KADOKAWAの絵本

出版目録 2022

年齢別

0 歳〜

絵本の 選びかた

絵本を目いっぱい楽しむためには、子どもの心身の成長にあった絵本を選ぶこ
とが大切です。生まれたばかりの赤ちゃんからお兄ちゃん・お姉ちゃんまで、
年齢に応じた絵本選びのポイントをご紹介します！

Sassyのあかちゃんえほん

にこにこ
監修／ Sassy/DADWAY
文・絵・デザイン／ La ZOO

〜

世界中のママ＆ベビーが大好き！
いつもにこにこ、左右対称のはっき
りした顔。発達心理学から生まれ
た大人気トイブランドSassyのグラ
フィックは目を通して赤ちゃんの心
と脳を育みます。出産祝いやファー
ストブックにおすすめ。
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定価:968円（本体880円＋税）
判型:175mm×175mm
ページ数:22
ISBN:978-4-04-104136-9
発売年月:2016年9月

歳
〜
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1･2 歳

言葉の意味を理解しはじめる時期です。音のリズムや響きが楽しい絵本を一
緒に読みながら「発音の楽しさ」
「コミュニケーションの楽しさ」を体感さ
せてあげましょう。また、この頃から徐々に自分で歩けるようになり、行動
範囲がぐんと広がります。食べ物や動物など、身近なものを描いた絵本を読
み聞かせて赤ちゃんの興味を育てましょう。

P.3 〜

0

0歳

優しい声かけやスキンシップをたっぷり行うことで、親子の信頼関係を育む
時期です。絵本を読み聞かせる際には、抱っこして表情豊かに語りかけてみ
ましょう。また、生まれたての赤ちゃんははっきりした色や左右対称の形を
好んでじっと見つめます。ボードブックなどの丈夫な絵本を選んで、赤ちゃ
んの見る・触るといった反応を引き出してあげましょう。

歳
〜

3歳

日常生活では食事やトイレなどを自分でできるようになり、自律性が養われ
る時期です。絵本を通じて、いろいろな気持ちや他の子どもとの関わり方を
教えてあげましょう。お話を理解する力もついてくるので、物語絵本のユー
モアやあっと驚く展開も楽しめるようになります。

P .19 〜

4･5 歳
P.24 〜

Sassyのあかちゃんえほん

Sassyのあかちゃんえほん

がおー !

ちゃぷちゃぷ

監修／ Sassy/DADWAY
文・絵・デザイン／ La ZOO

監修／ Sassy/DADWAY
文・絵・デザイン／ La ZOO

たくさんの楽しいどうぶつたちの顔に、赤ちゃ
ん も 大 興 奮！ が お ー！ ぱ お ー ん ぐ わ っ
ぐわっ！ 音が楽しいなきごえオノマトペに赤
ちゃんも喜びます！ 「はじめての動物絵本」に
おすすめ。

ふらみんごさん、かばさんなど、水の中に住む
生き物たちがカラフルにたっぷり登場！ 「おみ
ずがだいすき だあれ？」
「はーい！」のかけ声
で、お風呂デビューもばっちり！ お水が大好
きな子に育ちます。

定価:968円（本体880円＋税）
判型:175mm×175mm ページ数:22
ISBN:978-4-04-105276-1 発売年月:2017年4月

定価:968円（本体880円＋税）
判型:175mm×175mm ページ数:22
ISBN:978-4-04-106186-2 発売年月:2017年11月

基礎的な言葉の感覚が養われ、想像力がどんどん伸びていく時期です。深い
メッセージの込められた絵本や、幻想的な絵本も読めるようになります。ま
た、好みが次第にはっきりしてくる頃なので、お気に入りの絵本があれば何
度でも繰り返し読んであげましょう。

Sassyのあかちゃんえほん

がおー !
監修／ Sassy/DADWAYa
文・絵・デザイン／ La ZOO

1

この目録のみかた
1 タイトル・作者
2 内容紹介
3 書誌情報
4 アイコン
（特殊な絵本のみ）
2

4
たくさんの楽しいどうぶつたちの顔に、赤ちゃ
ん も 大 興 奮！ が お ー！ ぱ お ー ん ぐ わ っ
ぐわっ！ 音が楽しいなきごえオノマトペに赤
ちゃんも喜びます！ 「はじめての動物絵本」に
おすすめ。
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定価:968円（本体880円＋税）
判型:175mm×175mm ページ数:22
ISBN:978-4-04-105276-1 発売年月:2017年4月
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Sassyのあかちゃんえほん

Sassyのちいくえほん

Sassyのちいくえほん

もぐもぐ

ぱくぱく

いっこ にこ

まんまる まる

監修／ Sassy/DADWAY
文・絵・デザイン／ La ZOO

監修／ Sassy/DADWAY
文・絵・デザイン／ La ZOO

監修／ Sassy/DADWAY
文・絵・デザイン／ La ZOO

監修／ Sassy/DADWAY
文・絵・デザイン／ La ZOO

ばななに、いちごに、みんなの大好きな食べ物
がたくさん！ しゃりしゃり りんご ごろり
んご！ 素材の触感を感じさせるオノマトペが
いっぱい。赤ちゃんの離乳食デビューを応援し
ます。

いろんな野菜や果物、たまごや牛乳を、どうぶ
つたちがおいしそうにぱくぱく！ 「おいしそう
だね」
「どれが食べたいかな？」と、親子のコミュ
ニケーションが広がります。０歳からの食育に
ぴったり。

定価:1,100円（本体1,000円＋税）
判型:175mm×175mm ページ数:22
ISBN:978-4-04-107033-8 発売年月:2018年6月

定価:968円（本体880円＋税）
判型:175mm×175mm ページ数:22
ISBN:978-4-04-108083-2 発売年月:2019年4月

定価:968円（本体880円＋税）
判型:175mm×175mm ページ数:22
ISBN:978-4-04-107584-5 発売年月:2018年11月

Sassyのあかちゃんえほん

Sassyのあかちゃんえほん

Sassyのちいくえほん

ぶるるん

にこにこ＆がおー！ギフトセット

いろいろ ぱっ

いろ・かず・かたちギフトボックス

監修／ Sassy/DADWAY
文・絵・デザイン／ La ZOO

監修／ Sassy/DADWAY
文・絵・デザイン／ La ZOO

監修／ Sassy/DADWAY
文・絵・デザイン／ La ZOO

監修／ Sassy/DADWAY
文・絵・デザイン／ La ZOO

消防車、バス、ショベルカー、赤ちゃんに大人
気の乗り物が大集合！ うーうー ひゅんひゅ
ん ぱとろーるかー！ 赤ちゃんの大好きな“く
りかえし言葉”のオノマトペも充実！ 「はじめ
ての乗り物絵本」におすすめ。

