


Bandalの絵本
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かべ

学校から帰ってきた子どもが、路地の塀の前にしゃがんでおはじき

を投げました。ひびの入った、はげちょろの壁に五本指を当てて歩

くと、壁はレミファ、レミファと音を出します。壁が聞かせてくれ

る音と物語に耳を傾けてみましょう。

文と絵 チ・ギョンエ

定価 15,000ウォン | 40p | 275×228 | ISBN 9788956186467

・2014世宗図書文学分かち合い選定図書
・2015ボローニャ・ラガッツィ賞 フィクションの部 
  優秀賞
・2015子ども図書研究会選定図書
・2016ボローニャ国際児童図書展 韓国代表絵本60選
・学校図書館ジャーナル推薦図書

2015
ボローニャ
国際児童図書展
フィクション
部門優秀賞

すくすくおばけ

ころころ、ごろんごろん！　子どもたちはなぜ夜中にごろごろ

転がるのでしょう？ 子どもたちはなぜ毎日すくすく育つのでし

ょうか？ 私たちは幼い頃、なぜあんなにぐんぐん背が伸びたの

でしょうか？ ひょっとしたら、毎晩誰かがこっそり立ち寄って

いるのではないでしょうか？

文と絵 イ・ヨンシル | 撮影 キム・ヒャンス 

定価 12,000ウォン | 48p | 280×200 | ISBN 9788956186412

・2014学校図書館ジャーナル推薦図書
・2015世宗図書 文学分かち合い 選定図書
・2015ブックスタート選定図書
・2016ボローニャ国際児童図書展 
  韓国代表絵本60選
・2016本のそで 選定図書

版権輸出国：台湾、中国
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夜になりました

夜になると世界は真っ暗になりますが、完全なる暗やみではあり

ません。つまり、夜になっても世界はきらきら光っているので

す。夜を美しく彩りながら生きる彼らの物語、一緒に聞いてみま

せんか？

文と絵 チュ・リビョル

定価 12,000ウォン | 44p | 217×275 | ISBN 9788956186580

・2015朝読書 推薦図書
・2016本のそで 選定図書
・2016ボローニャ国際児童図書展 韓国代表絵本60選
・2016読書指導研究会 選定図書
・2017開かれた子ども 推薦図書

ほこりおばけ

幼い子どものなくしものを探し出すことに幸せを感じる“ほこり

おばけ”をご存じですか？　誰かがこっそり持ってきてくれたか

のようになくしものが見つかった思い出があるなら、それはきっ

と、ほこりをパラパラ撒き散らす“ほこりおばけ”のおかげです。

文と絵 イ・ヨンシル | 撮影 キム・ヒャンス

定価 12,000ウォン | 44p | 200×280 | ISBN 9788956186511

・2015ブックスタート 選定図書
・2016朝読書 推薦図書
・ソウル市教育庁 冬休み推奨図書
・東遠 本の束 選定図書
・幼児読書研究所 推薦図書
・2020 KBS読書ゴールデンベル 選定図書

版権輸出国：中国



8 9

ペンギン、ラララ

５羽のペンギンが私たちの心を揺り動かします。

私たちの心をさわやかな気分にしてくれます。

表紙では静かに前を見ているペンギン５羽が、

ジャジャーンと踊る準備を始めます。

ペンギンと一緒にかくれんぼをして遊ぶ準備はできましたか？

文と絵 ク・シネ

定価 13,000ウォン | 48p | 270×180 | ISBN 9788956186634

・2015朝読書 推薦図書
・2016子ども図書研究会 選定図書
・2016本のそで 選定図書
・2016学校図書館ジャーナル 推薦図書

版権輸出国：中国、フランス

借りた本を返しに行きます

「アカシアの道を越えて、もう少し歩くと大きな木が１本見え

てくる。その木の横を通るときは、声を出さずに急いで通り過

ぎなきゃいけないよ」子どもは友達の家まで、無事に本を返し

に行けるでしょうか？

文と絵 イ・ウヨン

定価 13,000ウォン | 48p | 235×304 | ISBN 9788956186603

・2015 KBBY推薦図書
・2016夢見る図書館 推薦図書
・朝読書 チェクドゥンイ推薦図書
・学校図書館ジャーナル 推薦図書 
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黄色い長ぐつ

ついに雨が降ってきました。

ドタバタとゲタ箱へ駆けていきます。

ところが黄色い長ぐつが煙のように消えてしまいました。

黄色い長ぐつはどこに行ったのでしょうか？

こんなとき、皆さんならどうしますか？

文 ホ・ジョンユン |　絵 チョン・ジンホ 

定価 12,000ウォン | 40p | 300×180 | ISBN 9788956186726

・2015世宗図書 文学分かち合い 選定図書
・2016ブックスタート 選定図書
・2016幼児読書研究所 選定図書
・2016子ども図書研究会 選定図書
・2017開かれた子ども 推薦図書

版権輸出国：中国

10秒

1500,1627,1788,1870,1926,1952……

私のそばで、一体何が起きているのだろう？

時が流れるにつれて、少しずつ私のそばを離れていくものたちは

どこへ向かうのだろうか？

作者の問いによって呼び起こされた存在が

シュールな空間で魔法のように目覚めます！

文と絵 イ・ミョンエ

定価 19,000ウォン | 60p | 300×200 | ISBN 9788956186641

・2015ボローニャ国際児童図書展 
 今年のイラストレーター受賞作
・2016ボローニャ国際児童図書展 韓国代表絵本60選
・ナミ国際コンクール 銀賞 受賞作家
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みーん

花のような春が過ぎ、梅雨が終わり、夏が来ると、

暑さより先に私たちを訪ねてくる者たちがいます。

夏を一段と夏らしくするセミ。夏が近づく瞬間から

蒸し暑い真夏まで、セミと一緒に過ごしてみませんか？

文と絵  チャン・ヒョンジョン

定価 13,000ウォン | 40p | 228×280 | ISBN 9788956186801

・2015朝読書 推薦図書
・2016子ども図書研究会 選定図書
・2016環境正義 環境の本 選定図書
・2017ブックスタート 選定図書
・2017開かれた子ども 推薦図書

色とりどりのペンギン

アザラシの口から溢れ出てくる、たくさんの魚とペンギン。

ハイイロアザラシの口の中から出てきたペンギンと魚、水草は、

ありとあらゆる美しい色で自らの身体を染めます。

南極でいったい何が起こったのでしょうか？

文と絵 　キム・スジン

定価 15,800ウォン | 64p | 300×100 | ISBN 9788956186658

・2015朝読書 推薦図書
・2016開かれた子ども 推薦図書
・2017ボローニャ国際児童図書展 特別展 選定図書
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・2016子ども図書研究会 推薦図書
・2016朝読書 推薦図書
・2017開かれた子ども 推薦図書

版権輸出国：台湾、中国

こげたパン

真っ黒に焦げたパンを持って、カメが途方にくれています。

６匹の動物たちは、自分のパンを切って友達と分け合うこと

にしました。カメもこげたパンを６つに切り分けました。

仲間と一緒に過ごすおやつの時間は、今日も幸せです。

文と絵  イ・ナレ

定価 13,000ウォン | 52p | 185×244 | ISBN 9788956186870

ある日

お昼寝から目覚めたある日。それは本当におかしな日でした。

世界がとても静かで、ひとりぼっちになったような日でした。

村の人々もスアも、チョルスもママも、影も形もありません。

子どもが地面に顔をあてて「たいくつだなぁ」とつぶやいた瞬間

奇跡のようなことが起こります。

文と絵 ソン・ヨンナン

定価 14,000ウォン | 44p | 220×230 | ISBN 9788956186856

・2016子ども図書研究会 選定図書
・2016私の人生の初めての本 選定図書
・2016学校図書館ジャーナル 推薦図書
・2017開かれた子ども 推薦図書
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うさぎのお掃除屋さん

村のうさぎたちが力を合わせて、うさぎのお掃除屋さんを

月に行かせようとしているのはなぜなのでしょう？

ある日、暗くなった月の光を見て、月をお掃除すべきだと考えたう

さぎたち。ところが、トラブルが発生します！

うさぎたちが月に行くのをやめさせるには、どうすればいいでしょ

うか？

文と絵  ハン・ホジン

定価 12,000ウォン | 44p | 260×240 | ISBN 9788956186979

・2016ボローニャ国際図書展 韓国代表絵本60選
・2016夢見る図書館 すてきな私たちの絵本選定
・2016ソウル市教育庁　冬休み推奨図書
・2017開かれた子供 推薦図書
・2020 KBS読書ゴールデンベル　選定図書

巨大な雲

じっとしていた大きな雲が流れていき、

小さな雲もどんどん去って、強烈な風が吹くと、

巨大な雲が頭上いっぱいに現れます。

平凡だった一日、形を変えて現れた雲が

新しい風景を作ります。

文と絵  イ・ヘジン

定価 13,000ウォン | 52p | 380×150 | ISBN 9788956186955

・2015朝読書 推薦図書
・2016世宗図書 文学分かち合い 選定図書
・2016読書指導研究会 選定図書
・2017本のそで 選定図書
・2017学校図書館ジャーナル 推薦図書
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こそこそ　かくれんぼ

