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本体価格1,300円
A4変型26×22cm 32ページ
ISBN978-4-03-332760-0　
NDC726

©エリック・カール

あめかっぱ

＊3歳から

＊4歳から
種
たね

村
むら

有
ゆ

希
き

子
こ

／作
おおかみ役にえらばれた、まなちゃんと、ど
うしてもおおかみ役がやりたい、ちびっこの
かいくん。ふたりの思いがぶつかって……。

本体価格1,200円
24×23cm 32ページ
ISBN978-4-03-332770-9
NDC726

まなちゃんはおおかみ

むらかみさおり／作
この町では、雨の日に子供が留守番するときは、
かっぱがお世話にやってきます。そして秘密の
遊び場所につれていってくれるのです。帯つき

　＊価格は変更になる場合があります。 ＊この新刊案内に表示されている価格は税別です。
＊画像は変更になる場合があります。

「だってかわいくないんだ
もん！」とついに気持ちを
打ち明けると……？

劇の練習中、
まなちゃんはずっと
黙ったまま。

雨の日は
ピクニック日和！
おにぎりを持って
向かった先は……

雨がたくさん降らないと
行けない、秘密の場所へ！

梅雨の時期にも
おすすめ！
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本体価格1,800円
A4変型29×25cm 48ページ
ISBN978-4-03-221300-3
NDC457

ティラノサウルスのはらぺこないちにち

トリケラトプスのなんでもないいちにち

関連既刊 新刊同時期出荷

本体価格1,200円
A4変型21×26cm 32ページ
ISBN978-4-03-221360-7
NDC726

本体価格1,200円
A4変型21×26cm 32ページ
ISBN978-4-03-221350-8
NDC726

＊3歳から

＊4歳から

さがそう！　マイゴノサウルス
やましたこうへい／作
真
ま

鍋
なべ

 真
まこと

／監修
ぼくたち、まいごの恐竜。ぼくらの
なかまを、いっしょにさがして！
子どもたちの大好きな恐竜が全部で
200種類以上登場します。

竹
たけ

下
した

文
ふみ

子
こ

／文　鈴
すず

木
き

まもる／絵
恐竜がいた時代にタイムスリップ！　リアル
な世界が広がる。えものを探す恐竜の一日を
描き、物語の中にはさまざまな恐竜が登場！

竹下文子／文　鈴木まもる／絵
恐竜がいた時代にタイムスリップ！　草をは
みながらゆったり歩く恐竜の一日を描く。リ
アルな世界に登場する様々な恐竜にも注目。

2015年8月
発売

＊ 3歳から

竹下文子×鈴木まもるの強力タッグが描く恐竜絵本 2冊同時刊行！

同じ時代、同じ日の1日を描いているので、
並べて読み比べると楽しい！
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本体価格1,200円
A5変型21×16cm 79ページ
ISBN978-4-03-439550-9
NDC913 本体価格1,000円

A5変型21×16cm 78ページ
ISBN978-4-03-460100-6　NDC913

本体価格1,400円
A4変型21×26cm 32ページ
ISBN978-4-03-202250-6
NDC726

本体価格2,000円
B5変型23×18cm 128ページ
ISBN978-4-03-533490-3
NDC383
ソフトカバー

＊小学校中学年から

ぐうたらとけちとぷー
関連既刊 新刊同時期出荷

関連既刊 6月上旬出荷

きょうはなんの記
き

念
ね ん

日
び

？　366日
に ち

じてん

あめのひきのこは…
ギンズバーグ／再話
アルエーゴ、デューイ／絵
厨
くりや

川
がわ

圭
けい

子
こ

／訳
ありさんが入るのさえ、やっ
とだったきのこの下は、雨や
どりの動物たちでとうとう満
員。ページをめくるごとに面
白さが増します！

平
ひら

野
の

恵
え

理
り

子
こ

／作
今日はどんな出来事があっ
た日だろう？　だれが生ま
れた日？　かわいいイラス
トとともに、一年中ながめ
て学んで楽しめる本。

へんてこもりにいこうよ

1976年12月
発売

1995年3月
発売

梅雨の時期におすすめ！

帯つき

加
か

瀬
せ

健
けん

太
た

郎
ろう

／作
横
よこ

山
やま

寛
かん

多
た

／絵
めんどくさがりのくさのす
け、めちゃくちゃせこい
ジャクソン、おならがぷー
ぷー出てしまうこいたろ
う。おかしな3人の笑える
お話が4編。 たかどのほうこ／作・絵

ヘンテ・コスタさんがつくった〈へんてこもり〉に、
はじめて出かけたそらいろ幼稚園の仲よし４人組｡
そこで出会ったのは､ まるぼ！？

＊5歳から

＊3歳から
こちらで詳しく紹介しています
Kaisei web「今週のおすすめ」

＊小学校低学年から
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偕成社／6月新刊注文書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版社コード0904
書　　名 ご注文数 本体価格 ISBN

