夏 の え ほ ん セ ット

A ポコポコおやつえほん２冊組 平積BOXセット
さかいさちえ・作／絵

2点 X 5冊 6月上旬出荷
4ヶ月延勘

100

2・3歳から

万部突破の
人気シリーズ

各巻定価：本体800円＋税

夏にぴったりの美味しいえほん！
ひんや
り

ん
ふるる

ポコポコゼリー

ポコポコアイスクリーム

ISBN978-4-7746-2147-0

ISBN978-4-7746-1368-0

© さかいさちえ

B 2020夏のおすすめセット
２点 X ３冊

6月中旬出荷

4ヶ月延勘

重版
出来

2・3歳から

鎌田歩さんの大好評しかけえほんシリーズ！
鎌田歩・作／絵

各巻定価：本体1,200円＋税

すごいぞ！！きょうりゅう ISBN978-4-7746-2176-0
みつけた！こんちゅう ISBN978-4-7746-2218-7

C 2020好評おばけえほんセット
２点 X ３冊

6月中旬出荷

4ヶ月延勘

2・3歳から

かわいいおばけが大活躍！夏の大定番セット！
おばけだいすき！

きむらゆういち・作／いもとようこ・絵

定価：本体780円＋税

おばけのかくれんぼべんとう
木坂 涼・文／いりやま さとし・絵

定価：本体1,000円＋税

ISBN978-4-7746-0408-4

ISBN978-4-7746-2144-9

D れいぞうこのおくのおく
平積BOXセット
© うえだしげこ

1点 X 5冊 6月下旬出荷 4ヶ月延勘

3・4歳から

の声

読者

食べものは、
忘れずに食べて
西日本新聞感想画コンクール課題図書にも
あげないとかわいそうよと、
選ばれました！ クチコミ続々！
楽しいお話の中で
れいぞうこのおくのおく うえだしげこ・作／絵
教えてくれるのが
定価：本体1,１00円＋税 ISBN978-4-7746-2150-0
良いです!

夏のえほん単品

1

セミくん いよいよ こんやです
工藤ノリコ・作／絵

工藤ノリコさんの
大人気！虫のえほん！

地中に暮らすセミくんの
元に一本の電話が……。
「いよいよ今夜」
って一体
何が起こるのかな?
定価：本体1,000円＋税
ISBN 978-4-7746-0625-5

2

おひさまとかくれんぼ
たちもとみちこ・作／絵

人気作家たちもとみちこさん
のしかけえほん!

おひさまがとっても上手にかくれ
たので、全然見つけられません。
さて、
こぶたちゃんたちは…。
色彩豊かな人気シリーズ！

定価：本体1,200円＋税
ISBN 978-4-7746-1271-3

6月下旬出荷

3

おほしさま

たちもとみちこ・作／絵

広がるしかけえほん!

「おほしさまってどんな味がする
のかな？」
こぶたちゃんたちは興
味津々。
ファンタジックで想像力
を刺激する叙情豊かなしかけ絵
本です。
定価：本体1,000円＋税
ISBN 978-4-7746-0713-9

秋 の え ほ ん セ ット

E 秋の定番えほんセット

3点 X ３冊

8月下旬出荷

4ヶ月延勘

2・3歳から

秋の人気定番が勢ぞろい！
いもほり！ハロウィン！楽しさいっぱい！

いもほりよいしょ！ きむらゆういち・作／いもとようこ・絵
定価：本体780円＋税

ISBN978-4-87692-594-0

ちいさなちいさな まほうのおしろ
定価：本体1,000円＋税

さかいさちえ・作／絵
ISBN978-4-7746-1257-7

おもいおいも 木坂涼・作／どうなつみ・絵
定価：本体1,100円＋税 ISBN978-4-7746-2185-2

B
F 2020秋のぎょうれつえほんセット
3点 X ３冊 ９月上旬出荷 4ヶ月延勘
© ふくざわゆみこ

３・４歳から

23万部！ふくざわゆみこさんの大人気シリーズ！

累計

ほっぺが
落ちなようにご用心！
美味しいたべものやさん
シリーズ！

ふくざわゆみこ・作／絵 各巻定価：本体1,300円＋税

ぎょうれつのできるケーキやさん ISBN978-4-7746-1353-6
ぎょうれつのできるレストラン ISBN978-4-7746-2064-0
ぎょうれつのできるチョコレートやさん ISBN978-4-7746-2137-1

