
『あさになったので まどをあけますよ』 

荒井良二 作 成社 本体 1,300円 

 

なにげない日々のくりかえし、そのなかにこそあるたしかな

希望、生きることのよろこび、きみのまちははれてるかな。

大気にみなぎる光と気配、知らないはずなのにどこか見た

ような懐かしい風景。 

そんな絵の力を感じさせてくれる「絵画」の絵本です。 

 

『どんなにきみがすきだかあててごらん』 

サム・マクプラットニ文 ／アニタ・ジェラーム絵  

／小川仁央 訳 評論社 本体 1,300円 

 

チビウサギがベッドへ眠りに行く途中、デカウサギにき

いてみたくなりました。「どんなに、きみがすきだか あ

ててごらん」「こんなにさ」と腕を思い切り伸ばすチビウ

サギに、「でも、ぼくはこーんなにだよ」とデカウサギ。

お互いにどんなに好きかを比べあいます。 

ポップアップ絵本など、ほかにもシリーズで刊行され

ています。 

『ママがおばけになっちゃった』 

のぶみ 作 講談社 本体 1,200円 

 

ママは、くるまに ぶつかって、おばけに なりました。

「あたし、しんじゃったの？ もう！ しぬ ときまで 

おっちょこちょいなんだから！」とつぜん、〃おばけ〃に

なってしまったママ。 

いちばん心配なのは、４歳になる息子のかんたろうの

ことです。 

よる、２時をすぎると、かんたろうの部屋に現れて……。

おもわずクスッとわらってしまう、でも、ホロリときてしまう。親子なら誰でも抱いている

大切な気持ちが、ぎゅっと詰まった物語です。 

 

 

 

 

 

頑張った自分に、クリスマスに、お正月のお年玉に添えて、誕生日、進学・就職のお祝

いに、本のプレゼントはいかがですか？とりわけ絵本は老若男女、どなたでも素直な

気持ちになって受け取ることの出来るプレゼントですよね。 

プレゼントにぴったりな当店イチオシ絵本をセレクトしてみました。 

 

『おおきな木』 シェル・シルヴァスタイン 作  

／村上春樹 訳 あすなろ書房 本体 1,200円 

 

少年とりんごの木はいちばんの友だちです。少年のた

めに木はりんごを与え、枝葉を与え・・・。 

やがて少年は大人になり年老いてゆき・・・。 

あなたの年齢、経験、その時々の状況によって、読むた

びに違った解釈が生まれてくるかもしれません。何十

回、何百回と読み返してほしい、深くすてきな与える愛

情を描いたおはなしです。 

 

 

 

『１００万回生きたねこ』 

佐野洋子 作 講談社 本体 1,400円 

 

100万回も死んで、100万回も生きたねこ

がいました。100 万人の人がそのねこを

かわいがり、100 万人の人がそのねこが

死んだときに泣きました。あるときねこは

誰のねこでもない、のらねこになりました。

自分が大好きなねこは、あるとき、はじ

めて愛することを知り、愛する者を失っ

て・・・。 



『しろいうさぎとくろいうさぎ』 

ガース・ウィリアムズ 作  

福音館書店 本体 1,200円 

 

しろいうさぎとくろいうさぎが、ひろ

いもりのなかに住んでいました。二

ひきは毎日、楽しく遊びました。ある

ときニひきで遊んでいる最中、くろい

うさぎが座り込みとても悲しそうな顔

をします。「ぼく、ねがいごとをして

いるんだよ。いつも いつも、いつま

でも、きみといっしょにいられますよう

にってさ。」二ひきは手を握り合い、

たんぽぽの花を摘んで耳にさしまし

た。他のうさぎたちや、森に住む動

物達がやってきて、月の光の中で結

婚式のダンスを踊ります。大人にな

るほど理解が深まる絵本です。 

 

 

『ぐりとぐらのおきゃくさま』  

中川李枝子 作 ／山脇百合子 絵  

福音館書店 本体 800円 

 

おなじみの「ぐりとぐら」のシリーズです。今回

は、ぐりとぐらがあしあとを見つけたところから

お話しが始まります。「誰のあしあとだろう？」

「どこまで続くのかな？」ってぐりとぐらと一緒に

ドキドキ、わくわくしながらお話しが進みます。

とても楽しいクリスマスのお話しです。 

親子で二代、三代と読み継いでいきたい絵本

ですね。 

 

 

『うきわねこ』  

蜂飼耳 文 ／牧野千穂 絵  

ブロンズ新社 1,400円 

 

おじいちゃんからのプレゼントのうきわは、空飛

ぶふしぎなうきわ。牧野さんの美しいパステル

画も美しい、ねこの「えびお」の愛らしさに、つ

いつい引き込まれずにはいられません。 

美しくも不思議なファンタジーの世界に浸ってい

たい、そんな絵本です。 

『もう ぬげない』 ヨシタケシンスケ 作  

ブロンズ新社 本体 980円 

 

ふくがぬげなくたって、なんとかなる!?人生の悩みごと

は、ヨシタケ流ユーモアでのりこえよう! 

