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しない子供たちのために作られていて、
そのまま日本の子供たちに役立つもの
だ。最初は音楽その後ネイティブのアメ
リカ人の発声で、次はゆっくり反復練習
というように出来ていて、聞いているう
ちに自然と英語が口から出てくる。
　例えば、「See you Later,   Alligator!」と
いう絵本のＣＤで説明してみたい。まず
最初のtrack 2ではお話が歌に作ってあ
り、ゆっくりした音楽にのせて歌われる。
クロコダイルとアリゲーターそれぞれの
声で、背後にはコミカルな雑音も入って
臨場感たっぷりなので、ここでは音楽と
セリフ、リズムを味わう。次のtrack  3
は聞くことに集中する。耳をすますこと

で自分も声を出
したいという気
持ちが強くなっ
てくる。Track  4
では大きな声で
ＣＤの語りと一
緒に発音する。Ｃ
Ｄからは大人の
発音に続き子供
たちの声が聞こ
え、リピートし
やすくなってい

る。Track 5では子供たちと一緒に歌う。
英語のスピードは同じ位で音楽が流れて
くるのでTrack 4 よりリピートしやすい。
Track 6では音楽だけが流れるので自由
に一人で英語表現してみる。
　すべてのタイトルがこのように歌・
チャント・朗読で構成されており、自然
にからだで楽しめるように工夫されてい
る。

これまでの実績これまでの実績

　絵本の家では３年前からこのＪＹブッ
クスのCD付き絵本を日本語の解説をつ
けて販売している。あるカタログ販売
の会社が子供向けだけではなく、「若い
女性が楽しく英語を学べるコース」の
教材として取り上げた。参加者の評判が

急の沿線にある地元の本屋さんで見たと
ころ、ロングセラーのCD付き英語絵本
が3冊ほど並んでいた。選書に自信がな
いが英語の本は置きたいという感じがし
た。
　CD付きの絵本はアメリカやイギリス
の出版社から多数出版されている。例え
ばThe Giving Tree(おおきな木)のＣＤは
作者のシルベスタインの朗読だ。これは
大人にも人気がある。子ども用にはロン
グセラーのもの、
The Little House（ち
いさいおうち）、
Curious Gorge（ お
さるのジョージ）、
Harry the Dirty Dog 

（どろんこハリー）
など日本語版でな
じみのあるものが
よく売れる。書店
でも選びやすいよ
うだ。これらは楽
しい音楽が入っているので、英語は分ら
なくても聞いているだけでとてもいい気
分になる。
　だが残念ながら日本の子どもが英語を
覚えるには難し過ぎる。元々、英米のネ
イティブの子どもたちが車の中などで聞
くために作られているからだ。だから文
章量も多い。（もちろんアマゾンでも扱っ
ているので、常に定価の比較をされる）

からだで楽しむ英語教材絵本からだで楽しむ英語教材絵本

　では絵本の家が今までこだわってきた
ような良質の英米の絵本で英語も覚えら
れるようにするにはどうしたらよいか？
この要求にぴったりのＣＤを韓国の出版
社ＪＹ(ジェイワイ)ブックスが作って
いたのだ。それはまさに英語を母国語と

お母さんが安心できるＣＤ付き英語絵本お母さんが安心できるＣＤ付き英語絵本

　絵本の家がここ数年で売上を伸ばして
いるものの一つが、ＣＤ付きの絵本だ。
昭和５９年創業以来２６年間海外の絵本
の輸入・卸をしているが、アマゾンなど
のネット書店の影響もあって「よい絵本
を選んでいます」というだけではやって
いけない。その中で、ＣＤ付き絵本は希
望の星だ。絵本の家は目白の会社の隣で
直営店舗を持っている。ショールームを
兼ねているので、英語以外の言語を含め
て何千冊もの絵本があり、全国から絵本
好きが来られるような店だ。私も週に一
日店番をしている。ここでも最近はＣＤ
付きの絵本が一番よく売れる。
　先日も３歳の坊やを連れたお母さんが

