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様

お名前

様
ご住所

お電話

備考欄

ISBN978-4-03-321100-8

ISBN978-4-03-321090-2

ISBN978-4-03-206150-5

ISBN978-4-03-321160-2

ISBN978-4-03-321170-1

ISBN978-4-03-321180-0

ISBN978-4-03-321190-9

ISBN978-4-03-202650-4

ISBN978-4-03-232180-7

ISBN978-4-03-331430-3

ISBN978-4-03-232250-7

ISBN978-4-03-331490-7

ISBN978-4-03-331940-7

ISBN978-4-03-348200-2

ISBN978-4-03-332150-9

ISBN978-4-03-127120-2

ISBN978-4-03-127150-9

ISBN978-4-03-321360-6

ISBN978-4-03-331740-3

ISBN978-4-03-331850-9

ISBN978-4-03-332360-2

ISBN978-4-03-332810-2

ISBN978-4-03-102820-2
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ビッグブック・はらぺこあおむし

ビッグブック・月ようびはなにたべる？

ビッグブック・からすのパンやさん

ビッグブック・すてきな三にんぐみ

ビッグブック・とべバッタ

ビッグブック・おばけのバーバパパ

ビッグブック・まどからおくりもの

ビッグブック・くまのコールテンくん

ビッグブック・ともだちや

ビッグブック・もりのかくれんぼう

ビッグブック・グレート・ワンダーシップへようこそ！

ビッグブック・おおきなきがほしい

ビッグブック・もぐらバス

ビッグブック・よかったね ネッドくん

ビッグブック・なつのいちにち

ビッグブック・おめんです

ビッグブック・おめんです２

ビッグブック・パパ、お月さまとって！

ビッグブック・100かいだてのいえ

ビッグブック・ちか100かいだてのいえ

ビッグブック・うみの100かいだてのいえ

ビッグブック・そらの100かいだてのいえ

ビッグブック・れいぞうこ

取扱店

定価［本体9,800円＋税］

定価［本体11,000円＋税］

定価［本体9,800円＋税］

定価［本体9,800円＋税］

定価［本体9,800円＋税］

定価［本体9,800円＋税］

定価［本体9,800円＋税］

定価［本体9,800円＋税］

定価［本体9,800円＋税］

定価［本体9,800円＋税］

定価［本体9,800円＋税］

定価［本体9,800円＋税］

定価［本体8,000円＋税］

定価［本体8,000円＋税］

定価［本体8,800円＋税］

定価［本体9,000円＋税］

定価［本体9,000円＋税］

定価［本体11,000円＋税］

定価［本体8,000円＋税］

定価［本体8,000円＋税］

定価［本体8,000円＋税］

定価［本体9,000円＋税］

定価［本体8,000円＋税］

偕成社の

愛されつづける名作から
新作まで 充実のラインナップ！

お取扱い書店様
この商品は完全買切扱い商品ですので、
返品はお受けできません。ご注意下さい。

（　）CD
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©かこさとし
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おばけのバーバパパ
チゾンとテイラー 作　山下明生 訳

本体価格9,800円＋税

世界各国で大人気！　お
なじみのバーバパパ。
バーバパパの住む町が目
のまえにぐんと広がって、
さらにすてきに、さらにゆ
かいに！ ぬくもりが、じか
に伝わってくるようです。

人気絵本が大きくなって大迫力！
大人数での読みきかせに

ぴったり！

©五味太郎

本体価格8,000円＋税

本体価格8,800円＋税

本体価格9,000円＋税

本体価格9,000円＋税
本体価格9,000円＋税

本体価格11,000円＋税サイズ59×42cm 重さ2.7kg

本体価格8,000円＋税

からすのパンやさん
｢最高の評論家は子どもであ
る」と語る作者のベストセラ
ー絵本のビッグブックです。
大きくなって、パンがますます
おいしそう！

かこさとし 作・絵

本体価格9,800円＋税

とべバッタ
田島征三 作

なつのいちにち

よかったね  ネッドくん
シャーリップ 作
やぎたよしこ 訳

絵本にっぽん賞受賞の不朽
の名作が、大きくなりました。
豪快な絵の魅力が全開です。
迫力の大画面、大きな大き
なバッタが絵本から飛び出
してきます。おもわず声がで
てしまいそう！

本体価格9,800円＋税

すてきな 三にんぐみ

国際アンデルセン賞画家アンゲ
ラーの最も定評のある人気絵
本です。
大胆な構図、明快な画面の魅力が
拡大され、三人組のあやしくもすて
きな世界のとりこになります！

トミー・アンゲラー 作
いまえよしとも 訳

本体価格9,800円＋税

ともだちや
内田麟太郎 作
降矢なな 絵

もぐらバス
佐藤雅彦＋うちのますみ 作

©佐藤雅彦＋うちのますみ

©エリック・カール

はたこうしろう 作

本体価格9,800円＋税

子どもたちに大人気のキツネ
とオオカミが、大きくなりまし
た！
なんて大きいクマ！　怒るオオ
カミの口も、たいへんな迫力。

まどから おくりものれいぞうこ
五味太郎 作・絵

本体価格9,800円＋税

クリスマスの定番、五味太郎
の名作しかけ絵本です。しか
けもそのまま大きくなって、大
興奮！
おちゃめなサンタさんが、子
どもたちを笑いの渦に巻き
込みます。

アメリカ、日本で、40年以上
愛され続けてきた名作。
くまのぬいぐるみコールテンく
んの、手触りが感じられる大き
さ。少女リサとコールテンくんの
温かなふれあいも、倍増です。