赤 ち ゃ ん が 笑 う！ 泣 き 止 む！ 大 人 気 あ か
ちゃんえほん２冊がセットになりました。白と
黒や赤などのコントラストの強い模様は、赤ちゃ
んが大好き。生まれたての赤ちゃんから安心し
て楽しめる、特製ケース入りのギフトセット。

定価:968円（本体880円＋税）
判型:175mm×175mm ページ数:22
ISBN:978-4-04-110168-1 発売年月:2020年11月

定価:1,936円（本体1,760円＋税）
判型:178mm×178mm ページ数:44
ISBN:978-4-04-106504-4 発売年月:2017年11月
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Sassyのあかちゃんえほん
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定価:968円（本体880円＋税）
判型:175mm×175mm ページ数:22
ISBN:978-4-04-107586-9 発売年月:2018年11月

歳
〜

定価:968円（本体880円＋税）
判型:175mm×175mm ページ数:22
ISBN:978-4-04-108764-0 発売年月:2019年11月

歳

「色」を学べる、０歳からの知育絵本。あかい
てんとうむし ぱたぱた ぴゅう！ Sassyの鮮
やかなキャラクターたちと一緒に、色に親しめ
ます。英語表記つきで長く楽しめます。
「はじめ
ての知育絵本」におすすめ。

「形」を学べる、０歳からの知育絵本。さんか
く しかく おうち、しかく まる でんしゃ！
○△□などの形を、Sassyらしい鮮やかなグラ
フィックと楽しいオノマトペいっぱいで学べま
す。
「はじめての知育絵本」におすすめ。

3

4

「数」を学べる、０歳からの知育絵本。いるか
1とう ざっぷざっぷ じゃーんぷ！ リズムに
のって読み聞かせるうち、1 ～ 10までの数字に
自然と親しめます。ぜひ声に出して読んでくだ
さい。「はじめての知育絵本」におすすめ。

【特製おふろポスターつき】Sassyのちいくえほん

はじめての知育に「色・数・形」を学べるSassy
のギフトボックス！ 鮮やかなグラフィックと
オノマトペいっぱいで学べる知育絵本に、４種
類（両面・２枚）の特製おふろポスターがつい
た特別なセット。プレゼントにもおすすめです。
定価:2,904円（本体2,640円＋税）
判型:180mm×183mm ページ数:66
ISBN:978-4-04-108945-3 発売年月:2019年11月

5

【限定カミカミみつばちとタオルつき】

Sassyのあかちゃんぬのえほん

Sassyのにこにこギフトセット

あーそーぼ

監修／ Sassy/DADWAY
文・絵・デザイン／ La ZOO

監修／ Sassy/DADWAY
文・絵・デザイン／ La ZOO

あかちゃん研究からうまれた絵本

かお かお ばあ
作／山口 真美
実験監修／金沢 創
絵／ミスミ ヨシコ

0
歳

6

定価:770円（本体700円＋税）
判型:110mm×110mm ページ数:22
ISBN:978-4-04-111773-6 発売年月:2021年8月

〜

定価:770円（本体700円＋税）
判型:110mm×110mm ページ数:22
ISBN:978-4-04-111772-9 発売年月:2021年8月

「Sassyのあかちゃんえほん」シリーズの大人気
絵本『がおー！』が、内容はそのまま、おでか
けにぴったりのポケットサイズになりました！
あかちゃんが自分でめくれる、手のひらサイズ
のボードブック仕様です。

歳

「Sassyのあかちゃんえほん」シリーズの大人気
絵本『にこにこ』が、内容はそのまま、おでか
けにぴったりのポケットサイズになりました！
２冊目にもおすすめ、軽くて丈夫なボードブッ
ク仕様です。

監修／ Sassy/DADWAY
文・絵・デザイン／ La ZOO
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監修／ Sassy/DADWAY
文・絵・デザイン／ La ZOO

がおー !

〜

にこにこ

Sassyのあかちゃんえほん ぽけっと

歳

Sassyのあかちゃんえほん ぽけっと

定価:1,078円（本体980円＋税）
判型:174mm×174mm
ページ数:28
ISBN:978-4-04-107032-1
発売年月:2019年11月

3

価格:2,178円（本体1,980円＋税）
判型:175mm×175mm ページ数:8
ISBN:978-4-04-107885-3 発売年月:2019年11月

〜

価格:2,530円（本体2,300円＋税）
判型:177mm×190mm ページ数:22
ISBN:978-4-04-111771-2 発売年月:2022年2月

歳

大人気のSassyの絵本シリーズから、おでかけに
便利な「布えほん」が新登場！ めくってつか
んでひっぱって、指先を動かしながら目と脳の
発達を促します。お洗濯もできるから、０歳か
ら清潔に安心して遊べます。

1
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大人気のあかちゃんえほん『にこにこ』、Sassy
人気No.1おもちゃ「カミカミみつばち」の限定
カラー、オリジナル柄「ミニタオル」を詰めこ
んだギフトセットが登場！ 出産・誕生日・入
園のお祝いにぴったり。

〜

ぱち ぱちぱち ばあ！ コントラス
トの強い白と黒の目、口の配置で、生
まれてすぐからあかちゃんは顔を認識
します。あかちゃんの発達順に構成し、
あかちゃんとお母さんの反応を実験し
て作られた、新感覚の絵本。

おばけのばあ

ぎゅ ぎゅ ぎゅ――

作・絵／せな けいこ

作・絵／駒形 克己

だあれ だあれ いない いない ばあ！ さ
いごにはおばけもあらわれて……!? 作者が絵
本作家デビュー 50周年を迎え、久しぶりに子ど
もたちのために描き下ろした絵本。０歳から安
心、ボードブック仕様の赤ちゃん絵本。
定価:968円（本体880円＋税）
判型:165mm×165mm ページ数:22
ISBN:978-4-04-106187-9 発売年月:2019年6月