この世でいちばん難しいけれど、いちばん楽しいかくれん

ぼを始めましょうか？ 庭を駆けまわって、かくれんぼを

するお友達は誰でしょうか？

皆さんはそのお友達をすべて見つけられるでしょうか？

文と絵 ソン・ヒョンジュ

定価 13,000ウォン | 52p | 210×210 | ISBN 9788956187037

・2016世宗図書 文学分かち合い 選定図書
・2016開かれた子ども 推薦図書
・2017ボローニャ国際児童図書展 韓国代表絵本41選
・2017子ども図書研究会 選定図書
・2017朝読書 推薦図書
・2017 IBBY障がい児童のための良書 選定図書

版権輸出国：中国、フランス

ゾウの気球

ハツカネズミがポン！と遠くへ飛んで行きます。カメも、子犬

も、ツルも、キツネも、大きなライオンも飛んで行きます。ゾウ

のせいです。ゾウは友達とシーソーで遊びたがっていますが、一

緒に乗ることはできません。木に登ることもできません。ところ

が、ゾウも飛ぶことができました。何が起こったのでしょう？

文と絵  ソン・ヒョンギョン

定価 15,000ウォン | 64p | 250×240 | ISBN 9788956186986

・2016開かれた子ども  推薦図書
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月のうさぎ、かめ、いか

森の小さな泉で出会った月のうさぎとかめ、いかの友情物語。

カンカン照りのある日、うさぎとかめはいかを肩に乗せて海へと旅立ちま

す。イカは無事に海へ、月のうさぎは月の国へと戻れるでしょうか？

文と絵  チョ・スジン

定価 15,000ウォン | 60p | 184×246 | ISBN 9788956187068

・2016ボローニャ 今年のイラストレーター選定作
・2016少年韓国日報 優秀児童図書 優秀賞、特別賞
・2017開かれた子ども 推薦図書
・2017子ども図書研究会 選定図書
・2017 UE le immagini della fantasia 34th選定

版権輸出国：中国

2016
ボローニャ
国際児童図書展
今年のイラストレーター

木、踊る

ちょっと風変わりで、とてもめずらしい絵本。葉が生

い茂っていた木が少しずつ切られ、根元だけが残りま

す。切られた木の下は、根の中の世界。根の中の世界

では、生命力あふれるさまざまな生き物たちが 一体

となって動いています。

文と絵  ペ・ユジョン

定価 35,000ウォン | 76p | 150×380 | ISBN 9788956187051

・2018ボローニャ・ラガ
ッツィ賞 ニューホライズ
ン部門 大賞

2018
ボローニャ・
ラガッツィ賞
ニューホライズン
部門 大賞
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アリがのぼる

トマトの木で起こった不思議な出来事を描く

想像力いっぱいの絵本。

アリが木に登る。猫、キリン、サルも登る。

小さな子どももピョンピョン駆け上がる。

ところが下を見ると、大きなクマが登ってきた。

そして、ムシャムシャムシャ。何かを全部食べちゃった。

次は何が起こるでしょうか？

文と絵　イ・ヘジン

定価 13,000ウォン | 48p | 152×330 | ISBN 9788956187136

・2016夢見る図書館 推薦図書
・2016開かれた子ども  推薦図書
・2017朝読書 推薦図書
・2017本のそで 選定図書
・2017ボローニャ国際児童図書展 特別展 選定図書

四角

小さな四角がひとつありました。ある日、小さな四角が歩いて、駆

けて、走ります。 ところが、すぐに石につまずいてしまいました。

たくさんの四角が現れます。 小さな四角たちはみんな一緒にこわご

わ絶壁を登り、真っ暗な洞窟を探険して、荒々しい海を渡ります。

小さな四角たちと一緒に、冒険に出かけましょう。何だって乗り越

えられそうなパワーが湧いてくるはずです。

文と絵　チャ・ヨンギョン

定価 13,000ウォン | 60p | 215×210 | ISBN 9788956187129

・2016学校図書館ジャーナル  推薦図書
・2017ボローニャ国際児童図書展 韓国代表絵本41選
・2017開かれた子ども 推薦図書
・2017朝読書 推薦図書
・2018グアダラハラ国際図書展 韓国代表絵本

版権輸出国：中国
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わたしは飛ぶ鳥

真の自由とは何なのか、考えるきっかけをくれる絵本。 小さくて、

かよわそうな鳥が１羽。鳥かごに閉じ込められていた鳥が飛び立ち

ます。 ところが、さらにもどかしい空間が鳥の行く手をさえぎりま

す。 それでも鳥は飛び続けますが、ついに本の中に閉じ込められて

しまいます。 この絵本の読者だけが、鳥を自由にしてあげることが

できます。

文と絵  ジョウ

定価 13,000ウォン | 40p | 210×210 | ISBN 9788956187259

・2017朝読書 推薦図書
・2017世宗図書 文学分かち合い  選定図書
・2017学校図書館ジャーナル  推薦図書

版権輸出国：チリ

長いおもち

お米で作った白くてコシのある長いおもちは、遊ぶのにぴったり

です。 なわとびみたいに飛び越えてもいいし、 ぴょんぴょんジ

ャンプして遊ぶことだってできるんです。 味もおいしいです。長

めに切ったおもちをひと口ずつ噛み切って食べたり、 トントン細

く切って、お雑煮に入れて食べたりします。 さらにおいしく食べ

るには、他にどんな方法があるでしょうか？

文と絵　サイダー

定価 12,000ウォン | 40p | 265×190 | ISBN 9788956187150

・2016朝読書 推薦図書
・2017本のそで 選定図書
・2017開かれた子ども 推薦図書
・2017朝読書 推薦図書
・2018ブックスタート 選定図書
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塩の湖

オーストラリアの塩湖を旅した作家が

現地で出会った真夏のクリスマスを

韓国伝統の絵画技法である螺鈿技法で描いた絵本です。

昼は雲と湖が鏡の中で魔法を働かせ、夜はキラキラと光を放ちながら

クリスマスを迎える塩の湖に足を浸してみませんか？

文と絵  チョン・フェユン

定価 15,000ウォン | 40p | 300×200 | ISBN 9788956187280

・2017ボローニャ国際児童図書展 
  特別展 選定図書
・2017夢見る図書館 推薦図書
・2017 韓中日芸術展 優秀作

ぶただよ、ぶたじゃないよ

子どもに相対性の概念を易しく、そして深く教える絵本です。

本をひっくり返したり、横向きや下向きに開いたり、 上向きに開

いたりしながら思考を深め、 私たちが知っている単語についてい

っそう深く考えることができます。

文と絵  イ・スノク

定価 15,000ウォン | 60p | 180×230 | ISBN 9788956187273

・2017ボローニャ 今年のイラストレーター選定作
・2017朝読書 推薦図書
・2018ブックスタート 選定図書
・2018本のそで 選定図書
・2018ナミコンクール入選

版権輸出国：台湾、中国

2017
ボローニャ
国際児童図書展
今年のイラストレーター
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・2017開かれた子ども 推薦図書
・2017学校図書館ジャーナル 今年の本
・2018本のそで 選定図書
・2018朝読書 推薦図書
・2019ブックスタート 選定図書
・子ども図書研究会 韓国絵本100選

さつまいもだよ

観察力と想像力、ウィットのきいた抱腹絶倒のさつまいも絵本。

丸いさつまいも、細長いさつまいも、小さなさつまいも。おなかが

でっぷりしたさつまいも、全身に黒い毛が生えたさつまいも、ちょ

っとワルそうなさつまいも。 こんなさつまいもたちが堂々と「ぼく

もさつまいもだよ！」と言いながら、自分をアピールします。

ページをめくりながら、おなかを抱えて大笑いしましょう！

文と絵  サイダー

定価 13,000ウォン | 40p | 192×245 | ISBN 9788956187372

未来を開こう！　キルノリ

古くから伝わるキルノリ（楽器を打ち鳴らしながら練り歩くパレード）をさ

まざまな韓国の楽器と共に描きました。 キルノリの一行と一緒に行進してい

るかのような気分が味わえるように、全行程をご紹介します。 朝鮮半島の歌

楽を成すケンガリ（小さな銅鑼）、チャング（砂時計型打楽器）、プク（太

鼓）、チン（大きな銅鑼）、ソゴ（小太鼓）が民俗芸能“キルノリ”の場で繰

り広げられます。楽器たちのハーモニーを感じられる一冊です。

文と絵  ノウル

定価 19,500ウォン | 80p | 249×236 | ISBN 9788956187327

・2018世宗図書　文学分かち合い 選定図書
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どこどこ　春の風

