実などを貯えてい
るのに、フレデリックだけはなぜか何もせずに、ぼんやりと
しています。でも長い冬、野ねずみたたちを救ったのはフレ
デリックでした。谷川俊太郎の詩的な言葉と、切り絵で表
現されたねずみたちが想像を広げてくれます。

富山房かいじゅうたちの
いるところ59

ある晩マックスは狼のぬいぐるみを着ておおあばれ。夕ご
はん抜きで寝室に放り込まれた。すると、どんどん木が生
えてきてあたりはすっかり森や野原。そこへ波が打ち寄せ、
船を運んできた。マックスは船に乗り込み…

偕成社すてきな三にんぐみ60
全身を覆う黒マントに、目深にかぶった黒い帽子の三人
組。見えているのはギョロリと辺りを伺うような目玉だけ。
おまけに抱えているのはまっ赤なおおまさかり！この三
人、どう見ても悪いことを企んでいる様子。なんとも不穏
な表紙のデザインです。だけど……。

福音館書店きりのなかのはりねずみ61
日が暮れると、はりねずみは、友だちのこぐまの家へ出か
ける。一緒に星を数えて夜を過ごすのだ。途中、白い馬を
見つけて、はりねずみは、霧の中へ入って行く。深い霧の
中で、道に迷ってしまったはりねずみは、こわい思いをし
ながら、あちこちさまよって、とうとう川に落ちてしまい…

岩波書店ちいさいおうち62
しずかないなかに,ちいさいおうちがたっていました.やがて
どうろができ,高いビルがたち,まわりがにぎやかな町にな
るにつれて,ちいさいおうちは,ひなぎくの花がさく丘をなつ
かしく思うのでしたーー

岩波書店あおのじかん63
太陽がしずみ、あたりがまっくらになるまでのひととき、空の
青色はだんだんと深まっていきます。水色から濃紺へうつり
ゆく空のしたでは、アオカケスやコバルトヤドクガエルなど、
さまざまな青い生き物たちが夜をむかえる準備中です。とく
べつな「時」を味わう美しい絵本。

あすなろ書房てん64
お絵かきなんて大嫌い!苦しまぎれに描いたのは、小さな小
さな<てん>ひとつ。そのちっぽけな<てん>にかくされた大
きな意味を知って、ワシテは変わり始める。水彩絵の具と紅
茶で描かれた、色とりどりの美しい絵本。

BL出版美女と野獣65
誰よりも美しい娘ビューティーと、この世で最もおそろし
く、みにくい野獣。ふたりの心がかよいあったとき、永遠の
愛が生まれる……。おなじみ美女と野獣の物語を、サラ・
ギブの美しい絵で紡ぎます。
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すてきってなんだろう？ きじとら出版

エクス
ナレッジ

66
初めて聞く言葉、「すてき」って、何だろう？イモムシは、
その意味を探します。
シックな色使いが新鮮で、ちょっぴり哲学的な絵本。
ご一緒に、あなたの「すてき」を探しませんか？

インドのけもの67
インド各地の部族に伝わるさまざまな芸術様式で描かれた
とら、ぞう、うし、しか、へびなど、インドを代表する動物たち
が登場する絵本。はっとするほど独創的な作品の数々は地
元のアーティストたちの豊かな想像力と表現力の賜物です。

偕成社
うみの

100かいだてのいえ68
ここはうみにうかぶ船のうえ。テンちゃん、という名前の
にんぎょうをかかえた女の子がカモメにえさをあげよう
としていました。そのとき…… ジャプーン! カモメのはね
がぶつかって、テンちゃんがうみにおちてしまって…

福音館書店みち
表紙をめくると、背中を向け、足を踏ん張って立つ子ども。
小さな一歩を踏み出そうと決心した、その行く手には、まっ
白な道が、どこまでものび、その先には、ふしぎな町の数々
が、待ち受けている。

偕成社
ちか

100かいだてのいえ69
こんどは地下です!ちか100かいでのパーティに招待されたク
ウちゃん。火山のふもとにあるちか100かいだてのいえを探し
ていたら、どっすん、ウサギさんのおうちに落っこちてしまいま
した!さて、ちか100かいにはだれがまっているのでしょうか?

日本図書
センター

からだの免疫
キャラクター図鑑

いま話題の「免疫」って何? 気になるけれどよくわからない。
そんな人のために、マクロファージ、乳酸菌など、免疫にか
かわる細胞や器官、細菌などを41の免疫キャラクターとし
て紹介。病気をふせぐ体のしくみ=免疫と、免疫力アップの
コツがよくわかる！　　
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