『ごぼごぶ ごぼごぼ』作者19年ぶりの赤ちゃ
ん絵本。０歳、１歳が笑って反応するイラスト
とリズムある擬音語による丸穴しかけのボード
ブック。東京大学・遠藤利彦教授
（乳幼児発達）
推薦。
「子の心と親の心がひびきあう絵本」
。
定価:1,078円（本体980円＋税）
判型:175mm×175mm ページ数:20
ISBN:978-4-04-106321-7 発売年月:2018年8月

7

1·2 歳 〜
なで なで なーで

作・絵／たなか しん

作／にへい たもつ
絵／わたなべ さとこ

どうぶつたちといっしょにあくびを
したら、「どしん」「ごろん」と”ねむ
ねむポーズ”をまねしてみてくださ
い。子どもたちはだんだんうとうと
……眠りを誘います。あたたかくて
優しい、おやすみ絵本の新定番です。

100人の保育士さんが推薦。こねこ、
こぐま、こぶた、きりん、ぞう、泣
いている赤ちゃんを「なで なで
なーで だーいすき」と、なでてあ
げれば、みんな笑顔に！ 『愛され
ている』という感覚を育む絵本。

定価:1,210円（本体1,100円＋税）
判型:174mm×174mm
ページ数:32
ISBN:978-4-04-107884-6
発売年月:2019年4月

定価:1,078円（本体980円＋税）
判型:190mm×190mm
ページ数:28
ISBN:978-4-04-109210-1
発売年月:2020年7月

どこどこかわいい

わたしは だあれ?

パンダのあかちゃん おっとっと

作・絵／たなか しん

文／まつもと さとみ 絵／わたなべ さとこ
構成／うしろ よしあき

作／まつもと さとみ
絵／わたなべ さとこ

ねえねえ ひよこさん どこどこ かわいい？
動物さんと一緒に、みんなのかわいいところや
じょうずなところも、たくさん見つけてみよう。
読み聞かせるだけで自然と自己肯定感が育まれ
ます。

あひるちゃんがすわっていると、
「わたしは だ
あれ？」「だれかな……うさぎさん？」
「あった
り ～ っ！」 絵 本 を 読 む と、「 わ た し は だ あ
れ？」に子どもがこたえてくれて、「あったり
～っ！」で、幸せになれる絵本！ 100人の保
育士さん推薦！

パンダのあかちゃん おっとっと……ページを
めくると、びっくり！ リズミカルな文とかわ
いい絵で子どもがおどりだす！ 子どもの『言
葉』と『表現』を引き出す絵本！ 100人の保
育士さん推薦！

定価:1,100円（本体1,000円＋税）
判型:174mm×174mm ページ数:32
ISBN:978-4-04-109860-8 発売年月:2020年8月

定価:1,045円（本体950円＋税）
判型:190mm×190mm ページ数:28
ISBN:978-4-04-105665-3 発売年月:2017年7月

定価:1,045円（本体950円＋税）
判型:190mm×190mm ページ数:24
ISBN:978-4-04-106808-3 発売年月:2018年4月
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ねむねむごろん

歳
〜
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文／うしろ よしあき

9

こーちょこちょ

だーっこ だっこ

作／にへい たもつ

作／にへい たもつ

絵／わたなべ さとこ

絵／わたなべ さとこ

はっはっはくしょーん
作／たあ先生 文／あいはら ひろゆき
絵／ちゅうがんじ たかむ

0
歳

10

本への興味がふくらむ絵本。絵を読み、想像力
を育む。風船が飛んでいってしまい、町から川
や海へ。風船の奇跡の物語。ほっとする結末！
〈聞かせ屋。けいたろう〉さん推薦の１冊。絵本
初心者のママパパにもおすすめ。
定価:1,210円（本体1,100円＋税）
判型:182mm×182mm ページ数:30
ISBN:978-4-04-109579-9 発売年月:2021年3月

〜

定価:3,223円（本体2,930円＋税）
判型:190mm×190mm ページ数:各28
ISBN:978-4-04-112220-4 発売年月:2021年12月

絵／かまた みつよ

歳

100人の保育士さんが推薦する人気絵本のセッ
ト。
『 こ ー ち ょ こ ち ょ』
、
『なで なで なーで』
、
『だーっこ だっこ』の３冊。0、１、２歳の小さ
いお子さまへのプレゼントに最適！ かわいい
特製箱付き！

文／うしろ よしあき

4
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絵／わたなべ さとこ

〜

作／にへい たもつ

ぷあぷあ

歳

あかちゃんえほんギフトセット

定価:1,078円（本体980円＋税）
判型:190mm×190mm
ページ数:28
ISBN:978-4-04-108459-5
発売年月:2020年1月

3

100人の保育士さん推薦！

〜

定価:1,100円（本体1,000円＋税）
判型:190mm×190mm ページ数:28
ISBN:978-4-04-111494-0 発売年月:2021年7月

歳

定価:1,045円（本体950円＋税）
判型:190mm×190mm ページ数:28
ISBN:978-4-04-107748-1 発売年月:2019年4月

1
.2

りす、コアラ、おさる、カンガルー、パンダ、
人間のママパパと赤ちゃんの愛らしい「だっこ」
がいっぱい。子どもが愛されていると感じ、「心
の安定」や「自己肯定感」を育む絵本。100人
の保育士さん、小児科医が推薦。

〜

こちょこちょすると、動物たちが大笑い。とこ
ろが、らいおんさんは……。絵本の文にあわせ
て、子どもをくすぐってあげると、子どもは大
笑い。
「こちょこちょ遊び」のスキンシップ絵本！
100人の保育士さん推薦！

いたずら好きの くしゃ虫くんが
ぶ ―― ん は っ は っ は っ は
く し ょ ―――― ん！ 全 国 の 幼 稚
園・保育園1000人の子どもたちと
つくった絵本。子どもたちの反応を
確かめながらつくったから、本当に
読み聞かせが盛り上がります！

ひっひっひくしょーん

へっへっへくしょーん

作／たあ先生 文／あいはら ひろゆき
絵／ちゅうがんじ たかむ

作／たあ先生 文／あいはら ひろゆき
絵／ちゅうがんじ たかむ

全国の幼稚園・保育園で読み聞かせを実施しつ
くった絵本。「次はどうなるのかな？」と子ども
たちの想像力がふくらみ、コミュニケーション
がうまれます。さあ、みんなでいっしょに ひっ
ひっ ひくしょ――――ん！