タンポポが咲く春です。子どもが何かを探しに出かけます。

ところが、子どもはどこに行っても「ない。ないよ」と残念がり

ます。 野原にはタンポポもヒメジョオンも、咲いたばかりのク

ローバーと エノコログサもあるのに。そんな中、突然子どもが

「あれ？」と 遠くを眺めます。ついに見つけました。

文と絵  ソン・ヒョンジュ

定価 15,000ウォン | 52p | 210×210 | ISBN 9788956187402

・2018朝読書 推薦図書

版権輸出国：チリ

カエルの花

自然が四季を通して美しく、神秘的なのはなぜでしょうか？

それは月光があるからだと絵本は語ります。 この本では、月光か

ら落ちた月粉が世の中を変える様子を とても展開の速い映像のよ

うに表現しました。 月の光を帯びた花がカエルになり、カエルが

花火になって、花火が蝶になります。 つづいて何が起こるのか、

一緒に見てみませんか？

文と絵  ク・シネ

定価 14,000ウォン | 52p | 270×180 | ISBN 9788956187389

・2018朝読書 推薦図書
・2018絵本協会 推薦図書
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山羊のフン　GA NA DA

ヤギのフンを追っていくと、何が見えるでしょうか？　ヤギの目くそをホタルが集

め、一本橋を渡るときはラマがぴょんと走って危険から逃れ、ライオンに追われた

ときはスッポンが助けてくれて……。動物たちは、それぞれが得意なことをしなが

ら遊びます。

やがてヤギのフンは、目が見えない人の行き先を明るく照らす点字になります。ヤ

ギのフンの使い道がすぐにはわからないのと同じように、点字は誰かにとっては意

味がなくても、他の誰かにとっては大切な道案内の役目を果たします。

                                           文と絵 イ・ナレ

                                           定価 15,000ウォン | 60p | 240×235 | ISBN 9788956187433

・2017京畿北部文化財団 選定図書
・2018朝読書 推薦図書

きみは誰？

きみは誰なの？　勇敢なきみは、思いきり体を広げるきみは。

驚いて飛び上がるきみは、待ってくれる友達がいるきみは、

高く昇っても下に落ちても、くたびれないきみは誰なの？あちこ

ちを冒険して、ぐるぐる回りまわって別れても出会うきみは誰な

の？ 私と拍子を合わせて踊るきみは、トントンうちのドアを叩く

きみは誰なの？

文と絵  アン・ヒョリム

定価 15,000ウォン | 44p | 145×350 | ISBN 9788956187426

・2017出版文化産業振興院 優秀出版コンテンツ
  製作支援事業 選定図書
・2018ボローニャ・ラガッツィ賞 オペラプリマの部 優秀賞
・2018朝読書 推薦図書
・2018上海国際児童図書展 韓国代表絵本20選
・2019ブックスタート 選定図書

2018
ボローニャ
国際児童図書展
オペラプリマの部
優秀賞
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柿の木が呼んだら

大きく育って黄色く熟れた柿がぽとん。秋がやってきた。 鈴なりの柿がもたらす、に

ぎやかながら鼻の奥がつんと痛む物語。 青々とした葉を茂らせ、柿の実をたわわに

実らせた木が最初のページに登場します。 柿が熟すと、町内の人々が一人二人と集

まって柿をもぎます。 そんなふうに美しく生きてきた柿の木は、最後の柿を一つ残し

て、ヨンジに別れを告げます。 最後の実まで落ちた柿の木は、このときから少しずつ

形を変えています。 いつのまにか水になり、川の水となって、湖になり、青い川にな

るのです。 人々はまだ、あの柿の木を覚えているでしょうか？

                                 文と絵 アン・ヒョリム

                                 定価 13,000ウォン | 40p | 205×245 | ISBN 9788956187488

・2018学校図書館ジャーナル 推薦図書
・2018ボローニャ国際児童図書展特別展 選定図書

いやな日

ジリ、ジリ、ジリリ。甘い夢を終わらせる音が聞こえます。

大きな時計が鳴らすベルの音がヨンヒには嬉しくありません。

ママが早く起きて学校に行きなさいと大声で叫ぶのが聞こえます。

８時を知らせる鐘の音が止まっても、ヨンヒは起き上がろうとしません。

「宿題もやってないし……」宿題が終わっていないから、学校に行きたく

ないようです。 ものすごく学校に行きたくないけれど、熱もないし、地球

が壊れることもありません。 ヨンヒは無事に学校へ行けるでしょうか？

文と絵 ソン・ヨンナン

定価 15,000ウォン | 44p | 220×230 | ISBN 9788956187457

・2017開かれた子ども 推薦図書
・2017月刊絵本 推薦図書
・2018本のそで 選定図書
・2018朝読書 推薦図書
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影ひとつ

とても長い影がのびています。その影を見たキツネとクマが 静かに歩

いてきます。ライオンとタヌキも影を眺めながらやってきます。 動物た

ちは涼しげな木陰で、暑さをしのいでいるようです。 今度はサルとワ

ニ、ゾウ、カバが訪ねてきます。左の片隅にはカメの姿も見えます。 暮

らす場所の違う動物たちがこんなに大勢集まるなんて、何が起こったの

でしょう？ この影は、本当に木の影なのでしょうか？

文と絵 チェ・スンヨン

定価 14,000ウォン | 40p | 205×245 | ISBN 9788956187518

・2018世宗図書 文学分かち合い 選定図書
・2019ボローニャ・ラガッツィ賞 オペラプリマの部 
  スペシャルメンション受賞
・2019朝読書 推薦図書
・2019ブックスタート 選定図書
・2019本のそで 選定図書
・2021本のそで 選定図書

版権輸出国：中国、デンマーク、フランス

2019
ボローニャ
国際児童図書展
オペラプリマの部
スペシャルメンション

赤

・2017出版文化産業振興院 優秀出版コンテンツ
  製作支援事業 選定
・2018ボローニャ 今年のイラストレーター選定作
・2018上海国際児童図書展 韓国代表絵本20選
・2018朝読書 推薦図書
・2019ブックスタート 選定図書

版権輸出国：中国、フランス

この世に存在する赤い色は、一見、ひとつのように思えますが、

もう少し注意深く見てみると、そうではありません。 太陽の赤

も日が沈むときと日が昇るときでは違い、 血の赤も健康なとき

と病気のときでは色が違うように。 目立つ赤、熱い赤、危険な

赤、楽しい赤、私たちの身体の中でうごめく赤。 このように赤

い色は、さまざまな姿で私たちと共に生きていきます。

文と絵 イ・スノク

定価 15,000ウォン | 60p | 210×210 | ISBN 9788956187495

2018
ボローニャ
国際児童図書展
今年のイラストレーター
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・2016ボローニャ・ラガッツィ賞 今年のイラストレーター
  選定作家

鏡の本

「何かが起こったとき、心で感じる気持ちを“感情”