ふくがひっかかってぬげなくなって、もうどれくらいたっ

たのかしら。このままずっとぬげなかったらどうしよう。

でも、なんとかなりそうな気もする・・・!さて、どうする?? 

ふくがぬげなくなった男の子がとてもかわいく、思わず笑ってしまいます。 

 

『マップス 新・世界図絵』 

アレクサンドラ・ミジェリンスカ ／ダニエル・ミジェリンス

キ 作 徳間書店 本体 3,200円 

 

ポーランドで人気の絵本作家夫妻が、世界の国々をすみ

からすみまで調べあげ、まる 3 年かけて、地図とイラスト

をかきました。食べ物、歴史的な建物、偉大な人物、

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。地理、人類学、植物

学、動物学、歴史、民俗学――あらゆる分野を網羅した、

現代版「世界図絵」。世界 42 か国のすべてが、ひと目

でわかります。世界 198か国の国旗と正式名称を巻末に収録。 

 



『てぶくろ』  エウゲーニー・M・ラチョフ 作  

／内田莉莎子 訳 福音館書店 本体 1,000円 

 

雪の降る森の中、こいぬと歩いていたおじいさんが手袋を

片方落として行ってしまいます。ねずみがかけて来て「ここ

で暮らすことにするわ」と手袋の中に入ります。次にやって来

たかえるが「わたしも入れて」と言うと「どうぞ」と入れてく

れました。うさぎ、きつね、おおかみ、いのししが次々とや

って来て仲良く中に入ります。手袋はもうぎゅうぎゅうづめ

です。そしてやって来たのは、くま。動物が増えるにつれ、はしごがついたり、窓ができ

たり。手袋なのに・・・。 

 

『ぐるんぱのようちえん』  西内ミナミ 作  

／堀内誠一 絵 福音館書店 本体 800円 

 

ぐるんぱはてってもおおきなぞうだけど、ずっとひとり

ぼっちでした。あるとき働きに出ることになります。行く

先々で失敗しますが、たくさんのこどもたちによろこんでもらい・・・。 

人の役に立つってうれしいですね。失敗しても前に進むぐるんぱの勇気に励まされま

す。 

 

『星の王子さま』 サン・テグジュペリ 作 

岩波書店 1,080円／岩波少年文庫691円／岩波書店愛蔵

版 1,728円 （すべて本体価格） 

他の出版社からも多数発売中 

 

言わずと知れた名作。こども時代に読んだ人も、あらため

て読み返すと色んな示唆がちりばめられていて、人生の

折々に開きたくなる本です。厳密には絵本ではなく小説で

すが、サン・テグジュペリ自身によるやさしい挿絵もおなじ

みですよね。「心で見なくちゃ、ものごとはよく見えないっ

てことさ。かんじんなことは、目には見えないんだよ」。迷ってばかりの大人たちに向

けた明日へのメッセージ。 

『つきのぼうや』  

イブ・スパング・オルセン 作 ／やまのうちきよこ 訳 

福音館書店 本体 1,000円 

 

おつきさまがふと、下を見ると、池にもうひとりのおつき

さまが映っていました。おつきさまはつきのぼうやに、そ

のつきをつれてきてくれるように頼みます。つきのぼうやは

空からずーっと降りてきてもうひとりのおつきさまを探しま

す。雲を通り抜け、鳥の群れを抜け、木の間をくぐり、煙

の中を通り抜け、家の前を通って船着場から海の底まで

たどり着きます。さて、つきのぼうやが持って帰ったちい

さなつきとは・・・？ 縦 35cm横 13cmの細長絵本。 

 

 

 

 

 

 

 

 

『パパ、お月さまとって！』  

（しかけ絵本） 

エリック・カール 作 ／森比左志 訳 

成社 本体 1,600円  

／ボードブック 900円 

 

