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2009 年１月１４日（水） 

報道関係者各位 

株式会社角川書店 

株式会社角川学芸出版 

株式会社富士見書房 

株式会社アスキー・メディアワークス 

株式会社エンターブレイン 

株式会社角川 SS コミュニケーションズ 

株式会社角川グループパブリッシング 

 

 

ひらけば、どこへでも。 

角川グループ合同児童書レーベル 

 

～2009 年３月３日創刊～ 
 

拝啓  

新春の候、皆様方におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 

 

さて、創業以来、「エンタテインメントとしての読書」を提案し続けてきた角川グループ

（角川書店、角川学芸出版、富士見書房、アスキー・メディアワークス、エンターブレイ

ン、角川SSコミュニケーションズ、角川グループパブリッシング）では、このたび小学３年

生～中学１年生を対象とした新しい児童書レーベル「角川つばさ文庫」を創刊する運び

となりました。 

昨年、角川文庫創刊 60 周年を期に 10 代の読書体験を改めて調べてみたところ、

角川グループの発行するさまざまなジャンルの文庫（角川文庫、電撃文庫、富士見ファ

ンタジア文庫、角川スニーカー文庫、角川ソフィア文庫、角川ホラー文庫ほか）が、小・

中学校においても、たくさん読まれていることを知りました。そこで、文庫を読む前のみ

なさんに、スポーツや漫画やゲームと同じように「本を読むこと」の面白さをもっと体験し

てもらいたいと考えました。 
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読書は本来楽しいものですが、自転車と同じように、最初は少しの練習が必要です。

でも、読んでいく楽しさを知れば、どんな遠くの世界にも出かけることができます。妖怪

が運動会をする墓場に、武士が闊歩する江戸の町に、荒れ果てた未来の地球に、動物

たちが走る草原に、魔女が隠れる押し入れの中に、ちょっと難しい哲学の森に、自分の

速度で出かけることができるのです。 

文章から、想像する、読んだ人の数だけ描かれる、豊かな物語の世界。そこで味わう

楽しさや悲しさや悔しさ、恐ろしさ、そしてわくわく感は、本の世界の出来事ではありま

すが、読んだ人の心を確実にゆさぶり、そこでしか味わえない体験をさせてくれます。 

今回、創刊する「角川つばさ文庫」では、若い読者のみなさんが一緒に成長していけ

る新しい物語、新しいノンフィクション、角川グループのベストセラー、ライトノベル、ファ

ンタジー、クラシックスなど、幅広いジャンルの物語に出会える「場」を作り上げていきた

いと考えております。 

かつての角川文庫がそうであったように、角川つばさ文庫の読者が、「２１世紀のエ

ンタテインメントの担い手」になってくれたら、こんなに嬉しいことはありません。 

 今後とも、ご指導ご鞭撻のほど何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

 

敬具 

 

角川つばさ文庫 

編集長 松山加珠子 

  

「角川つばさ文庫」取材・内容に関するお問い合わせ先 

株式会社角川書店 第一編集部 パブリシティ 

〒102-8078 東京都千代田区富士見 2-13-3 

   担当：松谷文緒／高山多寿／村岡香保里 

電話：03-3238-8555  FAX：03-3262-7646 

 

「角川つばさ文庫」営業・販売に関するお問い合わせ先 

株式会社角川グループパブリッシング 書籍販売部 書籍グループ 

〒102-8177 東京都千代田区富士見 2-13-3 

   担当：上村裕子／菊地悟 

電話：03-3238-8535  FAX：03-3262-7765 
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～創刊の概要～ 

 

 

「子どものときに読む胸のわくわくする感動は一生の宝物だ」 （宗田理） 

  

「子供時代に、いろんな本を手に取ることは、とても大切です。 

新しい翼を得て、子供たちの読書の幅が広がることを期待します。」 

（はやみねかおる） 

 

 