というんだ。今のきみの感情を見つけるお手伝い

をするよ。さあ、感情を探す旅に出ようか？　出

発！」

恥ずかしさ、孤独、嫉妬、おもしろさ、自信、安ら

かさ、愛、喜びなど、心の中にある感情を見つける

ための本です。一枚ずつページを切りはなして鏡に

映したり、空白のページにさまざまな感情を描いた

りすることもできます。

文と絵 チョ・スジン

定価 35,000ウォン | 40p | 260×360 | ISBN 9788956187525

ハトがクククク

子どもが寝ています。ところがハトがしきりに頭の中に入ってきて、ククククと鳴き

ます。 しばらくのしんぼうだと思い、眠くなるのを待ちます。 ところが今度は猫が

やってきて、ゴロゴロゴロゴロとのどを鳴らします。猫が頭の中でぐるぐるぐるっと

回ります。 今度はセミが飛んできて、ジジジジと騒々しく鳴きます。腹が立った子

どもは、大声で言います。「寝るよ！　寝るんだってば！」 静かになったと思いき

や、さらにたくさんのハトが飛んできて、頭の中でククククと鳴きます。今夜、この

子はぐっすり眠れるのでしょうか？

文と絵 イ・ヘジン

定価 14,000ウォン | 44p | 210×222 | ISBN 9788956187532

・2019学校図書館ジャーナル 推薦図書
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花・りんご

表も裏も表紙になっている、文字のない絵本です。 花が咲きました。花は風

に揺れます。風はまもなく雨となり、花びらを濡らします。 花びらの赤く黄色

い水が地面へとしみ込みます。その場所に、白い花が咲き誇ります。 その花

が枯れると、そこには赤くて黄色い実がなります。実はすくすくと育って、赤い

りんごになります。 皆さんもこの本の作者のように、花を見てりんごを思い

出し、りんごを見て花を思い出すことはありますか？

文と絵 キム・ユンギョン

定価 19,000ウォン | 32p | 210×220 | ISBN 9788956187921

消しゴム

消しゴムは、本当に消すだけの道具でしょうか？　鉛筆は本当に書くだ

けの道具でしょうか？　絵本の左ページでは、鉛筆が字を書き、消して

いきます。右ページでは消しゴムが絵を描き、新しい絵を作り出しま

す。やがて左の文字がすべて消えて何も読めなくなると、右側にあった

絵もすべて消えてしまいす。今度は何が起こるのでしょう？　消しゴム

と鉛筆が繰り広げる、思いがけない世界を体験してみてください。

文と絵 オ・セナ

定価 15,000ウォン | 48p | 240×237 | ISBN 9788956187914

・2019本のそで推薦図書
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３日目

おばあちゃんは私のいちばんの仲良しです。でも、おばあちゃんが

私のことを「ママ」と呼んで遊ぼうとするときは本当にイヤになり

ます。

今日、学校から帰ってきたら、おばあちゃんがいません。みんな

は、おばあちゃんが亡くなったと言います。いつだったか、おばあ

ちゃんがおばあちゃんのママは「あっち」にいると言っていたけれ

ど。たぶん、おばあちゃんはママに会いに行ったんだと思います。

おばあちゃん、はやく帰ってこないかな。いちばんの仲良しがいな

いから、本当にたいくつです。

                    文と絵 ソン・ヨンナン

                    定価 15,000ウォン | 40p | 220×230 | ISBN 9788956187976

雨水アパート

この本の最大の魅力は、日常生活のなかでよく目にする抽象的なイメージを具象的に

変化させたところにあります。水たまりに映る抽象的なイメージを、人や動物に見立て

て新たに表現した絵本です。

楽しい水たまりの写真と、トレーシングペーパーに印刷されたグラフィックデザインが

読者を新しい世界へと導きます。

文と写真 キム・ヨンヒ | 絵 チャ・ヨンギョン

定価 29,000ウォン | 52p | 210×215 | ISBN 9788956187952

・2018世宗図書　文学分かち合い 選定図書
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ずるずる、くちゃくちゃ！

ここはどこでしょう？　怪物が暮らす場所でしょうか？　違います。

ここは私たちが月に一度、あるいは数カ月に一度訪れる、おなじみの場

所です。 一部の子どもたちと大人たちにとっては、本当に行きたくない

ところです。後ろにはシャキシャキ音を出すハサミがあって、かっかと火

が燃えさかる場所だから。皆さんはとても大きな絵本の中で、平凡に見

えていた世の中を新たな視点から眺めることができます。

文と絵 チョ・スルギ

定価 29,000ウォン | 32p | 386×338 | ISBN 9788956188126

・2018出版文化産業振興院 優秀出版コン 
  テンツ製作支援事業 選定図書

きみは音

渡り鳥の羽ばたきはピアノの音色だ、という作家の想像力が盛り込まれた本で

す。 渡り鳥が昼夜を問わず数千キロメートルを飛んで南にやってくる間、空では

どんなことが起こっているのでしょうか？　時には激しい風に出くわしたり、暴風

雨に巻きこまれたり、さまざまな苦労があります。時には険しい峰を越えたり、荒

々しい海を渡ったりもします。私たちが空を仰いで眺める鳥のファンタスティック

なダンスの中には、私たちが見ることのできない歌が隠れているのです。

文と絵　シン・ユミ

定価 19,000ウォン | 44p | 290×240 | ISBN 9788956187990

・2019世宗図書　文学分かち合い  選定図書
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・2020ボローニャ 今年のイラストレ  
  ーター 選定作
・2020本のそで 選定図書
・2021IBBY Silent Book選定図書

氷山

青い海の上に氷山が一つ浮かんでいます。ページをめくるたびに白い氷山が少しずつ

増えていきます。氷山はどんどん増えて、ページをいっぱいに埋め尽くします。その隙

間から動物たちが現れます。しかしそれもつかの間、動物と氷山は溶け始めます。どん

どん溶けて、すべて消えて、最初に登場した氷山だけが残ります。この氷山の正体は何

でしょうか？

小さな行動が積み重なって、大きな結果につながることがあります。もしかしたら、何

気なく箱からティッシュを抜き取る私たちの指先に、氷山の運命がかかっているかも

しれません。

文と絵　オ・セナ

定価 19,000ウォン | 40p | 350×175 |ISBN 9788956188164

ダンス

「おはしが踊る？　そんなはずはない。おはしが踊るなんて」

私たちは少なくとも一日に２、３回、おはしを持って踊ります。おか

ずをつまむとき、うどんを食べるときも踊ります。おはしは一人では

踊れません。パートナーと一緒に踊るダンスは、ぎこちなくても大丈

夫。今日から、おはしのダンスを改めて眺めてみてください。そして

一緒に踊ってみましょう。そうすれば、こんなに素敵なパートナーが

自分のそばにいたんだなと感じることができますよ。

文と絵 イ・セギョン

定価 19,500ウォン | 80p | 80×285 | ISBN 9788956188133

・2018出版文化産業振興院 優秀出版コンテンツ製作支援事業 選定図書
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ぼくらはここだよ、動物園

動物園で暮らすライオンのレオは、こう言います。

「おれは動物園に住んでいる。いつも人間に囲まれて

いるんだ。これは、おれが夢見た人生じゃない。無理

だと知りながら、ここから脱出する日を夢見たこと

もある。だが、今は現実を受け入れようと努力してい

る。希望がなくても、おれたちは毎日めしを食う。お

れが死んだって、他のやつが身代わりになるだけだか

らだ。愛する相手ができても子どもは作らない。こん

な苦痛を子どもに味わわせたくはないだろう？　いま

の願いはたった一つだ。生まれ変われるなら、別の場

所で暮らしたい……」

文 ホ・ジョンユン | 絵　コ・ジョンスン

定価 14,000ウォン | 44p | 190×300 | ISBN 9788956188195

 

・2019環境正義 環境の本 選定図書
・2020朝読書 推薦図書

版権輸出国：台湾

つかまえろ！

犬がニワトリを追いかけます。ニワトリは楽しそうに逃げます。２匹の

スリリングな鬼ごっこにヘビが加わります。この本は素早くめくるとア

ニメーションになるフリップブックです。単純ながら何度もめくりたく

なる魅力があります。

ページをめくれば、いつのまにか笑顔になっている自分に気づくこと

でしょう。

グラフィックデザイナーである作者は、基本的な図形であるマル、サ

ンカク、シカクを分解して再配置することによってキャラクターを作

り出しました。シンプルで魅力的なキャラクターたちが繰り広げる粘

り強い追撃戦を一緒に鑑賞してみましょう。

                               文と絵 ファン・サンミ

                               定価 15,000ウォン | 256p | 140×70 

                               ISBN 9788956188174
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波が来る

一人の子どもが砂のお城を作りました。波より高く、波より丈夫に！

　ところが、すぐ波に巻きこまれてしまいます。今回はたくさんの子

どもたちが集まって、砂のお城を作りました。もっと高く、もっと丈

夫に！　しかし大きい波が襲ってきて、お城はまた崩れてしまいま

す。 子どもたちもカニも驚いて逃げます。子どもたちはどうして波

が打ち寄せる場所にお城を作るのでしょうか？　波に飲まれてしま

うことを知っているのに。 子どもたちにとっては、このすべてが楽

しい遊びです。波打つ海辺は、世の中で最も楽しい遊び場。波は飽

きることなくやってきて、またやってくるからです。

文と絵 アン・ヒョリム

定価 15,000ウォン | 44p | 300×160 | ISBN 9788956188355

・2020本のそで選定図書

星、星、月のうさぎ

作家ハン・ホジンの前作「うさぎのお掃除屋さん」で、うさぎは汚染された地

球を離れて月で生きることになります。新たな住みかとなった月のうさぎ村

では、野菜と果物が豊作です。ところが立派に育った食糧を収穫した日、奇

妙なことが起こります。星がぐんぐん遠ざかってしまったのです。暗くなった

月うさぎの村にパニックが訪れます。村長のおじいさんは、科学者うさぎたち

に星をつかまえる方法を研究しなさいと言います。科学者うさぎたちは虫捕

り網を作り、パチンコを作り、大きな風船まで作りましたが、すべて失敗して

しまいます。はたして、うさぎたちは星をつかまえられるでしょうか？

文と絵 ハン・ホジン

定価 14,000ウォン | 44p | 260×237

ISBN 9788956188348



52 53

汽車がシュッシュッ

世の中にはたくさんの汽車がありますが、この汽車はとても怪し

くて危険です。

シュッシュッ、汽車に乗って出かけてみませんか？

汽車はくねくねした線路に沿って走ります。ところが汽車が過ぎ

去った後には、まっすぐに伸びた線路が残ります。不思議でしょ

う？　どんな障害物が現れようとも、汽車はよどみなく走ってい

きます。そして、出会うものすべてを平たくしていきます。

この不思議な汽車に乗りたいですか？

それじゃあ、明日着る服を準備しておいてくださいね！

                               文と絵 イ・セミ

                               定価 13,000ウォン | 56p | 275×190 

                               ISBN 9788956188409

・2020ブックスタート 選定図書
・2020朝読書 推薦図書

川向こうの森から、声が聞こえます

数日間降り続いた雨がやみました。子どもが外に出ると、やぶの中に赤ちゃんゾウが座って

いました。子どもはゾウを心配します。迷子になったのか、必要なものはないかとたずねま

す。２人は毎日一緒に過ごして、友達になりました。ある日、ゾウは子どもが一度も行ったこ

とのない場所に子どもを連れていきます。向かいの森から神秘的な声が聞こえてきます。さ

らに森の奥深くに入った子どもは他のゾウたちに出会います。赤ちゃんゾウと別れたくない

子どもは、こう言います。「きみみたいな声で挨拶ができたらいいな」

文と絵 イ・ウヨン

定価 14,000ウォン | 40p | 276×225 | ISBN 9788956188362

・2020朝読書 推薦図書
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小さな花

少年が家を作り始めました。塀が高くなるにつれて、

少年の体もどんどん大きくなっていきます。自分だけ

の城に一人で座っている少年の元に、一人の少女がや

ってきました。少女は小さな花を一輪、少年に渡しま

す。その花を返すために外に出てきた少年は、野原に

咲いた黄色い花の香りを嗅ぎます。そして背の高い花

を見たいという少女のために、自分の家を崩して階段

を作ります。二人は一緒に家を作り始め、少年は少女

と同じぐらいの大きさになります。

『小さな花』は少年を城の外に導き、新たな経験をも

たらします。他人、あるいは世の中と関係を結ぶ方法

をつづった美しい絵本です。

文と絵 キム・ヨンギョン

定価 19,000ウォン | 60p | 230×271 | ISBN 9788956188553

・2020韓国日報　推薦図書
・2020東亜日報　推薦図書
・2020ハンギョレ 推薦図書
・2020文学分かち合い 選定図書
・2021朝読書 推薦図書
・2021 IBBY Silent Book選定図書