ある晩、モニカは、お月さまがとても近くに見

えて、お月さまと遊びたくなりました。お月さまの方へ手をいっぱいに伸ばしてみますが、

お月さまには届きません。モニカは言います。「パパ、お月さまとって！」そこでパパは、

ながーいながいはしごを持ってきて、たかーいたかい山のてっぺんにはしごを立ててお

月さまへとのぼっていきます。 

 

 



『ジャッキーのはつこい』  

あだちなみ 絵 ／あいはらひろゆき 文  

ブロンズ新社 本体 1,300円 

 

「くまのがっこう」シリーズ 10作目。おませなジャッキ

ーの初恋のおはなし。大好きな白くまのデイビッドに

会いに、北極へ行ったジャッキー。いつもはおてんば

なジャッキーもデイビッドを前に、恋する女の子に。

別れの朝、彼が連れて行ってくれた秘密の場所とは…？ 

せつなくも甘酸っぱいこんな想い、覚えてますか？ 

 

『たいせつなこと』 マーガレット・ワイズ・ブラウン 作  

／レナード・ワイスガード 絵 フレーベル館 本体 1,200円 

 

スプーンは食べるときに使うもの。でもスプーンにとって大切

なのは、それを使うと上手に食べられるということ・・・。たい

せつなことは何か、ひとつひとつのものについて、語りかけて

ゆきます。ひなぎくは しろい、あめは うるおす、くさは みど

り・・・。あなたは あなた。あなたにとってたいせつなの

は・・・？1949 年の初版以来、アメリカでは多くの人に読み継

がれてきたロングセラーの名作。 

心と頭の常備薬として、さりげなく本棚にしのばせておきたい 1冊。 

 

『ポテト・スープが大好きな猫』  

テリー・ファリッシュ作 ／バリー・ルート絵  

／村上春樹 訳 講談社 本体 1,700円 

おじいさんと年老いた猫の心温まるおはなし。お

じいさんは猫のことが気に入ってるけど、そんなそ

ぶりも見せません。ねずみ一匹も捕まえたことの

ない猫はおじいさんのつくるポテトスープが気に入

ってます。 

多くを語りませんが、静かな信頼関係で結ばれる

二人の時間。二人でいれば大丈夫。 

『きみがしらないひみつの三人』  

ヘルメ・ハイネ 作 ／天沼春樹 訳  

徳間書店 本体 1,300円 

 

きみが生まれた日、三人のともだちがやってきて、きみのか

らだのなかではたらきはじめた…。人が生まれ、死んでい

くまでの頭と心と体のふしぎなはたらきをやさしく詩的に描

く。子どもから大人まで、それぞれに深く語りかけてくる絵

本。 

 

『いるの いないの』 （怪談えほん３）  

京極夏彦、宮部みゆき、皆川博子ほか 作 

岩崎書店 本体 1,500円 

 

日本を代表する怪談文芸や怪奇幻想文学のプロフェッ

ショナルたち。それぞれの作家陣、画家陣が集結しま

した。研ぎ澄まされた文章が、実力派画家によりビジ

ュアルで表現され、今までにない美しくて深みのある怖

い絵本。 

「怪談えほん」の世界を、じっくり味わってください。大

人も、子どもも、怖い・・・。怖すぎる・・・。 

 

 

『おやすみ、はたらくくるまたち』  

シェリー・ダスキー・リンカー文  

／トム・リヒテンヘルド絵 ／福本友美子 訳  

ひさかたチャイルド 本体 1,300円 

 

工事現場などの働く車が大好きな男の子はたくさ

んいますよね？そんな大好きな車が出てきて興奮

するかと思いきや。バリバリ働く車も夜はしっかり

とかわいらしく眠りにつく様子につられて、子どもも

眠ってしまうそうですよ。 



『ダース・ヴェイダーと仲間たち』  

ジェフリー・ブラウン作 ／とみながあきこ 訳 

辰巳出版 本体 1,200円 

 

あのスター・ウォーズの絵本です。ルーカス・フィルム公

認というけど、いいのか？これ。 

ダース・ヴェイダーと銀河のなかまたちが繰り広げる、

笑って泣ける（？）ゆかいな日常ストーリー。 

シリーズとして、「ダース・ヴェイダーとルーク（４才）」

「おやすみなさいダース・ヴェイダー」、「ダース・ヴェイ

ダーとプリンセス・レイア」が発売中です。 

 

 

 

 

 

 

 