全国3000人の子どもたちに読み聞かせアンケー
トを実施しつくった絵本。今度は動物だけでな
く、子どもたちの大好きなおばけやロボットが
登場！ くしゃみをしたら、いったいどうなる
……？ へっ へっ へくしょ――――ん！

定価:1,078円（本体980円＋税）
判型:190mm×190mm ページ数:28
ISBN:978-4-04-109605-5 発売年月:2020年9月

定価:1,078円（本体980円＋税）
判型:190mm×190mm ページ数:28
ISBN:978-4-04-111856-6 発売年月:2021年9月
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あけてびっくり しかけえほん

ふーってして

いっせーの ばあ
作・絵／新井 洋行

絵本に向かってふーってすると、画面
いっぱいに色彩があふれます。「次は
どうなるのかな？」想像力を膨らませ
ながら、大人も子どもも遊んでくださ
い。おうち遊びや、保育や図工の時間
に楽しめる色水遊びの解説付き。

なにかがかくれてるよ？ なにかな
……いっせーの ばあ！ チンアナ
ゴに、おもちゃに、おばけに……大
きく上に開く大画面に親子でびっく
り＆にっこり!! かつてない、いな
いいないばあ絵本の新定番。贈り物
にも最適！

定価:1,320円（本体1,200円＋税）
判型:210mm×210mm
ページ数:32
ISBN:978-4-04-109137-1
発売年月:2020年7月

定価:1,210円（本体1,100円＋税）
判型:150mm×150mm
ページ数:24
ISBN:978-4-04-106380-4
発売年月:2017年11月

0

作／松田 奈那子

歳
〜

1
.2
歳
〜

3
歳
〜

4
.5
歳
〜
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あけてびっくり しかけえほん

あけてびっくり しかけえほん

ふたをぱかっ

べろべろばあ

作・絵／新井 洋行

作・絵／新井 洋行

右はどっち？ じゃあ左はどっちかな？ 子ど
もたち自身が、手を使って実際に絵本であそび
ながら読み進める、インタラクティブ絵本登場！
自然と「ひだり・みぎ」が身に付く楽しい絵本！
プレゼントにもぴったり！

おなべから いいにおいが するよ。なべなべ
なあに？ ふたを「ぱかっ」っと大きく上に開
くと子どもたちの大好きな料理が大画面に！
笑顔がぱあ～！ おなかがぐう～！ いないい
ないばあ絵本の新定番で贈り物にも最適！

大きなべろで お顔が かくれてるよ。だれか
な だれかな……べろべろ ばあ！ 大きく下
に開くといろんなお顔が大画面に！ 子どもが
わくわく！ 親子でおおわらい！ いないいな
いばあ絵本の新定番で贈り物にも最適！

定価:1,100円（本体1,000円＋税）
判型:174mm×174mm ページ数:24
ISBN:978-4-04-105416-1 発売年月:2017年6月

定価:1,210円（本体1,100円＋税）
判型:150mm×150mm ページ数:24
ISBN:978-4-04-107468-8 発売年月:2018年11月

定価:1,210円（本体1,100円＋税）
判型:150mm×150mm ページ数:24
ISBN:978-4-04-108462-5 発売年月:2019年11月

ぱったんして

ひだり みぎ

作／松田 奈那子

作・絵／新井 洋行

あかいてんと あかいまる ぱったんしたら
なにができる？ うつくしい色彩、広がる想像
力。読んだらきっと絵をかきたくなる！ 巻末
には、絵本と同じ「デカルコマニー」という技
法を学べるお絵かき遊びの解説付き。
定価:1,320円（本体1,200円＋税）
判型:210mm×210mm ページ数:32
ISBN:978-4-04-111510-7 発売年月:2021年7月
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あけてびっくり しかけえほん

なが～くのびる しかけえほん

くれよん ぐりぐり

とんでった

作・絵／新井 洋行

とりがいるよ

たまごがあるよ

作・絵／たかい よしかず

作／風木 一人

作／風木 一人

くれよんたちが、
なにか描いているよ。なにかな、
なにかな？ めくってばあ！ あれあれ？ お
まけに、もう１つばあ！ わくわくが止まらな
い、横にながーくのびるしかけ絵本！ いない
いないばあ絵本の新定番で贈り物にも最適！

きいろいことり とんでった とんでった……
さて、どうなった？ 縦になが～くのびるしか
けを開くと、空の上には驚きがいっぱい！ 探
し絵本としても楽しめて、子どもが何度でも開
きたくなります！

赤いとりや青いとり。大きいとりに小さいとり。
さあ、みつけられるかな？ 「こんな絵本がほし
い！」というママたちの声から生まれた知育絵
本。かわいいわが子の反応に、みんなにっこり。

たまごを〈とんとん〉たたいてみよう。どんな
とりが 生まれるかな？ ―― ママの語りかけ
に、子どものおててが動き出す！ 子どもが参
加したくなるコミュニケーション絵本。

定価:1,320円（本体1,200円＋税）
判型:150mm×150mm ページ数:30
ISBN:978-4-04-109136-4 発売年月:2020年9月

定価:1,078円（本体980円＋税）
判型:150mm×150mm ページ数:20
ISBN:978-4-04-107345-2 発売年月:2018年9月

定価:990円（本体900円＋税）
判型:174mm×174mm ページ数:24
ISBN:978-4-04-104501-5 発売年月:2016年8月

定価:990円（本体900円＋税）
判型:174mm×174mm ページ数:24
ISBN:978-4-04-106318-7 発売年月:2017年11月

おばけくんのハロウィン

ぼうしくんの
クリスマスプレゼント

いっしょにするよ

作・絵／新井 洋行

作・絵／新井 洋行

作／風木 一人

いつもひとりぼっちで寂しいおばけくん。でも、
ハロウィンのときだけは違います。おばけの恰
好でいても怪しまれない。子どもたちと遊ぶこ
とだってできます！ おばけくんと子どもたち
の、心あたたまる友情物語です。

クリスマス。“あわてんぼう”さんが忘れていっ
た帽子のもとに、動物たちが次々とやってきま
す。動物たちは、ひとりぼっちでプレゼントも
もらえずさみしそう。そこで帽子は、プレゼン
トをあげることにしたのですが……。

定価:1,320円（本体1,200円＋税）
判型:210mm×200mm ページ数:28
ISBN:978-4-04-111852-8 発売年月:2021年9月

定価:1,210円（本体1,100円＋税）
判型:210mm×200mm ページ数:32
ISBN:978-4-04-110166-7 発売年月:2020年11月