私たちの家

子犬と散歩をしていた子供がとても小さな友達と出会います。私たちの

そばにいるけれど、よくよく見ないと簡単には見つからない友達、そし

て、私たちのそばにいなくてはならない友達です。カタバミソウの茎に

ついた葉虫、ヒメジョオンの花の下で休んでいる蝶、ヘビイチゴの茂み

で遊ぶカタツムリ……。私たちが気にも留めずに通り過ぎている木や草

が、彼らにとっては大切な家です。身をかがめて、この小さくてかわい

い友達と彼らの愛らしい憩いの場をのぞいてみてください。

文と絵 ソン・ヒョンジュ

定価 15,000ウォン | 40p | 272×220 | ISBN 9788956188423

・2019出版文化産業振興院 優秀出版コン
  テンツ製作支援事業 選定図書
・2019文学分かち合い 選定図書
・2020朝読書 推薦図書
・2021ブックスタート 選定図書

版権輸出国：中国
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・2021朝読書 推薦図書

赤い椅子

物語の中の動物たちはみんな、赤い椅子に座りたがり

ます。狭くて不便なのに、どかどかと椅子に上がって

くるのです。作者は赤い椅子を私たちの欲望だと考え

ました。それは高価な物かもしれないし、愛のような

感情かもしれないし、成功といった抽象的な概念かも

しれません。誰もが手に入れたいと思う対象、それが

まさに赤い椅子です。椅子は一つしかないのに、動物

たちはみんな椅子に座りたがります。すると、どうな

るでしょうか？　動物たちはケンカになるのでしょう

か？　あるいは、仲良く順番に座ろうとするでしょう

か？　物語は予想外の方向に進んでいきます。絶対的

だと思っていたことを、まったく違う観点から考える

機会をもたらしてくれる絵本です。

文と絵 ファン・スッキョン

定価 15,000ウォン | 48p | 178×259 | ISBN 9788956188577

63日

工場で生まれる子犬たちについての絵本です。まるでオモチャ工場で作ら

れる子犬のぬいぐるみのように“人間の手によって生み出される子犬たち”

の姿が描かれます。皆さんが心からかわいがっているペットの話かもしれ

ません。私たちがよく知らずにいた“出生の秘密”は実に衝撃的です。作者

のホ・ジョンユンはペットショップから子犬のルルを引き取ったことをき

っかけに、人間の欲望によって作られるペットの真実を知りました。知

れば知るほど申し訳なくなり、もっと多くの人に知らせたいという思いか

ら、この物語を書きました。版画技法の一つであるエッチングで表現され

た絵からは、生命を軽視する人間の行動を冷たい金属版の上に刻み込もう

とした作家の意図がうかがえます。

   文 ホ・ジョンユン | 絵 コ・ジョンスン

   定価 15,000ウォン | 44p | 325×253

   ISBN 9788956188560

・2020文学分かち合い 選定図書
・2020環境の定義環境策 選定図書
・2021子供図書研究会 推薦図書
・2021朝読書 推薦図書
・2021 BIB選定図書
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・2021朝読書 推薦図書

冊架図

朝鮮時代から描かれている民画「冊架図」と、十二支の

動物の物語で構成された絵本です。 屏風のような冊架

図の裏に、十二支の物語が書かれています。 冊架図の

中に隠れている動物を探しながら、その魅力に浸ってみ

てください。 12種類のお話とともに、十二支に込めら

れた韓国の文化を感じてみてください。

文と絵　キム・ジユン

定価22,000ウォン | 28p | 150×340

ISBN 9788956189291

・2021朝読書 推薦図書

想像の箱

何かな、何かな？　この不思議な箱は何だろう？

箱の中からカメが出てきて、四角が入って、

丸はシカに変わったよ。

箱に入って出てくると起こる、驚くべき変化！

想像が始まる想像の箱、今度は何を入れてみよう？

文と絵 オ・ハナ

定価 15,000ウォン | 40p | 295×200

ISBN 9788956188607
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わたしは、あのころ

皆さんのあのころはどんな時代でしたか？　記

憶の中の“わたし”はどんな姿ですか?

いまの皆さんはどんな姿でしょうか?

この本を広げる前に、ご自身のあのころを思い

出してみてください。

この本は一時期をともに過ごした髪の毛、そし

て、髪の毛が記録する自分についての物語で

す。読み終わったら、あなたのあのころを表紙

に書き込んで、題名を完成させてくださいね。

文と絵　ジウ

定価17,000ウォン | 56p | 222×270

ISBN 9788956189598

・2020東亜日報 推薦図書
・2021世宗図書 上半期教養部門 選定図書
・2022ブックスタート 選定図書
・2022本のそで 選定図書

わたしのおばあちゃん

済州島で幼少時代を過ごした作者が、祖母の思い出と島の

風景を描いた絵本です。

少女によって語られる物語が祖母の人生をうかがわせま

す。祖母との最後の散歩、祖母への最後のメッセージは、

孫娘の美しい心とともに島にすっかり溶け込みました。

文と絵　チョン・ウンジン

定価15,000ウォン | 40p | 270×227 | ISBN 9788956189321



たいくつ？

たいくつしている子どもの元にやってきた、魔

法のような想像を描く絵本。

今日はとてもたいくつです。なにかおもしろい

ことはないかな？　体をひねって、ぶつぶつひ

とりごとを言っても、やっぱりたいくつです。

こんなときは、そっと目を閉じて冒険に出てみ

ましょう。

想像さえできたら、いつでもどこでも行きたい

ところに行って、なりたいものになれます。

さあ、一緒に想像する楽しみを感じてみません

か？

文と絵　ヒョンミン

定価15,000ウォン | 40p | 250×250

ISBN 9788956180038

忘れちゃった

バスがどこかへ走ってゆきます。都会であわただしく過ごす人々

や自動車の間をバスは通り過ぎてゆきます。

バスは走りながらどんどん光を集め、大きな光に囲まれていきま

す。

バスはなぜ光を集めながら走るのでしょうか?　光はどこへ向か

うのでしょう?　光をたどる旅の終わりに、皆さんが忘れていた

その“何か”に出会えるはずです。

文と絵　チョン・ジュンヒョン

定価19,000ウォン | 44p | 300×150 | ISBN 9788956189840

62 63



さつまいもだよん

いろいろなさつまいもたちが力を合わせて冒険を繰り

広げる、笑いがいっぱいの物語。前作の『さつまいも

だよ』とは違い、さつまいもたちが忠清道の方言で話

します。

個性豊かなさつまいもたちと一緒に、スリルと笑いの

あふれる冒険に出かけましょう。急な上り坂や危険な

穴、深い川や絶壁もへっちゃらです。さつまいもたち

が力を合わせれば、できないことはありません。

声を出して読めば、読解力が上がり、おしゃべりがぐ

んぐん上達する絵本です。

文と絵　サイダー

定価15,000ウォン | 40p | 192×245

ISBN 9788956181196

わたしは小鳥

ひと針、ひと針、手縫いしながら“鳥と私”の時

間を記録した刺繍絵本。

ささやかなことから新しいことを発見させ、違

う角度から世の中を見せてくれます。

また、閉じた“私”を開いて、外に出てこさせま

す。

何かに心を寄せるということ、すなわち“関心”

は、ものごとの見方を変えるきっかけとなりま

す。これまで発見できなかった幸せが小さな花

粉から始まるように、身の回りの小さな幸せを

発見する喜びをぜひ感じてみてください。

文と絵　パク・ユンジョン

定価18,000ウォン | 36p | 231×215 | ISBN 9788956180120

64 65
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パパのおひざはわたしの場所

モンイとヤンは一緒に暮らすペットです。

モンイは遊びが大好きで、ヤンはおとなしい子です。

モンイとヤンは大切な友達ですが、私はパパが帰ってくると２匹をすぐに忘れてしまいま

す。モンイもヤンもパパと遊びたがりますが、私はいつでもパパをひとり占めしたいんで

す。

今日はみんなでパパのおひざに乗らなくちゃいけません。なぜなら……。

文と絵 ナ・ウンギョン

定価 12,000ウォン | 40p | 218×210 | ISBN 9788956187464

版権輸出国：台湾

Kinderland Picturebooks
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豆を植える