「Ten Fat Sausages Book & CD」買って下
さった。「音付きがいいですか?」と伺う
と「子供が小さいうちは日本語でも英語
でも楽しめます。特にこのＣＤは歌から
入って繰り返しが多いので、英語のリズ
ムが身につきそうです」とのお返事。「こ
どもに読んであげるとき、やはり発音が
気になります」というお母さんが多いか
ら、ＣＤ付きが必須なのだ。
　以前は英語が出来るお母さんが原書の
絵本を買われたが、ＣＤ付き絵本なら英
語の苦手なお母さんも安心して買える。
それだけ購買層が広がったということで
ある。お店で見ていると、普通の絵本は
手にとってどうしようかと？と迷って諦
める方が多いが、ＣＤ付きは迷わず買わ
れる.つくづく実用品は強いと思う。

ＣＤ付き絵本もいろいろあるＣＤ付き絵本もいろいろある

　この傾向は全国的なものだと思うが、
一般の書店ではこの要求に応えられて
いるのだろうか。私の住んでいる小田
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新刊ダイジェスト ※価格は総額（税込）表示です。

　日常生活の衣食住を数学の目でとらえることの
重要性を述べる。著者はこれを「生活数学」という。
数式はほとんどないので、数学苦手意識の人にも
気軽に楽しく読める。
　目次をみると、ＪＲ乗車カード「スイカ」につ
いて、自動車保有台数のグラフの見方、レシート
の話、算数と数学の違い、アンケートのとり方の
問題点をはじめ、生活の中で見かけた身近なこと

がテーマになっている。たとえば缶ビール、量は
250、350、500ミリリットルと各メーカーとも同
じなので、売り上げは缶の中の質（うまさ）の競
争となる。また家庭菜園でとれたスイカの大きさ

（直径）を知るには、ひもでその周囲の長さを測り、
その数値を３（円周率は3.14）で割ればよい。
◆840円・四六判・170頁・ヨーコ・インターナショ
ナル・東京・2010/7刊・ISBN978-4-9904507-9-3

『数値文化を考える　－知的好奇心のヒント』●岡部　進著

心理療法のひとつである〈前世療法〉とは、
米国の精神科医ミルトン・Ｈ・エリクソン博士に
よって基礎が作られた催眠療法の流れを汲むもの
であるが、催眠療法が、医師の催眠誘導によって
患者の幼児期のトラウマまで遡るのに対し、〈前
世療法〉は、生まれる以前のさらにその向こう、
すなわち〈前世〉にまで遡行する。困惑する読者
もいるだろうが、著者は、患者の現実の苦しみと

〈前世〉との因果関係が「特定」されることでも
たらされる癒しと、患者の劇的な意識変革を肯定
的に評価する。そして、「前世療法の症例を多数
経験すると、人間は輪廻転生していることを肯定
せざるを得ない境地に到達します」とも述べてい
る。
◆1575円・四六判・163頁・東方出版・大阪・
2010/7刊・ISBN978-4-86249-163-3

『前世療法　－医師による心の癒し』●久保　征章著

よく、この企画は成功して次のコース
も始まっている。因みにこれまでの輸入
数は８３００冊を超えている。直営店で
のＣＤ付き絵本の一年間の売上ベスト5
は①My First Word Book,(絵辞典 )②See 
You Later ,Alligator! ( 写真参照 )③ Great 
Enormous Turnip、④My Cat Likes to Hide 
in Boxes ⑤ One Gorilla。
　今後は書店向けにもこのシリーズをご
紹介していきたい。なぜこのシリーズが

よいのか、内容が分かってもらえるよう
にポスターやシールを作る予定だ。
《絵本の家ＳＩＮＧ＆ＳＡＹシリーズ》
ポイントをまとめると下記になる。
＊絵本は質が高い英米の原書
＊韓国製ＣＤが日本の子供の英語習得に
最適
＊絵本の家制作の日本語の解説書付き
(絵本を使って親子でできる実践例など
を含む）