秋のえほん単品
さんきょうだい
4 おにぎり
つぼいじゅり・作／絵

大人気紙芝居が待望の絵本に！

８月下旬出荷

5 リーとスーのどこ？どこ？どこ？
6 がまんのケーキ
コンドウアキ・作／絵
かがくいひろし・作／絵

おにぎり三兄弟は、森の中に、
おに
ぎりのまるこちゃんを探しにいき
ます。
けれども、森の中ではこわー
い動物がたくさん！ はらはらドキ
ドキ、
おにぎりのゆかいな冒険物語
です。
定価：本体1,200円＋税
ISBN 978-4-7746-2190-6

かわいいリスの兄弟が、
掘って、
掘って、
掘りまくる！

リーとスーのとぼけながらも、
一生懸命ひたむきな姿が愛し
い、あたたかいリスの兄弟の
おはなし。
定価：本体1,100円＋税
ISBN978-4-7746-2184-5

教育画劇の人気えほん

がまんできます。
あなたのためなら！

ケーキを目の前に、
こいたろうくん
とかめぞうさんは「 がまんがま
ん」。
けろこさんを待つけれど…。
かがくいユーモアたっぷりの人情
絵本！
定価：本体1,000円＋税
ISBN978-4-7746-1135-8

即出荷

にくのくに
はらぺこめがね・作／絵

定価：本体1,300円＋税 ISBN978-4-7746-2163-0

大好評！話題のえほん！
感想続々！
「迫力満点！」
「読み聞かせの会で
子どもたちが盛り上がる！」

今日は、
『肉の国』
で一番の王さまを決める、大事な日！

ここは肉の国。上から読んでも下から読んでも、
肉の国。
わがままで個性的、
だけどなんだか憎めないかわいい王さまたちの姿と、
迫力満点、今にも画面から飛び出してきそうな美味しい料理をどうぞお楽しみください！

店頭用POPつくりました！
教育画劇ホームページより
ダウンロードできます。

kyouikugageki.co.jp/book/index.html

教育画劇の人気えほん

即出荷

オニガシマラソン平積BOXセット
1点 X 5冊

4ヶ月延勘 ４・５歳から

大人気「おしりたんてい」作者、

トロルさんの話題作！

クセモノぞろいの選手たちが
ゴールをめざす『オニガシマラソン』。
一見脇役のような選手の走りにも、
アツいドラマが！ 伏線あり、絵探しあり、

忽ち
重版

何度読んでも楽しいえほん！
オニガシマラソン トロル／作・絵
定価：本体1,150円＋税

ISBN978-4-7746-2194-4

おばけのやだもんシリーズ 平積BOXセット 各

1点 X 5冊

ひらのゆきこ・作／絵
各巻定価：本体1,000＋税

4ヶ月延勘

2・3歳から

２巻目も大人気！

© ひらのゆきこ

元祖！？

ユーモアしつけえほんの
大定番！

おばけのやだもん

ISBN978-4-7746-1381-9

おばけのやだもん だだっこえんにいく 待望の
シリーズ
ISBN978-4-7746-2178-4
最新刊！
おばけのやだもん どうぶつえんにいく

イヤイヤ期のお子さんを持つ
ママたちから「効果絶大！」と大反響！

ISBN978-4-7746-2214-9

たべてあげる 平積BOXセット
1点 X 5冊

4ヶ月延勘

3・4歳から

たべてあげる

ふくべあきひろ・文／おおのこうへい・絵
定価：本体1,100円＋税 ISBN978-4-7746-1216-4

新型食育エンターテイメント?!

コワ〜くて大人気！ごはんを残さなくなる絵本？！
好き嫌いの多いクラスの子にぴったりの絵本でした！
少し恐いですが５才児にはウケていました。兵庫県明石市 Ａさん ２６歳

ころころまるちゃん
ベスト２x５セット
2点 X 5冊

4ヶ月延勘

０・１・２歳

あかちゃんえほんの大定番！

ＬａＺＯＯ・作／絵

各巻定価：本体720円＋税

ころころまるちゃん みつけた ISBN978-4-7746-1081-8
ころころまるちゃん どこ ISBN978-4-7746-1082-5