絵／たかしま てつを

絵／たかしま てつを

0
歳
〜

1
.2
歳
〜
〜

4
.5
歳
〜

定価:1,100円（本体1,000円＋税）
判型:174mm×174mm ページ数:24
ISBN:978-4-04-107030-7 発売年月:2018年6月

歳

「とことこ」「ぱしゃぱしゃ」
「ぺった ぺった」
「じゃっぼーん！」。子どもたちの大好きな音
がいっぱいだから、読み聞かせで盛り上がりま
す。きょうだいやお友だちなど、まわりに興味
をもつようになると、より深く楽しめます。

3

14

絵／たかしま てつを

『とりがいるよ』 ギフトセット
作／風木 一人

絵／たかしま てつを

最初に読むなら『たまごがあるよ』
。かず、いろ、
大きさにふれる『とりがいるよ』
。お友だちに興
味を示すようになったら『いっしょにするよ』。
成長に合わせて長く楽しめる３冊がギフトセッ
トに。出産祝いにもおすすめです。
定価:3,080円（本体2,800円＋税）
判型:185mm×183mm ページ数:72
ISBN:978-4-04-107706-1 発売年月:2018年11月
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かえるじゃん

そんなに みないで くださいな

しろいおひげ なにたべた?

文／ロブ パールマン 絵／イダ カバン
訳／ロバート キャンベル

文・絵／つるた あき

作／ accototo

作／ Miya Uni

ピンクは女の子の色？ 男の子の色？いいえ、
すべての色はすべての人のもの。SDGｓの目標
のひとつ「ジェンダー平等を実現しよう」色を
テーマにやさしい絵と文章でえがかれています。
ロバート キャンベル氏・訳。

トマトにカボチャにイチゴにどら焼き！ おい
しそうにならんでいるけど……あれれ、近くで
よく見てみるとっ !? 見るほどに引き込まれる
リアルな絵柄と、心地よいフレーズのくり返し
に子どもたちが大喜びの一冊です！

うさぎにピーマンにおばけに……見つめられて
はずかしくなったみんなは、そのあとどうした
と思う？ 「そんなにみないでくださいな」
―― 気づくとみんな口ぐせに！ くり返しのリ
ズムが心地よく、赤ちゃんから楽しめます。

しろいおひげ、あかいおひげ、ちゃいろいおひ
げ……食べたらおひげができちゃった！ 読み
聞かせをしながら、なにを食べたか当ててみよ
う♪

定価:1,650円（本体1,500円＋税）
判型:235mm×230mm ページ数:40
ISBN:978-4-04-110167-4 発売年月:2021年11月

定価:1,100円（本体1,000円＋税）
判型:190mm×190mm ページ数:32
ISBN:978-4-04-108573-8 発売年月:2020年5月

定価:1,265円（本体1,150円＋税）
判型:182mm×182mm ページ数:32
ISBN:978-4-04-108079-5 発売年月:2019年10月

定価:1,100円（本体1,000円＋税）
判型:190mm×190mm ページ数:24
ISBN:978-4-04-108946-0 発売年月:2019年12月

りすのおふろやさん

おてて だあれ?

ぬにゅ～ぽんぽん

オニババ対ヒゲ

作・絵／たなか しん

作／ふくなが じゅんぺい

作／ちかつ たけお

作／ tupera tupera、細田 守

0

ピンクはおとこのこのいろ

歳
〜

1
.2
歳
〜

4
.5
歳
〜

定価:1,100円（本体1,000円＋税）
判型:160mm×160mm ページ数:36
ISBN:978-4-04-107699-6 発売年月:2019年2月

〜
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定価:1,100円（本体1,000円＋税）
判型:170mm×170mm ページ数:32
ISBN:978-4-04-107880-8 発売年月:2019年8月

「な」「ま」「ぱ」行から生まれる音と、かたちを
変えながら動くふしぎな生きものに子どもが夢
中！ 「もう１回！」と何度も読みたがります。
脳研究者もおすすめ。

歳

定価:1,320円（本体1,200円＋税）
判型:210mm×210mm ページ数:32
ISBN:978-4-04-111871-9 発売年月:2021年10月

親子で楽しめる手あそび絵本。両手をだして、
「せーの！」でどうぶつをつくろう。子どもの想
像力は無限大です。スキンシップを通じて親子
の絆を深め、想像力を豊かにする１冊。おはな
し会や読み聞かせでも大人気。

3

かわいいりすのおふろやさんに、動物のお客さ
んが次々と登場！ 海の砂を用いた優しい絵に、
おふろで真似しやすい繰り返しのフレーズが
たっぷり。「おふろは楽しい・気持ちいい」と
いうイメージを自然に育む絵本です。

絵／たかしま てつを

映画「未来のミライ」でくんちゃんが妹のミラ
イちゃんに読み聞かせる絵本「オニババ対ヒゲ」
がこちら。
「ギロォリ」
「ぬぬうおおおおううっっ」
「ブッフゥ～」……声に出して読むと盛り上がり
ます。
定価:1,650円（本体1,500円＋税）
判型:250mm×210mm ページ数:32
ISBN:978-4-04-107093-2 発売年月:2018年7月
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3 歳〜
たちねぶたくん
文／中川 ひろたか

絵／村上 康成

たちねぶたくんとゆかいななかま

いぶりがっこちゃん
文／中川 ひろたか

絵／村上 康成

パンどろぼう
作／柴田 ケイコ

0
歳
〜

定価:1,430円（本体1,300円＋税）
判型:210mm×235mm
ページ数:32
ISBN:978-4-04-109060-2
発売年月:2020年4月

3
歳
〜

4
.5
歳
〜

定価:1,320円（本体1,200円＋税）
判型:200mm×200mm ページ数:32
ISBN:978-4-04-653260-2 発売年月:2012年6月

歳

定価:1,320円（本体1,200円＋税）
判型:200mm×200mm ページ数:32
ISBN:978-4-04-653206-0 発売年月:2010年7月

1
.2

たちねぶたくんといぶりがっこちゃんが仲よく
かくれんぼ。でも、いぶりがっこちゃんは、な
かなかかくれてくれません。コミカルなイラス
トとリズム感あふれるお話で大好評の「たちね
ぶたくん」シリーズ待望の第２弾！

〜
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たちねぶたくんが、ねたり、起きたり、さか立
ちしたり。リズミカルな言葉あそびに合わせて、
いっしょにおどりたくなるユーモア絵本！ 読
み聞かせにもピッタリです。すぐに歌える「た
ちねぶた音頭」の楽譜つき！

まちのパンやから サササッととび
だす ひとつのかげ。 パンがパン
をかついで にげていきます。「お
れはパンどろぼう。おいしいパンを
さがしもとめる おおどろぼうさ」
――パンに包まれた、その正体と
は!?

