
５才から ナンセンス絵本 

ご自由にお持ちください 

１０／２７～１１／９ 読書週間 

『うちどく』 

推進キャンペーン 

  企画：（株） トーハン 
 

※書名・定価（税込）等は２０１４年１０月時点のものです。         

2014年読書週間公式標語「めくる めぐる 本の世界」にちなみ、 
めくる本・何処かを巡る本を集めました。本を選ぶ参考にしてください。 

３才から 読みきかせで人気の絵本 

「ドナウの旅人 」 上・下巻 
 宮本 輝 著／新潮文庫 

 上・下）637円・679円 

  978-4-10-130703-9 
  978-4-10-130704-6 

わゴムの端をベッドの 

枠に掛けて引っ張り、 

バスに乗り汽車に乗り、 

飛行機、船、ラクダ、 

ロケットに乗って。 

それでもわゴムはどん 

どんどんどん伸びるん 

です。最後は・・・。 

子どもが大好きな絵本 

です。 

「おすしのせかいりょこう」  

 竹下文子 文、鈴木まもる 絵 

 金の星社／1,296円 
 978-4-323-01375-6 

謎の冒険を疑似体験したい方へ。 
ＳＦミステリー小説 

自分は強いと思う女性へ。 
純文学小説 

猫を溺愛している方へ。 
200枚の写真集 

今すぐ楽園に逃避行したい 
と思う方へ。 
海外旅行ガイド 

「世界の絶景楽園＆秘境」 
 学研パブリッシング／1,296円  
  978-4-05-800293-3  

書店名 

答えは 

裏ページ下に 

ございまーす 

日本のお寿司が世界中を駆け巡る不思議 

でワールドワイドな絵本です。リズムや 

テンポもよく子どもたちに大受けです！  

家出した母を追い東西ヨーロッパを旅する娘。 
似た者同士の母と娘の心の葛藤は、多くの人 
を巻き込んでいきます。宮本輝の美しい文章 
にうっとり。欧州に行きたい！ 