978-4-03-
あめかっぱ 冊 1,300円 332760-0
まなちゃんはおおかみ 冊 1,200円 332770-9
ティラノサウルスのはらぺこないちにち 冊 1,200円 221360-7
トリケラトプスのなんでもないいちにち 冊 1,200円 221350-8
新刊同時期出荷 さがそう！　マイゴノサウルス 冊 1,800円 221300-3
ぐうたらとけちとぷー 冊 1,200円 439550-9
新刊同時期出荷 へんてこもりにいこうよ 冊 1,000円 460100-6
きょうはなんの記念日？　366日じてん 冊 2,000円 533490-3
6月上旬出荷 あめのひきのこは… 冊 1,400円 202250-6

取次・書店印

様
＊価格は変更になる場合があります。

偕成社のウェブマガジン 　　　　　　にて小手鞠るいさんの新連載がスタート！

ご注文締切：4/28（火）

　青い瓦屋根の小さな平屋。マッチ箱のような形をした家だった。
ガラガラと横にあける玄関の引き戸。部屋はふたつきり。まわり
には、似たような家がずらりと立ちならんでいた。若かりしころ、
両親は公団住宅の一軒を借りていて、わたしと弟は、そこで生ま
れた（妹も生まれたのですが、赤ん坊のとき亡くなりました）。
　小学５年生の終わりごろまで暮らしていたその家の庭先には、
桜の木が植えられていた。となりの家にも、向かいの家にも、植
えられていた。生えていたのではなくて、植えられていた。
　小学１年生の入学式の朝、満開の桜の木の下に、ランドセルを
背負って立っているわたしの写真が残っている。
　その桜の木は「うちの桜」だったというわけだ。
　わたしはよく、この桜の木に登って遊んだり、木に話しかけたり、
「背がもっとのびますように」「成績がよくなりますように」「これ
以上、目が悪くなりませんように」「弟が危険な目にあいませんよ
うに」などと願いごとをしたり、幹に抱きついたり、ごつごつし
たこぶをなでたりしていた。
　うちの桜はわたしの親友だった。
　母に頼まれて、桜もちを包むための葉っぱを集めたり、さくら
んぼの季節になると、木から直接、実をつみとって、６つ年下の
弟といっしょに、おやつがわりに食べたりしていた。悲しいこと
があったり、親や先生に叱られたりしたときには、木になぐさめ
てもらっていた。
　ある年のこと、どこからか、だれかがどやどやとやってきて、
おとなりの家の庭の桜の木をのこぎりで切りはじめた。
「桜は病気にかかりやすいからなぁ」
「１本が病気になったら、ほかの木にもうつるんじゃ」
「じゃから、すぐに切らにゃあいけんのじゃ」（岡山弁です）
　両親はわたしと弟に、そのように言って聞かせた。
　桜の木が病気にかかっているようには見えなかった。まだちゃ
んと葉っぱもついているし、今年の４月には花も咲かせていた。

第1回　木の物語　前編　親友は桜の木

1956年岡山県生まれ。1993年『おとぎ話』が海燕新人文学賞を受賞。1992年に渡米、ニューヨー
ク州ウッドストック在住。主な作品に、『エンキョリレンアイ』『望月青果店』『思春期』『アップル
ソング』『優しいライオン やなせたかし先生からの贈り物』『見上げた空は青かった』『ある晴れた
夏の朝』『星ちりばめたる旗』『炎の来歴』『放課後の文章教室』など。

小手鞠るい　プロフィール
毎月10日・25日に
更新中！　
ぜひご覧ください。

それなのに、根もとからばっさり、切りたおされなくてはならな
いのか。
　のこぎりの音に耳をふさぎながら、わたしは泣きそうな気持ち
になっていた。まるで自分の身を切られているかのような痛みを
心に感じていた。
　かわいそう、桜の木がかわいそう。
　桜の木が泣いている。切らないで、切らないで、と、悲鳴をあ
げている。
　木を擬人化するわたしの習い性は、そのころから始まったと思
われる。

　それから50年以上の時が流れて、わたしは今、ニューヨーク
州の森のなかで、無数の樹木に囲まれて暮らしている。
　家のまわりには、栂

つが
、松、杉、栗、りんご、オーク、メイプル、

ポプラなど、さまざまな種類の木が生えている。だれが植えたの
でもない。ここには大昔から、木が生えていた。
　木に囲まれて暮らす、ということはわたしにとって、親しい友
人たちといっしょに暮らす、ということにほかならない。
　この友人は、愛情深い。人にも動物にも小鳥にも昆虫にも、も
ちろん地球にもやさしい。人の悪口は言わない。人をいじめたり
しない。人や生き物を傷つけたりしない。木はもの言わぬ、心や
さしい友人だ、と、わたしは長年、そう思ってきた。
　しかしつい最近、ある本を読んで、この考えを改めることにした。
　驚いたことに、わたしの親友たちはことばを持っている、とい
うことを教えてくれる本に出会ったのである。
　本には、なんて素晴らしい力があるのだろう。
　そういえば、本は木からできている。
　本が語ってくれる物語は、木がわたしたちに語ってくれる物語
なのかもしれない。

「読むこと」をテーマに、自身の読書体験、おすすめの本などについて、
作家・小手鞠るいさんが語ります。

全文掲載