『どんぐりむらのほんやさん』  

なかやみわ 作 学研 本体 1,200円 

 

どんぐりむらを舞台に色んなお仕事を知ることができるシリーズ第 5弾。 

本の力で、子どもを元気にした本屋さんの店長さん、入院中の子を笑顔にした店員の

こなろう…店員くるんも、「おはなし会」で頑張ります。素敵な本がたくさん登場します。

その素敵な本とお客様との出会いのために、頑張る本屋さんのお仕事ぶりを描きま

す。 

隅から隅までゆっくり楽しめる絵本です。 

 

『かがみのえほん きょうのおやつは』 

わたなべちなつ 作 福音館書店 本体

1,500円 

 

絵本を直角に開いて、中をのぞきこむ

と・・・。お皿の乗ったテーブルが立体的に

見えてくる！実はこの絵本、画面の半分が

鏡のように反射する紙でできていて、絵が

三次元的に見えてくる。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。 

 

『としょかんライオン』 ミシェル・ヌー

ドセン作 ／ケビン・ホークス絵  

／福本友美子 訳 

岩崎書店 本体 1,600円 

 

ニューヨーク公共図書館前に鎮座する2体

のライオン像がモデルの本作。図書館

のお手伝いをし、きまりを守るライオンは

子どもたちの人気者。館長のメリウェザ

ーさんには弱いのです。ああ、でもある

日一回だけ失敗してしまった。館内で走

ってはいけないと、大声を出してはいけ

ないと、メリウェザーさんに言われてたの

に。でもね、時にはきまりを破ってもいい

時があるんだよ。 

 



『かいじゅうたちのいるところ』  

モーリス・センダック 作  

／じんぐうてるお 訳  

冨山房 本体 1,400円 

 

いたずらっこのマックスは、おおかみ

のぬいぐるみを着て大暴れ！怒った

おかあさんに夕飯抜きでほうり込ま

れた寝室は、いつの間にか森や野

原になり、ボートに乗って着いたとこ

ろは「かいじゅうたちのいるところ」ま

ずは絵の素晴らしさをご堪能くださ

い。一見怖そうなかいじゅうたちも

生き生きとして、だんだん友だちみたいに思えてくるかも？ 

 

『どろんこハリー』  

ジーン・ジオン文  

／マーガレット・ブロイ・グレアム絵  

／渡辺茂男 訳 

福音館書店 本体 1,200円 

 

黒いぶちのある白い犬のハリーは、おふろ

が大きらい。体を洗うブラシをかくして遊

びに逃げだします。 

ところが、思い切り遊んでどろだらけになっ

て家に帰ると、誰もハリーだと気づいてくれ

なくて、さあ大変! ! ハリーはどうするのでし

ょうか…? 

愛くるしいハリーの姿が子どもの共感を呼ぶ、

数々の賞を受賞したロングセラー絵本。 

 

 

 

 

『うみの１００かいだてのいえ』 岩井俊雄 作  

成社 本体 1,200円 

 

100かいだてシリーズ第 3弾。ある日、船から人形が

海にのみこまれる。そして、人形の服や髪の毛などが

バラバラに・・・。人形は海の下で１００階だてのいえ

で暮らすさまざまな海の生物たちと出会い、そこで

失ったものを探すのですが、ここで惜しげもなく生物

たちがお気に入りになった人形のモノを交換！ 

物語はつぎつぎと階下へ階下へ・・最後は大人もう

ならせます。 

 

『さむがりやのサンタ』 レイモンド・ブリッグス作 

菅原啓州 訳 福音館書店 本体 1,200円 

 

サンタクロースのおじいさんの一年で一番忙しい一

日の物語。朝起きてから、夜ベッドに潜りこむまでの

行動ぶりが楽しいイラストで描かれます。 文字は

吹き出しに台詞としてほんの少し登場するのみ。部屋

の中、町の様子など、細かく描写された背景のイラ

ストにさまざまな発見があります。目をよく凝らして、

寒がりサンタの一日を味わってください。 

『おおきいサンタとちいさいサンタ』 

谷口智則 作 文渓堂 本体 1,500円 

 

「あれ、この 2 人、どこかで見たような……」と思った方、

そう！この 2人は『100にんのサンタクロース』に登場した、

おおきいサンタとちいさいサンタなのです。 

このおはなしは『100にんのサンタクロース』の前日譚。 

おおきいサンタとちいさいサンタの 2人が、 

どうやって出会い、仲良くなったのかが描かれていま

す。 