パンどろぼうvs
にせパンどろぼう

パンどろぼうと
なぞのフランスパン

作／柴田 ケイコ

作／柴田 ケイコ

パンどろぼう、それは世界中のおいしいパンを
探しもとめる大どろぼう。パン屋のおじさんに
さとされて、りっぱなパン職人になりました。
ところが、世界一おいしい森のパン屋に、また
しても事件の予感が……？

もうすぐ年に１度のパンまつり。パンどろぼう
は、おまつりに出すとっておきのパンを考えま
す。そんななか、世界一おいしい森のパン屋に
しのびよる、なが～い影が……？ パンどろぼう
最大のピンチ到来!?

定価:1,430円（本体1,300円＋税）
判型:210mm×235mm ページ数:32
ISBN:978-4-04-111035-5 発売年月:2021年1月

定価:1,430円（本体1,300円＋税）
判型:210mm×235mm ページ数:32
ISBN:978-4-04-111947-1 発売年月:2021年11月

19

パッピプッペポーの
パンケーキ

むれ

いちにち

作／ひろた あきら

作／ひろた あきら

シンプルなテキストに、びっしり描き込まれた
“むれ”。子どもたちは夢中になってむれの仲間
はずれを探します。ひと味違った絵探し遊びが
できるこの１冊、最後まで読み進めると大切な
メッセージに気づかされます。

本を読んだり、絵を描いたり……。ちょっと不
思議なさかなのいちにちを、文章の問いの答え
を探しながら読み進めてみてください。あなた
は 今、 ど こ に 行 き た い？ だ れ に 会 い た い？
ステイホーム中に生まれた物語。

定価:1,100円（本体1,000円＋税）
判型:190mm×190mm ページ数:32
ISBN:978-4-04-107589-0 発売年月:2019年2月

定価:1,100円（本体1,000円＋税）
判型:190mm×190mm ページ数:32
ISBN:978-4-04-111213-7 発売年月:2021年4月

文／あいはら ひろゆき
絵／宮野 聡子

0
歳
〜

こぐまの３きょうだいのパッピ、プッ
ペ、ポー。おばあちゃんの誕生日にパ
ンケーキを作ることにしました。「お
あ じ み し て み よ う か？」 パ ッ ピ プ ッ
ペポーが味見をしているうちに、パン
ケーキはどんどん、小さくなって……。

1
.2
歳
〜
〜
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定価:1,430円（本体1,300円＋税）
判型:210mm×210mm ページ数:32
ISBN:978-4-04-112047-7 発売年月:2022年1月

歳

定価:1,430円（本体1,300円＋税）
判型:210mm×210mm ページ数:32
ISBN:978-4-04-111492-6 発売年月:2021年12月

「あれ？ おかしいぞ？ ぼくたち冬眠しわすれ
てる！」６ぴきのカエルたちは、大あわてでね
むろうとしますが全然ねむれません。ふと外を
見ると、今まで見たこともない雪景色！ 雪に
大はしゃぎの６ぴきですが……!?

4
.5

雨の日。
「あの子に会いたいな」と外を眺める子
がいます。今日は会えないけれど、晴れたら明
日は会えるはず！ 「会いたい」という気持ちと
「会えた」時の喜びを、声に出したくなるリズミ
カルな文章とカラフルでかわいい絵で楽しめま
す。読み聞かせはもちろん、プレゼントにも。

作／つるた あき

まいごのたまご

〜

文／聞かせ屋。けいたろう
絵／おくはら ゆめ

６ぴきのカエルと
ひえひえのよる

歳

あいたい あいたい あいうえお

3

定価:1,430円（本体1,300円＋税）
判型:182mm×257mm
ページ数:32
ISBN:978-4-04-111497-1
発売年月:2022年3月

あなたの すてきな ところはね

作／アレックス・ラティマー
訳／聞かせ屋。けいたろう

作／玉置 永吉

ティラノサウルス、トリケラトプス、ブラキオ
サウルス、プテラノドン……。子どもが大好き
な恐竜たちが勢ぞろい！ 恐竜たちの特徴も学
べる絵本。美しい色彩と、リズミカルな言葉で
楽しめます。

お子さんのすてきなところに目を向けて、こと
ばで伝えてみませんか。新しい世界にふみ出す
子どもたちに贈る、ことばのお守り。最後のペ
ージに「すてきなところ」を書き込む欄があり
ます。卒園や入園・入学の贈り物にも。

定価:1,540円（本体1,400円＋税）
判型:230mm×270mm ページ数:32
ISBN:978-4-04-106563-1 発売年月:2018年6月

定価:1,320円（本体1,200円＋税）
判型:190mm×190mm ページ数:32
ISBN:978-4-04-111053-9 発売年月:2021年3月

絵／えがしら みちこ
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えんぴつとケシゴム

かいぞくタコせんちょう

おこらせるくん

うちのウッチョパス

文／カレン・キルパトリック、
ルイス・O・ラモス・ジュニア
絵／ヘルマン・ブランコ 訳／高畑 正幸

文／二宮 由紀子

作／のぶみ

作／のぶみ

絵をかくには えんぴつだけ あればいい、だって
ケシゴムは けすものだから。そう 思っていませ
んか？ いいえ、ふたりが一緒なら もっとすて
きな 絵が えがけるのです。入園・入学期にもお
すすめの絵本。

今日から海賊デビューしたタコ船長。自分の８
本の足の手下とともに、まずは海賊船を奪おう
と冒険にでますが――。入園や入学のお祝い、
プレゼントにもぴったり！

おこらせるくんは、ママをおこらせるためにい
きています。でも「なんでママはおこるの？」。
日本中のママたちの「おこってしまう理由」を
この一冊に詰め込みました！ おこるのにはそ
の裏に「大きな愛」があるのです！

絵本作家のぶみ、初アニメ化作品。NHK Eテレ
ミニアニメにて放送された「うちのウッチョパ
ス」
原作絵本です。世界一めずらしい生き物・ウッ
チョパス。見た目はかわいいけれど食べ物を食
べるとモンスターに大変身しちゃって……!?