7か国語を操るライター・斉木の世界各地で遭

遇した事件をまとめた短編集。その独特な雰

囲気と予想外の結末に驚嘆します。特に「砂

漠を走る船の道」は傑作。ぜひご一読を。 

写真家・岩合光昭が世界各国で出会った猫を撮った写真集。 

猫の自然な動きやポーズは、その心の有り様までも写って 

いるよう。飽きることなくいつまでも眺めていたくなります。 

ビーチ、島、湖、山並み、町並みなど、世界中の 

楽園と秘境50余カ所を厳選。頭の中で世界旅行 

を楽しめます。こんなところに行ってみたい！ 

自然ってすごい、と素直に思える景色です。 

３才から 知育えほん 
 

「めくる  ミキハウスの絵本 

 ポカポカフレンズのしかけえほん」 

 三起商行／3,240円 
 978-4-89588-650-5 

「ぼうしとったら しかけえほん」 
 tupera tupera さく  

 学研教育出版／ 1,026円  
 978-4-05-203601-9 

10才から 学習えほん 

「人体絵本 めくってわかるからだのしくみ」 
 ジュリアーノ・フォルナーリ／作 加藤季子／訳  

 ポプラ社／2,160円 
  978-4-591-05190-0 

子どもが大好きな“めくる”仕掛けが300以上！  

挨拶やトイレの仕方、ひらがな・カタカナ・数字を 

学べて、動物あて遊びで親子の楽しいコミュニケー 

ションができますよ。プレゼントにピッタリです。 

縦長２ページで、筋肉系・骨格系・血管系の全身図。 

頭蓋骨をめくると脳が見え、肋骨ををめくると肺と 

心臓が見えます。本気で学べますよ。 

「叫びと祈り」 
 梓崎 優 著 

 創元推理文庫 

 東京創元社 

 778円  
 978-4 
 -488-43211-9 

 めくって 

世界を巡る 

「わゴムは 

 どのくらいのびるかしら？」 
 マイク・サーラー 文 

 ジェリー・ジョイナー 絵 

 きしだえりこ 訳 

 ほるぷ出版／1,296円  
 978-4-593-50402-2 

「岩合光昭×ねこ旅 

 Ｉｗａｇｏ’ｓ ｃａｔａｌｏｇ」 
 岩合光昭 著 

 山と溪谷社／1,620円  
 978-4-635-55007-9 

Q１．パラパラ漫画本（フリップブック）の特許を 
   とったのはどこの国の人？ 

Q２．ポルトガルの書店「レロ・イ・イルマオン」は 
   ○○○○に指定されています。○○○○とは？ 

①警戒区域 ②世界遺産 ③名水百選 

楽しむ絵本 

絵本・小説 
写真集・ガイド 

２才から 赤ちゃんえほん 
 

カウボーイやコックさんの帽子 

を取ったら何が出てくる？ 

仕掛けをめくるとドヒャーッ！ 

赤ちゃんだけでなく、大人も思 

い切り笑える絵本です。  
①イギリス ②イタリア ③インド 

Q３．アルゼンチンの書店「エル・アテネオ・グランド 
   ・スプレンディッド」はある施設を改造した建物 
   として有名。その施設とは？ 

①銀行  ②劇場  ③市民プール 



切ない思いにホロリとしたい方へ。 
感動小説 
 

小学校中学年から 
児童文学 

５才から 探し絵遊び絵本 

本棚を持ち歩きたい衝動にかられる方へ。 
ＳＦコミック 

「鞄図書館」Ｖｏｌｕｍｅ１・2 
 芳崎せいむ 著／東京創元社コミックス 

 1・2）734円・756円 

 978-4-488-02448-2 
 978-4-488-02720-9 

本が好きでたまらない方へ。 
ＳＦ・感動・エンタメ小説など 

「本をめぐる物語 

     一冊の扉」 
 中田永一・宮下奈都 

 原田マハ・小手鞠るい 

 朱野帰子・沢木まひろ 

 小路幸也・宮木あや子 著 

 角川文庫 

 KADOKAWA／562円  
 978-4-04-101258-1 

何はなくても本が好きという方へ。 
ＳＦ・ファンタジー小説など 

あらゆる書物を所蔵する幻の鞄図書館。鞄の中が図書館だなんて、 

本好きにはたまらないシチュエーションです。１話ごとに紹介され 

る本が楽しみの、ブックガイド要素満載コミック。 

８人の旬の作家による、本にまつわるアンソロジー。 

本好きにはたまらない物語集。新しい扉を開くとき、 

本はあなたのそばにいます。 

「リピート  

ＷＨＥＥＬ ＯＦ ＦＯＲＴＵＮＥ」 
 乾くるみ 著／文春文庫 

 文藝春秋／842円  
 978-4-16-773202-8 

過去をやり直したい方へ。 
ＳＦミステリー小説 

「本をめぐる物語 

   栞は夢をみる」 
 大島真寿美・柴崎友香・福田和代・ 

 中山七里・雀野日名子・雪舟えま・ 

 田口ランディ・北村 薫 著 

 角川文庫／KADOKAWA／562円  
 978-4-04-101289-5 

８人の旬の作家による、本にまつわるアン 

ソロジー第２弾。不思議なＳＦファンジー 

の世界が新鮮。８者８様の本の物語を存分に 

ご堪能ください。 

絵本・小説 

もし、現在の記憶 を持った 

まま10ヵ月前の自分に戻れ 

るとしたら？この夢のよう 

な「リピート」に誘われ、  

疑いつつも人生のやり直しに 

臨んだ男女10人のお話。 

惑わされる快感に浸りたい気分の方へ。 
エンタメ系ミステリー小説 

４人の作家たちによる“時”を 

テーマにしたアンソロジー。 

どの作品も個性的で先の読めない 

ストーリー。時間迷宮に迷い込む 

価値はありますよ。 

自暴自棄になりかけていて 
とにかく号泣したいと思う方へ。 
感動パラパラ漫画 

男女の 出会いから一生を、振り子時計に映し出して

表現した名作。人間の弱さや、その先に ある希望を

描写していて心打たれます。お笑い芸人・鉄拳の才

能が遺憾なく発揮された代表作。 

「時の罠」 
 辻村深月・万城目学・湊かなえ 

 ・米澤穂信 著／文春文庫 

 文藝春秋 ／497円 
 978-4-16-790146-2 

「振り子」 
 鉄拳 著 

 小学館／ 1,404円 
 978-4-09-359209-3  

本屋さん好きな方＆出版業界の方へ。 
社会教育書 

現在の本屋さんのかたちが作られるまでの歴史や、 

世界各国の本屋さんについて基礎知識を学ぶことが 

できます。業界関係者でも意外に知らない情報が満載！ 

時を巡る 

本＆本屋 

恐竜時代から江戸 

時代まで時を巡り、 

迷路や探し絵で旅 

をする絵本。歴史 

雑誌や学習参考書 

に、歴史考証イラ 

ストを描いている 

香川氏だからこそ 

作れた、歴史絵巻 

をどうぞお楽しみ 

ください。 

「時の迷路  
恐竜時代から江戸時代まで 
 香川元太郎 作・絵 

 ＰＨＰ研究所／1,404円  
 978-4-569-68532-8 

「モモ」 
 ミヒャエル・エンデ 作 

 大島かおり 訳 

 岩波少年文庫 

 岩波書店／864円  
 978-4-00-114127-6   

時間どろぼうと、盗まれた時間を人間に返してく 

れた女の子の不思議な物語。不朽の名作です。 

時間どろぼうは結構身近にいる気がしませんか？ 

を巡る本 

「本屋さんの 

   すべてがわかる本  

 １．調べよう！世界の本屋さん」 
 秋田喜代美 監修、稲葉茂勝 文 
 ミネルヴァ書房 ／2,160円  
 978-4-623-06938-5 

本＆本屋さんクイズ の答え 
Q1の答え ①イギリス 

Q2の答え ②世界遺産 

Q3の答え ②劇場 

家庭内暴力、妻か 

ら離婚を突き付け 

られ、会社はリス 

トラ、父は肺ガン 

で入院。そんな中、 

人生のターニング 

ポイントからやり 

直しができるワゴ 

ンに乗る。親子の 

絆を見つけるため 

の旅が始まります。 

「流星ワゴン」 
 重松 清 著／講談社文庫 
 講談社／788円  
 978-4-06-274998-5  

イギリスのリトグラフ印刷業者ジョン・バーンズ 
・リネットが、1868年に特許権を取りました。 
※彼の死後、特許権はアメリカ人に売られたようです。 

「エル・アテネオ・グランド・スプレンディッド」では、 
 舞台はカフェとして使用し、観客席は読書スペースと 
 なっています。 
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