＊アマゾンでは扱っていない
＊定価は本の種類によって。1,600円、
2,100円、2,600円 (本体)の３種
＊３０タイトルは１1月には絵本の家の
ホームページ（http://ehon-house.co.jp）
にアップする。卸のページに入るにはＩ
Ｄ＜jy1＞、パスワード＜20101007＞
をお使い下さい。
＊取次ぎ通しで入手可
（こまつざき   けいこ／絵本の家代表取締役）

　ナニやら昨年あたりからウィスキーのソーダ割
り「ハイボール」がブーム。そこで巻頭特集に登
場するが、ただの特集であるはずがなく、“もし
も小雪のバーでハイボールを飲んだら”と妄想酒
場あり、蒸留酒以外をソーダで割ったりとハチャ
メチャな実験ありで、思わず爆笑してしまう。＜
酔客万来＞コーナーのゲストは辺境作家・高野秀
行で、これまた酒飲みエピソードが満載。酒飲み

の心理を余すところなく伝えるたくさんの連載も
絶好調で、酒飲みにとって「わかるわかる」と膝
を打ったり、身につまされて俯いたりと反応はさ
まざまだろうが、それでも飲まずにはいられない。
次号もこの調子で突っ走ってもらいたいものであ
る。
◆400円・Ａ５判・80頁・酒とつまみ社・東京・
2010/9刊・ISBN978-4-903143-14-9

『酒とつまみ　第１３号　－飲んだら寝よう、起きたら飲もう。』●酒とつまみ編集部編

　ロマネスク様式の宝物館、参道に並ぶ西洋ラ
ンプ。モダンな文明開化の象徴として建つ靖国神
社の姿を誰が想像できるだろうか。そもそもが大
村益次郎の尽力で、明治維新に奉じた新政府軍兵
士のために建立された招魂社であったことを知る
人は少ないだろう。その初代宮司青山清。高杉晋
作と行動を共にした長州藩士である青山の名もま
た、日本近代史から忘れ去られて久しい。山口県

と靖国神社から関係資料を掘り起こし、青山の生
涯と青山家の系譜を浮かび上がらせることで、彼
の生きた時代と靖国神社の成立を明らかにする。
歴史の陥穽に光を当てた労作である。今日、政治
に翻弄される靖国神社とは何であるのか。深く考
えさせられる。
◆2205円・Ａ５判・219頁・弦書房・福岡・
2010/7刊・ISBN978-4-86329-043-3

『靖国の源流　－初代宮司・青山清の軌跡』●青山　幹生著
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期間：2010年9月16日～10月15日

［出荷センター扱い］※税込み価格

郵便販売のご注文方法

地
方
・
小
出
版
物
の
デ
ー
タ
に
な
り
ま
す
。
綴
じ
て
保
存
し
て
く
だ
さ
い
。

(1)『刑務所の中の中学校』1470円・しなのき書房　(2)『ことばを尋ねて』3045円・
天野祐吉作業室　(3)『ぼくはこうやって詩を書いてきた』2940円・ナナロク社　
(4)『新装版　不思議の国のアリス・オリジナル』2100円・書籍情報社　(5)『しょ
うがＬｉｆｅ』1260円・ベターホーム出版局　(6)『「知」の万華鏡』735円・武田
書店　(7)『河野裕子』1890円・青磁社　(8)『浅田家』2730円・赤々舎　(9)『天
草１００景』2200円・弦書房　(10)『バリデーション』2625円・筒井書房　(11)『そ
れでも僕は生きてゆく』1890円・アートヴィレッジ　(12)『小さき者たちの戦争』
1680円・南方新社　(13)『昭和藝能東西　本橋成一写真集』4800円・オフイスＥ
ＭＵ　(14)『イタリアの街角から』2205円・弦書房

◎お名前、お届け先（郵便番号、住所）、
連絡先お電話番号、ご注文品の書誌名、
冊数の必要事項を明記のうえ、下記ま
でＦＡＸでご連絡ください。
◎送料は、冊子小包・メール便共実費
でお送りさせて頂きます。基本的にメー
ル便は、一冊２１０円でお送り致しま
す。（メール便の到着は、発送してから
３～４日かかります。）お急ぎの方、そ
の他ご要望がございます場合はお気軽
に下記までお問い合せ下さいませ。
◎なお書籍お買上総計（税抜き価格）
が5,000円以上の場合は、送料をサー
ビスさせて頂きます。
★地方・小出版流通センター
ＦＡＸ：０３－３２３５－６１８２