定価:1,540円（本体1,400円＋税）
判型:271mm×210mm ページ数:40
ISBN:978-4-04-109061-9 発売年月:2020年3月

定価:1,650円（本体1,500円＋税）
判型:214mm×250mm ページ数:32
ISBN:978-4-04-109861-5 発売年月:2021年3月

定価:1,320円（本体1,200円＋税）
判型:188mm×230mm ページ数:32
ISBN:978-4-04-105800-8 発売年月:2017年7月

定価:1,320円（本体1,200円＋税）
判型:188mm×230mm ページ数:32
ISBN:978-4-04-106382-8 発売年月:2018年1月

うちゅうずし

きょうちゃん

えらんで！

ぽっちゃりマン

作・絵／鈴木 のりたけ

絵・文／もくもくちゃん

作／のぶみ

作／のぶみ

うちゅうずしへようこそ！ 物語を楽しみなが
ら貼ってはがせて何度でも遊べるよ。自由な発
想で創造力をはぐくみ、子どもから大人まで楽
しい一冊。シールは193枚、綴込みでおうち時間
やお出かけにもぴったり！

きのう・きょう・あした。出会ったり、わかれたり。
今日しかいっしょにいられない“きょうちゃん”
のお願いごと。TwitterやLINEスタンプで大人気
のもくもくちゃん初めての絵本。

価格:1,430円（本体1,300円＋税）
判型:180mm×180mm ページ数:30
ISBN:978-4-04-108367-3 発売年月:2020年7月

定価:1,100円（本体1,000円＋税）
判型:174mm×174mm ページ数:24
ISBN:978-4-04-106964-6 発売年月:2018年6月

絵／市原 淳

0
歳
〜

1
.2
歳
〜

歳
〜

4
.5
歳
〜

定価:1,320円（本体1,200円＋税）
判型:188mm×230mm ページ数:32
ISBN:978-4-04-107098-7 発売年月:2019年1月
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ドレスにバッグにアクセサリー…… 女の子たちが
「大好きなもの」が、めいっぱい詰め込まれた新
感覚絵本、誕生！ ページをめくるたびに選ぶ楽
しみがあふれ出す。自分のおきにいりを選んだら
次は家族やお友達に合うものを選んでね！

いまだかつてないたたかわない新ヒーロー「ぽっ
ちゃりマン」
。彼はとにかく食べることが大好き。
好きなことをやっているだけなのに、いつのま
にか周りの人たちを笑顔に変えてしまう世にも
フシギな正義の味方!?
定価:1,320円（本体1,200円＋税）
判型:188mm×230mm ページ数:32
ISBN:978-4-04-108765-7 発売年月:2019年10月

23

4·5 歳 〜
だれのパンツ?

恐竜 骨ぬりえ

作／シゲリ カツヒコ

構成／岡田 善敬

空からパンツがおちてきた!? もち主
に届けようと団地に入ったら、カメレ
オンにおばけに……ヘンなところに迷
い込んじゃった！ しかもオチはまさ
かの……パンツじゃない!? 読むたび
に発見のあるユーモア絵本。

ティラノサウルス、トリケラトプス、
そして「むかわ竜」ことカムイサウ
ルス……。全国の博物館にある恐竜
の骨が、ぬりえになった！ 子ども
の「知りたい」「伝えたい」気持ち
を刺激する、新しいワークブック！

定価:1,430円（本体1,300円＋税）
判型:214mm×250mm
ページ数:32
ISBN:978-4-04-107698-9
発売年月:2019年7月

定価:1,375円（本体1,250円＋税）
判型:210mm×297mm
ページ数:64
ISBN:978-4-04-108650-6
発売年月:2020年7月

監修／小林 快次
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歳
〜

1
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歳
〜
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歳
〜

4
.5
歳
〜

なわとびょ～ん

メンドリと赤いてぶくろ

フンころがさず

作／シゲリ カツヒコ

作／安東 みきえ

作／大塚 健太

なわとびが苦手。そして、いばりんぼうのツヨ
シのことが、もっともーっと苦手なケンタ。そ
んなケンタの前に、おおなわをもった謎のおと
こが現れて……？ ページをめくるたびに笑っ
ちゃう、ユーモア【なわとび】絵本！
定価:1,540円（本体1,400円＋税）
判型:214mm×250mm ページ数:32
ISBN:978-4-04-111228-1 発売年月:2021年5月

24

絵／村尾 亘

「自分のままじゃ、いけないの？」と悩むメンド
リと、「『立派』って、なんだろう？」と考える
ようになる赤いてぶくろ。冬の日の偶然の出会
いが、ふたりの未来を大きく変えます。読書感
想文にもオススメ。
定価:1,650円（本体1,500円＋税）
判型:214mm×250mm ページ数:32
ISBN:978-4-04-111227-4 発売年月:2021年11月

絵／高畠 純

ボクがフンをころがしていることをみんなは変
だと言う。だから、ボクはフンをころがさない
ことに決めた。でも友達のキツツキさんは言っ
た。「君はフンをころがすからフンころがしなん
だ」って──。
定価:1,430円（本体1,300円＋税）
判型:204mm×245mm ページ数:32
ISBN:978-4-04-108947-7 発売年月:2020年5月

きみは どこから やってきた？
宇宙誕生からはじまる いのちのものがたり
作／フィリップ・バンティング
訳／ないとう ふみこ 監修／北山 太樹

ビッグバンから人類誕生までの、138億年の大き
な流れが５分でわかる、世界一やさしい「進化
論」
。
「どうやって生まれたの？」とお子さんが
疑問をもつようになったら、この本の出番です。
【国立科学博物館・北山太樹監修】
定価:1,650円（本体1,500円＋税）
判型:240mm×250mm ページ数:32
ISBN:978-4-04-108941-5 発売年月:2020年10月

25

すごい虫ずかん

ぞうきばやしを
のぞいたら
作／じゅえき太郎

星のひとみ

もみの木

絵／せな けいこ 文／石井 睦美
原作／サカリアス・トペリウス

絵／せな けいこ 文／石井 睦美
原作／ハンス・クリスチャン・アンデルセン

クリスマスの前夜、そりから落ち雪の上に放り
出された小さな少女。じっと夜空を見上げる少
女のひとみに、星の輝きがやどります――。フィ
ンランドの大自然を舞台にした、神秘的で美し
い物語。