おばあちゃんと一緒に畑に行った子どもは、豆を植える様子

を見物します。

土を選んで、水をかけて、肥料を混ぜて、ビニールで覆っ

て……。

豆を植える工程には、おばあちゃんの知恵と待ち遠しさがぎ

ゅっと詰まっています。

植えた豆は、どんなふうに育つのでしょうか？　害虫がやっ

てきても、豆はお日様と雨を浴び、すくすく育って花を咲か

せます。そして、さやの中に実を結びます。

おばあちゃんの豆畑は今年も豊作のようです。豆が育つ間、

おばあちゃんと孫娘の心もよりいっそう豊かになります。

文と絵 シン・ボルム

定価 19,000ウォン | 32p | 110×220 | ISBN 9788956187945

・2017想像満開 本の絵 選定作
・2017朝読書 推薦図書
・2019本のそで 選定図書

あおいアヒル

秋のある日、青いあひるは赤ちゃんの泣き声を聞いて泳いで行き、池で見つけた赤ちゃん

ワニを温かく抱きしめました。そして、赤ちゃんワニと家族になります。青いあひると赤ち

ゃんワニは幸せに暮らし、赤ちゃんワニはおとなのワニに成長します。あるときから、青い

あひるの記憶が少しずつ消えていきます。おとなになったワニのことを忘れて、どんどん赤

ちゃんになっていくのです。これからはワニが青いあひるのママです。青いあひるの記憶は

消えていきますが、お互いを慈しみ愛する２匹の心は変わりません。

文と絵 リリア

定価 13,000ウォン | 48p | 238×190 | ISBN 9788956187501

・2017想像満開 本の絵 選定作
・2018韓国文化芸術委員会 文学分かち合い 
  選定図書
・2019朝読書 推薦図書
・2019子ども図書研究会 選定図書
・2019ブックスタート 選定図書
・２０１９本のそで 選定図書

-日本 全国学校図書館協議会選定図書
-日本 第67回産経児童文化出版賞 翻訳作品賞
-フランス Le Prix Des Incorruptibles選定図書

版権輸出国：スペイン、フランス、ドイツ、イタリア、
日本、台湾、中国、クロアチア、スロベニア
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姉と弟～許蘭雪軒と許筠の語り尽くせない話

ホ・ナンソロン（許蘭雪軒）は、女性の社会的活動が難

しい朝鮮時代に生まれたにもかかわらず、８歳にして詩

を作り、周囲を驚かせました。弟のホ・ギュン（許筠）

もまた生まれたときから聡明で、９歳から詩を作り、生

涯にわたって文章を書き続けました。この本はホ・ナン

ソロンとホ・ギュンの姉弟がお互いに書いた手紙をそれ

ぞれ、また、共に紹介していく独特な形式の絵本です。

この本には彼らが語り切れなかった話、お互いを思いや

る気持ちが詰まっています。読んでいるうちに、会えな

いはずの姉弟が時空を行き来しながら会話を交わしてい

るように思えてくるでしょう。

文　ホ・ジョンユン| 絵 ジュリ

定価 20,000ウォン | 64p | 140×290 | ISBN 9788956188393

おとなりのおじいちゃん

ぼくはおとなりのおじいちゃんが怖いです。ぼくをみると、いつも「こいつ

め、挨拶はどうした？」と怒鳴ります。それでぼくはびっくりして、急いで家に

帰ってしまいます。どうしておとなりのおじいちゃんは赤ちゃんみたいに愛ら

しくないのでしょうか？　でも、今日はおとなりのおじいちゃんが子どもたち

とメンコ遊びをしています。みんなはおじいちゃんのことが怖くないのでし

ょうか？　ぼくはいつになったら、おじいちゃんのことが怖くなくなるのでし

ょうか？

                       文と絵 ハ・ヨン

                       定価 14,000ウォン | 40p | 215×260 | ISBN 9788956187983

 

・2019朝読書 推薦図書
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ざぁーっ

雨が降る日の物語であり、日常の物語を「特別な

日」に変える絵本です。

ぽつぽつ、しとしと、ざぁーっ……。雨音が大きく

なるにつれて、子どもたちの緊張も高まります。

真夏の夕立ちのようにさわやかな笑いをもたらす本

書を読んで、すがすがしさを味わってください。

文と絵　ジェヒ

定価13,000ウォン | 36p | 190×230

ISBN 9788956188621

・2021ブックスタート　選定図書
・2021本のそで 選定図書
・2022ブックスタート 選定図書

コウノトリのポンスン

コウノトリのポンスンを知っていますか？

韓国と日本は、コウノトリの再生・保護活動に努めて

います。2014年、日本で生まれたコウノトリが海を渡

って韓国の烽下村まで飛んできて、「ポンスン」と名

付けられました。

この本は、コウノトリのポンスンの実話をもとに作ら

れた絵本です。

文 キム・ファン | 絵　サイダー

定価13,000ウォン | 44p | 220×290

ISBN 9788956188614

 

・2021朝読書 推薦図書
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ミンキー美容室

ダミに丸坊主だとからかわれたミンキーは、ダ

ミに仕返しをしようと決心します。

ところがその夜、ダミが救急車で運ばれていき

ます。そして丸坊主で帰ってきたダミ。ミンキ

ーはちっともうれしくありません。

真っ暗な夜、ミンキー美容室には一晩中、あか

りがついています。

いったい何が起こったのでしょうか？

文と絵　ユン・ソジン

定価14,000ウォン | 48p | 223×220

ISBN 9788956189307

・2021朝読書 推薦図書

弟のいない日

感情の波をさわやかな笑いによって表現した、文字の

ない絵本です。

マンガやウェブトゥーンを連想させる展開、意外な素材

を使って新鮮な驚きをもたらしてくれる愉快な絵が私

たちの目を引きつけます。

弟も、○○もいない日の特別な物語をどうぞお楽しみ

ください。

文と絵　ヨルムコッ

定価13,000ウォン | 32p | 190×233

ISBN 9788956189284

 

・2020東亜日報　推薦図書
・2020読書新聞　推薦図書
・2020文学分かち合い　選定図書
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いらっしゃいませ、万里の長城です

我が家は中華料理店「万里の長城」を営んでいま

す。パパはお料理、ママは配達を担当していま

す。そして私が幼稚園に行っている間、おばあち

ゃんはハングルを習います。

うちのメニューは、他の中華料理店とは少し違い

ます。おばあちゃんが好きな順に、パパが並べ替

えたからです。そんなある日、メニューの順序が

変わりました。看板も新しくなりました。

そして「万里の長城」は、なつかしいお客さんを

待ちます。

文　イ・ジョンロク | 絵　キム・ユギョン

定価15,000ウォン | 40p | 194×280

ISBN 9788956189826

・2021ソウル特別市教育庁 子供図書館 家庭の月 推奨図書
・2021 KBBY 5月の推薦図書
・2021学校図書館ジャーナル7月、8月号　推薦図書

版権輸出国:中国

完璧なタイミング

船の中で大騒ぎが起こります。しかし、この問題を解決

する手立てはありません。誰にでも一度はこんな経験

があるのではないでしょうか。

すぐにでも飛び出してきそうなおならをがまんして、さ

らにがまんを続けなければならないという大ピンチ！

作者はこの困り果てた状況に漫画的な想像力を加え

て、爆笑を引き起こします。ページをめくるたびに状況

はどんどん深刻になり、口元がどんどん上がっていき

ます。

文と絵　ナム・ドンワン

定価14,000ウォン | 40p | 192×245

ISBN 9788956189628

 

版権輸出国:中国
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長いかけっこ

人生は長いかけっこ。ひとりぼっちの孤独な戦いではな

く、みんなと一緒に走るかけっこ。

周囲を見回してみると、一緒に走る人やかけっこを応援

してくれる人がいます。私たちはみんなと競争しつつ助

け合いながら、長いかけっこをしている最中なのです。

ゆっくり走ってもいいし、しばらく休んでも大丈夫。た

だし、この長いかけっこをやめないでくださいね。

文と絵　イ・ハジン

定価15,000ウォン | 40p | 221×285

ISBN 9788956180045

緑色のカメ

言葉にしなくても通じ合う気持ち、ともに過

ごすほどに深まっていく家族の姿を描いた絵

本。

自分が大きくなったぶん、両親が小さくなった

ように感じることがあります。時が流れ、おた

がいに少しずつ変化した役割をこなしながら

毎日を生きていきます。つらく大変な時期が訪

れても、家族は待ちます。おたがいを大切に思

って過ごした時間を追憶しながら。

文と絵　リリア

定価15,000ウォン | 64p | 238×190

ISBN 9788956180021

 