以下ホームページでも各種情報提供を行なっております。ご利用ください。
http://www.bekkoame.ne.jp/̃much/

ト  ピ  ッ  ク  スト  ピ  ッ  ク  スト  ピ  ッ  ク  スト  ピ  ッ  ク  スト  ピ  ッ  ク  スト  ピ  ッ  ク  ス ★★★

［三省堂書店神保町本店４Ｆ̶センター扱い図書］※税込み価格

［ジュンク堂書店新宿店̶センター扱い図書］※センター出荷データより／税込み価格

(1)『酒とつまみ　13号』400円・酒とつまみ社　(2)『円周率100万桁表』330円・
暗黒通信団　(3)『愛知の山城ベスト50を歩く』1890円・サンライズ出版　(4)『東
京かわら版　10月号』420円・東京かわら版　(5)『ＨＢ　07』500円・ＨＢ編集
部　(6)『大日本帝国陸海軍　軍装と装備　2』3800円・池宮商会　(7)『ＣＡＢＩＮ
　12』735円・中尾務　(8)『北条氏邦と武蔵藤田氏』2625円・岩田書院　(9)『沖
縄本礼賛』1050円・ボーダーインク　(10)『長崎游学　4』840円・長崎文献社

(1)『酒とつまみ　第１３号』400円・酒とつまみ社　(2)『フリースタイル　１３』
932円・フリースタイル　(3)『ことばを尋ねて』3045円・天野祐吉作業室　(4)『編
集者のためのＩｎＤｅｓｉｇｎ入門　改訂増補版』1575円・出版メディアパル 　
　(5)『ことばに出会う』3150円・天野祐吉作業室　(6)『男子にオススメの少女マ
ンガ大百科』399円・スモール出版　(7)『ぼくはこうやって詩を書いてきた』2940
円・ナナロク社　(8)『ｅ』285円・暗黒通信団　(9)『ウシがゆく』1890円・沖縄
タイムス社　(10)『河野裕子』1890円・青磁社

売行良好書売行良好書売行良好書売行良好書売行良好書売行良好書 ▼  金港堂書店で郷土本フェア
仙台の老舗・金港堂書店が創立１００周年を迎え、
記念イベントとして、『ニッポン列島、本めぐり　
全国の郷土本を集めた本の物産展』と題した郷土本
フェアを実施することとなりました。場所は青葉区
の金港堂本店2F、期間は2010年10月30日～11
月3日までで、以下のような記念トークイベントが
予定されています。
・10月30日 (土 ) 14:00～15:30
　仙台人ならこれを読め！
　～仙台を楽しむための100冊～
　◎土方正志 氏◎川元茂 氏◎小林直之 氏
・10月31日 (日 ) 14:00～15:30
　金港堂と遠野物語の100年
　◎小井口有 氏◎橋本学 氏◎黒木あるじ 氏
・11月3日(水 ) 14:00～15:30
　龍馬時代の仙台をゆく！
　◎山本三郎 氏◎甲斐原康 氏
イベント終了後は、11月中特設会場にて郷土本を
継続販売します。当センターからは、全国の地方出
版社刊行図書900冊ほどを出展予定。ＮＨＫ大河ド
ラマが人気の坂本龍馬関連本をはじめ、歴史、文化、
食、自然、人物等あらゆるジャンルにわたる内容と
なっています。
▼『パズル通信ニコリ』が創刊30周年
パズル制作集団ニコリが刊行する『パズル通信ニコ
リ』が創刊30周年を迎え、各地の書店で『数独大
感謝祭』フェアが開催中です。『ポケット数独』シ
リーズをもつソフトバンククリエイティブやニコリ
社長・鍛冶さんの著書を刊行したメディアファクト
リーとの３社合同フェアのかたちをとっています。