大きくなりたい、別の世界へ行きたいと夢みて
ばかりいる１本のもみの木。ある日、森から切
り出され、お屋敷の中で美しくかざりつけられ
ますが――。
「今を生きることの大切さ」を教え
てくれる不朽の名作。

定価:1,430円（本体1,300円＋税）
判型:275mm×200mm ページ数:32
ISBN:978-4-04-107708-5 発売年月:2018年11月

定価:1,430円（本体1,300円＋税）
判型:275mm×200mm ページ数:32
ISBN:978-4-04-107883-9 発売年月:2019年6月

だじゃれものがたり

監修／須田 研司

0
歳
〜

カブトムシにクワガタムシ、タマムシ
にオオムラサキ……。夏のスター昆虫
が大迫力の絵で楽しめます。虫の姿を
リアルに描写しているので、絵を楽し
みながら生態を学べる自然科学絵本と
してもおすすめです。

1
.2
歳
〜
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200匹のカマキリのあかちゃん。大人になれる
のは、そのうちの何匹だと思う？ トノサマバッ
タにオニヤンマ、水生昆虫のゲンゴロウやタガ
メなど、迫力満点の絵を楽しみながら、虫の生
態を学べます。

みんなが寝ている夜、虫たちの世界はどうなって
いるの？ 夜の時間、土のなか、水のなか……
ふだん見られない世界をのぞいちゃおう！ 昆
虫学者の丸山宗利先生もオススメ。知的好奇心
を刺激する昆虫絵本！

タンチョウヅルの誕生日、カエルがかえるのを
待たずにカレイがカレーを食べちゃった！ ぶ
じにパーティーは開けるの!? ことばあそびを
しながら、同音異義語など、日本語の奥深さを
楽しく知ることができます。

大人気の「はらぺこあおむし」とエリック・カー
ルの世界が楽しいスクラッチアートに！ 下絵
が描かれたシートを削ると、カラフルな地色が
浮かび上がるよ。スクラッチペンもセット。子
どもから大人まで楽しめます！

定価:1,540円（本体1,400円＋税）
判型:208mm×256mm ページ数:41
ISBN:978-4-04-109321-4 発売年月:2020年6月

定価:1,540円（本体1,400円＋税）
判型:208mm×256mm ページ数:33
ISBN:978-4-04-111288-5 発売年月:2021年6月

定価:1,100円（本体1,000円＋税）
判型:164mm×204mm ページ数:28
ISBN:978-4-04-107747-4 発売年月:2019年9月

価格:1,540円（本体1,400円＋税）
判型:180mm×250mm ページ数:8
ISBN:978-4-04-913145-1 発売年月:2021年3月

〜

著・絵／エリック・カール

絵／田中 ひろみ

歳

作／風木 一人

監修／須田 研司

4
.5

タンチョウヅルのたんじょうび

作／じゅえき太郎

監修／須田 研司

〜

ひるの虫とよるの虫

作／じゅえき太郎

すごい虫ずかん

歳

くさむらの むこうには

エリック・カールの
はらぺこあおむしスクラッチアート

すごい虫ずかん

3

定価:1,430円（本体1,300円＋税）
判型:208mm×256mm
ページ数:41
ISBN:978-4-04-107582-1
発売年月:2019年6月
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親向け
らくごえほん てんしき

らくごえほん ごんべえだぬき

作・絵／川端 誠

作・絵／川端 誠

あなたのことが
だいすき
文・絵／えがしら みちこ
原案／西原 理恵子

子育てに奮闘中の母の心に寄り添う
１冊。西原理恵子のベストセラー
『女
の子が生きていくときに、覚えてい
てほしいこと』から生まれました。
「泣いてしまった」と口コミで広がっ
ています。
「てんしき」ってな～んだ？ 思わず知っている
ふりをしてしまった和尚に、いたずら好きな小
坊主がとった行動とは？ 子供も大人も大笑い
の本格らくごえほん。
定価:1,540円（本体1,400円＋税）
判型:210mm×297mm ページ数:24
ISBN:978-4-04-107986-7 発売年月:2019年3月

28

山里のはずれに住んでいる、ごんべえさんのも
とへやってきた、いたずら好きの子だぬき。つ
かまえて、なわでしばったごんべえさんは「２
度とわるさしねぇようにな」と、こらしめてや
ることに……。
定価:1,540円（本体1,400円＋税）
判型:210mm×297mm ページ数:24
ISBN:978-4-04-109056-5 発売年月:2020年2月

定価:1,210円（本体1,100円＋税）
判型:122mm×182mm
ページ数:32
ISBN:978-4-04-106963-9
発売年月:2018年5月

ハリーとケントはなぞときポリス

すぐそばにある。

ハリせんぼん ぶちこみますよ！

働きすぎのパパのおはなし

作・絵／原 裕朗＆バースデイ

文／市川 海老蔵 原案／レイカとカンゲン
絵／マリマリマーチ

ハリネズミのハリーとコアラのケントは、ニュー
コークシティを守る凄腕の警察官。迷路、探し
絵、パズルなどなど、迫りくる謎を次々解いて、
ニューコークの街を守れるのか？ ハリケーン
ポリス、出動です！

価値観が大きく変わりつつある今、限りある親
子の時間を見つめ直してみませんか。
「幸せはす
ぐそばにある。目の前にあることを大切に。あ
なたの“大切”はなに？」
（11代目 市川海老蔵）
。

定価:1,650円（本体1,500円＋税）
判型:220mm×277mm ページ数:40
ISBN:978-4-04-109796-0 発売年月:2020年10月

定価:1,980円（本体1,800円＋税）
判型:190mm×220mm ページ数:56
ISBN:978-4-04-111286-1 発売年月:2021年12月
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最新 情 報はこちらをチェック
報 はこちらをチェック！
！
フォローし
て

！
ね

Instagram

「KADOKAWAの絵本」
@kadokawa_ehon

新刊案内、 原画展などのイベント情報、
アンバサダーの絵本活用術を発信中♪

KADOKAWA児童書ポータルサイト

「ヨメルバ」
ためし読みや専門家によるレビュー、 コミックエッセイなど、
無料の児童書コンテンツが盛りだくさん！
https://yomeruba.com/

Twitter

「KADOKAWA 児童図書編集部」
＠KadokawaJidosho

ヒビユウ
イラストレーター。三重県在住、2児の母。家族絵日記をインスタグラムに綴っている。
@hibi_yuu
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