・2021おばけ絵本文学賞　受賞図書
・2022ブックスタート 選定図書
・2022本のそで 選定図書

版権輸出国:中国、フランス
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ソーダ砂漠で発見された、ここだけの発明品の話

スキンの発明ノート

趣味は実験、特技は発明！　かわいくて、めずらしい発

明品がいっぱい。

奇想天外なアイデアと実験記録、おもしろいアイデアの

スケッチや完成した発明品の情報など、心を癒やしてく

れる発明品にまつわるすべてが記されています。

幻想的な色彩とあたたかなタッチが、私たちをカラフル

なソーダ砂漠の世界に連れていってくれる絵本です。

文と絵　シャシャミウ

定価15,000ウォン | 64p | 180×230

ISBN 9788956180335

おやおや、マンボウ

マンボウはとても心が傷つきやすいという俗説

から作られた絵本。

とある海に棲む小さな魚が聞かせてくれる、と

ても小心者なマンボウの物語です。

かわいらしくてユーモラスな図体と漫画的な構

成が物語の楽しさをいっそう引き立ててくれま

す。マンボウと小さな魚の旅をお楽しみくださ

い！

文と絵　イ・ソンジュ

定価15,000ウォン | 44p | 246×215

ISBN 9788956180144
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花柄のネコ型石けん

「私は、花柄のネコ型石けん。みんなに愛されていた。

そんなある日、私は捨てられたの」

私たちはさまざまな目標をもって、毎日を一生懸命生

きています。しかし、ときどき自分が消費されているの

ではないだろうか、自分の日常がうるおいのないものに

なっているのではないかと感じることもあります。いつ

も愛されていて、愛されたいと望んだ花柄のネコ型石

けんと、大切な存在だと認められたかった２つの石け

んの物語が皆さんの心を癒やします。

文と絵　ソ・ホラン

定価18,000ウォン | 40p | 210×257

ISBN 9788956181981

 

あいさつを交わします

あいさつを欠かさない、明るい子どもを育てるお手伝

いをする絵本。

世の中を明るくほがらかにしてくれるあいさつを交わし

ます。

ミンチョルが勇気を出してあいさつをしたことによっ

て、無表情だったご近所さんたちの表情が変わりま

す。

いつでもどこでも、あいさつは閉じた心のとびらを開く

カギになります。ほんの少しの勇気と親切によって、周

囲はどんなふうに変化するでしょうか。

文と絵　イ・ハンジェ

定価14,000ウォン | 32p | 190×247

ISBN 9788956180342
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どこの家の赤ちゃん？

かわいい赤ちゃんが我が家にやってきたら、どん

な気分になるでしょうか？　赤ちゃんが生まれて

新しい家族ができるというのは、誰にとっても幸

せで胸が熱くなる出来事です。この本は我が家に

やってきた赤ちゃんを歓迎する絵本です。また、

家族を動物の視点から眺めます。赤ちゃんはこの

家に引っ越してきた、新しい家族。家という空間

で一緒に生きる誰もが歓迎し合って、あいさつを

交わす様子が描かれたかわいらしい絵本です。

文と絵　ホン・ジニ

定価 11,000ウォン | 22p | 190×200 | ISBN 9788956188591

・2020文学分かち合い 選定図書
・2020ブックスタート 選定図書
・2021ブックスタート 選定図書

わたしが絵を描いたら

私が花を描いたら、蝶々が飛んできます。私が木を

描いたら、鳥が歌います。私が水を描いたら、魚が

踊ります。私が月を描いたら、うさぎが跳ねてきて見

物をします。私が森を描いたら、トラがガオー！　と

驚きます。ページをめくるたびに、どんな絵が描かれ

ているのだろう、どんな動物がやってくるのだろうと

好奇心がくすぐられます。単純な線から始まる想像

の世界！　伝統的な民族画の技法で描かれた絵本

です。

文と絵 キム・ジユン

定価 9,500ウォン | 16p | 180×190 | ISBN 9788956188379

 

・2020ブックスタート 選定図書
・2021ブックスタート 選定図書
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図書館に行ったエイリアン

地球に到着したエイリアンは、地球に関する情報

を得るために図書館を訪れました。

図書館の利用カードを作り、館内のあちこちを見

て回ります。

地球にはいつから図書館があったのか。韓国で図

書館が最初にできた場所はどこなのか、どんなふ

うに発展してきたのかを調べました。また、図書

館のあちこちの様子とここでできることは何なの

か、ここにやってきた人々は何をしているのかを

調査しました。こうして図書館を訪問したエイリ

アンに、一つの願いが生まれました。その願いと

は何でしょうか？

文 パク・ミスク、チェ・ヒャンスク | 絵 キム・チュンソク

定価 13,000ウォン | 48p | 220×293 | ISBN 9788956187549

・2018世宗図書 教養部門 選定図書
・2019学校図書館ジャーナル 推薦図書

Kinderland知識公園
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Kinderland おはなし劇場放送局に行ったおばけ

放送局を訪れたおばけ三銃士が、放送局のすべて

をお教えします！　ある日、先生おばけが「人間

の世界でいちばんおもしろいものを持ってくるこ

と」という宿題を出しました。おばけ三銃士のト

ルビ、ソビ、トゥンビは、こん棒に乗って人間の

世界に降ります。おもしろい機械をたくさん発見

して、そのうちの一つがテレビでした。しかし、

おばけの世界ではテレビがつきません。おばけた

ちは再び人間の世界に向かいます。そして、テレ

ビ番組は放送局で作られているという話を聞き、

見学に向かうことに。そこから興味深い放送局の

物語が本格的に繰り広げられていきます！

文 ソン・ヘジョン | 絵 ジウ

定価 13,000ウォン | 48p | 220×293

ISBN 9788956188188

・2020子供東亜 推薦図書
・2021朝読書 推薦図書
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僕のお小遣い、返してよ！

子どもたちが成長して社会的な人間関係を結ぶよう

になり、独立心が芽生え始めると、親と子どもの間

で頻繁に話題になるテーマの一つが“お小遣い”のこ

とです。親の助けを借りずにやりたいことやできる

ことに興味を抱くようになる小学校３、４年生の子

どもたちにとって、お小遣いはとても大切なもの。

でも、まだ経済観念が身についていない子どもにパ

ッとお小遣いを渡すのは、親にとって簡単なことで

はありません。主人公が右往左往しながらお小遣い

を使う様子を通して、賢いお小遣いの使い方を一緒

に考えていくことができる本です。

文 パク・ヒョンスク | 絵 オ・ウノク

定価 11,000ウォン | 136p | 170×220 | ISBN 9788956187242

・2020 KBS読書ゴールデンベル 選定図書
・京畿道学校図書館 司書協議会 推薦図書

うちのママを変える

ふつうのママたちとはまったく違う、不器用でへんて

こなママ。でも、うちのママはとても情に厚くて、私

たち双子を深く愛してくれています。

ママへの不満を抱いてたソギンとヘギンが「スープ事

件」「おばあちゃん入院事件」「パーマヘア事件」など

をきっかけにママのことを少しずつ理解していき、“う

ちのママ”のあたたかさと特別さに気づく物語です。

文　チョン・イムジョ | 絵　キム・イェジ

定価11,000ウォン | 116p | 173×220

ISBN 9788956186702

・朝読書 推薦図書
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うわさウイルス

月曜日の午後、ジェフンが授業時間に突然倒れま

す。水曜日には、セナが倒れました。「セナの手

首に赤い斑点があった」と話すジョンウン。子ど

もたちは大騒ぎします。

そんなある日、ソンスに赤い斑点があることがわ

かり、すぐに休校が決まりました。

病気の正体がわからないまま、感染者が増えてい

きます。

クラスメイトのチャットルームは、謎や憶測、不

信感でいっぱいになります。

子どもたちはどんな病気だったのでしょう？　人

を本当に病気にしてしまうのは、真実を歪曲し、

ふくらませて、信用できなくしてしまう“うわさ”

かもしれません。

文 チェ・ヒョンミ | 絵 イ・ガプキュ

定価 11,000ウォン | 168p | 173×220 | ISBN 9788956187396

・2017出版文化産業振興院 
  出版コンテンツ創作支援 選定図書

独島のクジラ、ウェップル

詩人チャン・ソクチュの小説『独島のクジラ』を

子どもが理解しやすいように再創作した本。さま

ざまな冒険談や日本と考えられる“海の国”との対

立が描かれ、豊かな想像力と歴史への関心が自然

に高まります。独島への理解と愛国心を強要する

学習ではなく、童話の中でのウェップルの冒険を

通して独島への関心の芽生えを培います。

文　チャン・ソクチュ |　絵　ソン・ヨンギョン

定価11,000ウォン | 136p | 173×220 | ISBN 9788956187365

・KBS読書ゴールデンベル 選定図書
・教育部　東北アジア歴史財団　独島愛賞受賞作
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ジユと秘密の森