くまのコールテンくん

パパ、お月さまとって！

ドン・フリーマン 作　まつおかきょうこ 訳

本体価格9,800円＋税

もりのかくれんぼう
末吉暁子 作
林 明子 絵

グレート･ワンダー
シップへようこそ！

五味太郎 作

巧みなかくし絵がいっぱいの、
ファンタジー絵本の傑作！
みんなでさがす楽しさが、大き
く広がりました。扉を開くと、絵
本の世界へひきこまれます。

ものおきのした１ちょうめ、だれ
かんちのにわ３ちょうめ……こ
んなバスの停留所が、ある町の
地面の下にあるのです。
バスが走る地下の地図も大き
くなり、大勢での読み聞かせ
にぴったり！

パーティに出かけたネッドくん。運
がよかったり悪かったり、スリル連
続の大冒険！
アメリカで爆発的な人気をよんだ
絵本がビッグブックになりました！

五味太郎がビッグブック用にかき
おろした絵本。大きくえがかれた
絵が、想像をふくらませます。
おとぼけ船長といっしょに、グレー
トワンダーシップの中を冒険しよう！ 

新刊
おおきな木があったらなにをす
る？ 子どもの想像を色彩ゆたか
にえがき、長いあいだ愛されて
きた絵本の大型版。
縦横にのびる緑豊かな木が、大
迫力でひろがります。

おおきな きが ほしい
佐藤さとる 文
村上 勉 絵

はらぺこ あおむし

おめんです

あおむしや果物が４倍の大
きさに！　ぐっと迫力が増し、
読者の心をとらえます。
本の穴に人形や手をくぐら
せ、からだごとお話の世界を
体験できます。

エリック・カール  作　もりひさし  訳

エリック・カール 作
もりひさし 訳

本体価格9,800円＋税

月ようびは なに たべる？

アメリカのわらべうたを陽気な絵
本にしたエリックカールの名作。
楽譜とCDもついて、絵本といっ
しょに歌って踊ってみんなで楽し
めます。

エリック・カール 絵
もりひさし 訳

本体価格11,000円＋税

本体価格9,800円＋税

本体価格9,800円＋税

本体価格9,800円＋税

偕成社の

暑い暑い夏の日。クワガタの
いる山をめざしてぼくは走っ
た。真っ白な陽射し、青い草の
匂い。ページの中からあふれ
だす夏！
夏の絵本の決定版がビッグ
ブックに。

娘に月をせがまれたパパは長い
長いはしごを登って月に会いに
いきます。
左右上下に広がるしかけと、月
の満ち欠けを表現したロングセ
ラー絵本の大型版。

きつねのおめんに、おにのお
めん。おめんをとると……あ
れあれ！　あっとおどろくし
かけがまってるよ！
読みきかせに大人気の絵本
が、ビッグブックになってさら
に大迫力！

100かいだてのいえ
ちか100かいだてのいえ
うみの100かいだてのいえ
地上、地下、そして海に建つ100かいだてのいえをいっ
しょに探険しよう！
10階ごとにいろんな生きものと出会いながら100階を
目指します。最後の部屋にはいったい誰が待っている
のかな？　楽しみながら100の数もおぼえられます！

いわいとしお

本体価格各8,000円＋税

本体価格8,000円＋税

新井洋行 作・絵

表紙の冷蔵庫のドアをめくると、
中にはおいしいものがぎっしり！
「いちごさーん」と呼びかけると、
｢はーい｣と出てきます。まるで
本物の冷蔵庫をひらくように、
ページをめくって楽しめます。

サイズ42×58cm 重さ2.7kg サイズ56×42cm 重さ2.6kg
サイズ40×55cm 重さ2.4kg

サイズ51×42cm 重さ3.1kg

サイズ51×42cm 重さ2.5kg

サイズ50×41cm 重さ2.4kg

サイズ51×42cm 重さ1.9kg

サイズ53×39cm 重さ2.1kg サイズ43×47cm 重さ2.2kg

サイズ43×54cm 重さ2.2kg

サイズ57×37cm 重さ1.6kg

サイズ51×36cm 重さ2.3kg サイズ43×49cm 重さ2.6kg サイズ52×42cm 重さ2.8kg

サイズ43×45cm 重さ2.0kg

サイズ 52×42cm 重さ2.2kg 

サイズ43×43cm 重さ1.5kg

サイズ43×43cm 重さ1.5kg

サイズ116×21cm 重さ3.2kg 各 サイズ116×21cm 重さ3.2kg

NEWNEW

そんごくうのおめんに、ぴえろのおめん。
おめんをかぶっているのは、誰かな？
ページをめくると、びっくりするしかけがまっ
てるよ！　大人気『おめんです』に続く第２弾！

縦にながい画面がビッグになってさらに
大迫力。驚きの 1ｍ16cm！　くもの上
のふしぎないえへ、シジュウカラのツピ
くんが出かけます。あめやかぜなど、ち
ょっと変わった住人にも注目！

歳～0

歳～1

歳～３

歳～３

歳～３ 歳～３

歳～３ 歳～３

歳～３

歳～３

歳～３ 歳～３ 歳～３

歳～３

歳～３歳～4

歳～4

歳～5

歳～5