ジユは洪水に巻き込まれて不思議な森にたどり着

き、妖精のように神秘な存在、ルルルに出会いま

す。村に戻らなければならないジユ。そんなジユを

助けるため、ルルルは人間の世界に舞い降りてきま

す。そして偶然知ったダム崩壊事件の真実。欠陥工

事を隠ぺいするために、大人たちはジユとルルルを

傷つけようとします。ジユとルルルは、大人たちが

責任回避のために捏造した森の伝説を正すことがで

きるでしょうか？

文 イ・スンミン | 絵 ホ・グ

定価 12,000ウォン | 176p | 173×220 | ISBN 9788956187969

・2019朝読書 推薦図書
・2019 KBS読書ゴールデンベル 選定図書

やせっぽちのぶた、アニー

飼い主から多額の遺産を相続して不自由なく暮らして

いたにもかかわらず、拒食症になった豚のアニー。毎

日街をさまよいながら食べ物を探す貧民街の猫、カイ

とビュー。彼らはそれぞれ違う理由でやせっぽちにな

りました。そんなある日、偶然出会った３匹は猫商人

につかまり、動物保護所からぶた農場へと移されて長

い冒険をすることになります。拒食症のアニーが幸せ

を探そうとする姿を通して、幸せの基準について考え

てさせてくれる興味深い物語です。

文 チョ・チャニャン | 絵 イ・ガプキュ

定価 11,000ウォン | 116p | 173×220 | ISBN 9788956187471

・2017大韓民国ストーリー公募大展 受賞作
・2018 KBS読書ゴールデンベル 選定図書
・2019朝読書 推薦図書

猫は知っている

チョルグは先生に推薦されて、思いがけず生徒会長

候補になります。他の候補者たちは公約を発表して

討論の準備を始めますが、チョルグはどうすればい

いかわかりません。そんなチョルグの前に１匹の猫

が現れ、自分の言うとおりにすれば会長になれるか

もしれないと話します。猫の話をちゃんと聞かず、

教室でおもちを配ったチョルグは、選挙法違反だと

責められます。そして、正しいことを発言したにも

かかわらず、ぬれぎぬを着せられたサンミン。チョ

ルグはサンミンの汚名を晴らすために、生徒会長に

なろうと決心します。生徒会選挙で子どもたちが体

験するさまざまな事柄を通して、正義とは何かを考

えさせてくれる本です。

文パク・ヒョンスク | 絵 ジウ

定価 11,000ウォン | 152p | 173×220 | ISBN 9788956187938

・2019朝読書 推薦図書
・2019 KBS読書ゴールデンベル 選定図書
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伝説の宝地図

チョルグはテレビ番組を見て、昔の物が高価な骨董

品になることがあるという事実を知ります。価値の

ある物がないかどうか、倉庫を探ったチョルグは、

古い地図を発見。これは宝の地図に違いないと考

えます。宝物を探しに出かけるも失敗し、数々のト

ラブルを起こしたチョルグ。そんな彼の前に猫が現

れて、地図の本当の秘密を教えてくれます。地図は

故郷に帰れなくなった曽祖父の故郷を描いた絵でし

た。南北分断という重い朝鮮半島の歴史と現実をあ

たたかくユーモラスに描き、子どもたちに考える機

会をもたらす物語です。

文 パク・ヒョンスク | 絵 ジウ
定価 12,000ウォン | 152p | 173×220 | ISBN 
9788956188430

幸せウイルス

偶然UFOキャッチャーをすることになったジェフン。

２回連続で成功して、一躍人気者になります。好きだ

ったジョンウンという女の子まで興味を示し、ジェフ

ンはUFOキャッチャーとSNS の“いいね”の数にこだ

わるようになります。友達の反応を気にして、嘘まで

つくようになっていくジェフン。UFOキャッチャーは

本当にジェフンに訪れた幸運だったのでしょうか？　

周囲の評価にまどわされず、自分ならではの長所を探

して、自分をしっかり持つ方法を学ぶことこそが真の

成長だと教えてくれる本です。

文 チェ・ヒョンミ | 絵 イ・ガプキュ

定価 12,000ウォン | 144p | 173×220 | ISBN 9788956188416

・2019出版文化産業振興院 優秀出版コンテンツ
  製作支援事業 選定図書
・2019文学分かち合い 選定図書
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また、また、また！　水曜日

同じ一日が繰り返されるという想像をしたことはあ

りますか？　この本は「9月16日の水曜日」が何度

もやってくる、タイムループの物語です。

皆さんはどんな一日を過ごしましたか？　この本を

読めば、うっかり傷つけた人がいなかったか、過ぎ

去った日々を振り返ることになるでしょう。本の世

界を訪れる、不思議な時間旅行へ出発しましょう！

文　イ・スンミン | 絵　ユン・テギュ

定価11,000ウォン | 88p | 173×220

ISBN 9788956189390

・2020出版コンテンツ創作支援選定図書

私はちっとも大丈夫じゃない

この本の主人公チャラムは、自分を不幸だと思って

います。ママと離婚した後、一度も会いにこないパ

パ、欲しいベッドを買ってくれないママ、そしてマ

マの店で働く朝鮮族のイファおばさんのせいです。

どうして私だけ、何もかもうまくいかないの？　何

事もなく、大丈夫なふりをしているけれど、ちっと

も大丈夫じゃないみんなのための物語です。

文　パク・ボラム | 絵　コ・ジョンスン

定価11,000ウォン | 100p | 173×220

ISBN 9788956189314

・2020 KBBY 12月の推薦図書
・2021朝読書 推薦図書
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ヨソッポンチェボム
（６回目の春）

見ない目、買います

３年１組のコン・ウォンは、とても苦しんでいま

す。特別な目を持っているせいです。どんな目なの

かって？　見たくないまで見えてしまうのです。

ある日、誰も見ていない出来事をめぐっていざこざ

を起こしたクラスメイトたちがどっと押しかけてき

ました。何でも見ることのできるコン・ウォンに

「きみが見たことを言ってほしい」と迫ります。コ

ン・ウォンは本当に見たとおりのことを話してもい

いのでしょうか？

文　チェ・ソンウン | 絵　チョン・ウンソン

定価12,000ウォン | 96p | 173×220

ISBN 9788956189956
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私の中の騒乱（ソラン）

母親とソン女史の３人で暮らしているムヨン。若

くしてムヨンを妊娠した母ソヨンをソン女史が引

き取って、３人は家族になった。父親は誰なの

か、なぜ自分が生まれたのかを話してくれない母

とともに、ムヨンは「どこの馬の骨かもわからな

い」という視線に傷つくまいとして、不愛想に、

しかし、気を張って生きている。

そんなムヨンにとって、転校生のソランは、親し

くなればなるほど、すがりつかれているように感

じられる友人だ。自分とたいして変わらないよう

に思えるソラン、秘密を無神経にバラしてしまっ

たかつての友達ミンヘ、ムヨンの心をざわつかせ

るのはソランか、ミンヘか？　はたまた自分自身

だろうか？

文　コ・ジョンスン

定価12,000ウォン | 136p | 140×205

ISBN 9788956181950

楽園の子ども

離婚後ママが家を出ていき、スヨンにとってパパ

は唯一の家族であると同時に、気まずい存在とな

った。そんなある日、家に怪しい客が訪ねてく

る。ただでさえ、パパが女性と一緒にいるところ

を見たという友達の話がひっかかっていたスヨン

は、「パパに頼まれてやってきた家庭教師」だと

名乗るこのおばさんのせいで混乱してしまう。あ

んなにおじさんっぽいパパに、ガールフレンドで

もできたのだろうか？

文　ナム・サンスン

定価12,000ウォン | 160p | 140×205

ISBN 9788956181936
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春の日のサム、サム、サム

私の肩の上の２人の友達

都会暮らしのためにやむなく祖母と暮らしはじめた

ユジョンは、祖母との距離を保ち、自分らしいライ

フスタイルを守ろうとする。シニカルな中学生の孫

娘と優雅な祖母。共通点はまるでないように見えた

２人の女性の世代を超えた共感、連帯感、そして成

長を描く。

文　タク・ギョンウン　| 絵　シヒョン

定価12,000ウォン | 152p | 140×205

ISBN 9788956182797

トラウマが目に見えたり、話しかけてきたとした

ら？

ウサギには、他の人には見えない黒い友人がい

る。どこに行っても、誰に会っても、夢の中でも

ウサギを自由にしてくれない黒い友人。怖くてう

んざりするけれど、ときには孤独なウサギの力に

なってくれることもある。そんなウサギに新たな

出会いが訪れて、人生が変化していくが……。

文と絵　イ・スヨン

定価22,000ウォン | 216p | 175×245

ISBN 9788956182780

・2021韓国漫画映像振興院 多様性 
  漫画製作支援事業 選定作

おとなりの殺人犯

連続殺人事件が全国を騒がせるある夜、怪しい男が

ダレの家の隣に引っ越してくる。

それ以来、団地内で猫がつぎつぎと殺される謎の事

件が発生し、犯人が設置したカメラが発見される

が……。怪しい隣人と探偵志望の少女のミステリア

スな追跡劇。

文　ソン・ジャウン

定価12,000ウォン | 136p | 140×205

ISBN 9788956181998
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