■創刊日：2009 年３月３日 

■創刊刊行点数：15 点 

■判型：新書判 

■４月以降毎月 15 日に定期刊行。初年度（2009 年３月～2010 年３月末）に約 50

点の刊行を予定しております。 

■グループ会社各社（角川書店、角川学芸出版、富士見書房、アスキー・メディアワー

クス、エンターブレイン、角川 SS コミュニケーションズほか）が発行元となり、角川グルー

プパブリッシングが発売元として販売を担当いたします。 

■公式ＨＰ： http://www.tsubasabunko.jp  1 月 26 日より本格オープン 

 

 

小学生・中学生の読書事情 

 

現在、全国の小学校では 73.1％（16,207 校）が、中学校においても 72.7％（7,885 校）もの学校が、

授業の一貫として「朝読」など一斉読書の時間を設けております（平成 20 年 12 月 26 日現在 朝

の読書推進協議会調べ）。子どもにとってこれまで以上に身近になった読書。また、公立図書館・

学校図書館では「メディアステーション」という、新しい役割をスタートさせています。 

2010 年は「国民読書年」に定められたことから、今後ますます子どもたちが活字に触れる機会が

増えると考えられます。出版不況と言われる昨今において、児童書は今後活気が期待できるジャ

ンルといえます。 
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角川グループ合同レーベル 

 

「角川つばさ文庫」は角川グループで作る合同児童書レーベルです。文芸、コミック、ライトノベル

と幅広い出版を行っている角川書店。古典、選書を得意とする角川学芸出版。富士見ファンタジ

アなどライトノベルで活躍中の富士見書房、アスキー・メディアワークス、エンターブレインなどたく

さんのグループ会社があります。各社が持つコンテンツ、そして人を楽しませるノウハウを子ども

たちのために駆使し、作品を刊行していきます。 

 

 

 
角川つばさ文庫ネーミングに込めた思い 

 

物語の世界を自分の「つばさ」で自由自在に飛び、自分で未来をきりひらいてほしい。 

本をひらけば、いつでも、どこへでも・・・そんな願いを込めて命名したレーベル名です。 

 

 

 

角川つばさ文庫のキャラクター“つばさちゃん” 

 

３月３日、お散歩中のつばさちゃんのもとに15冊の本が空から飛んできました。１冊、１冊読むうち

に、せつなくなったり、笑ったり、涙がこぼれたり・・・夢中で読んでいるうちに、ふと気がつくと、つばさ

ちゃんの背中には、一対の「つばさ」が生まれました。それは 

想像力というつばさでした。それから、つばさちゃんは、 

いろんな世界へ飛んでいくようになったのです。 

 “つばさちゃん”はこれからいろんなところで 

活躍します。お楽しみに。 

 

 

 

 

テーマソングは矢野顕子さんが作曲 

 

「角川つばさ文庫」オリジナルアニメーションのテーマソングは矢野顕子さんによる作曲。ピアノの

弾き語りも担当していただきました。２月 14 日以降の「ケロロ軍曹」（毎週土曜日 午前 10 時から

テレビ東京で放映中）内のＴＶＣＭで流れるほか、３月３日創刊以降全国の書店店頭、３月７日公
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開の「超劇場版ケロロ軍曹 撃侵ドラゴンウォリアーズであります！」が上映される映画館（角川シ

ネプレックス 12 館）で聞くことができます。思わず耳を傾けて聞き入ってしまうやさしい温かい歌声

が心に響きます。 

 

♪ほらみて きみの 

背中にも つばさが   

あったでしょ 

本をひらくと 

いつでも どこへでも  

きみは飛べるよ♪ 

 

【矢野顕子（やの・あきこ）】ミュージシャン。東京生まれ・青森育ち。3 歳よりピアノを始め、青山学

院高等部時代よりセッションミュージシャンとして活動。1976 年アルバム「ジャパニーズガール」で

デビュー以来、ＹＭＯとの共演、ピアノの弾き語りによる「出前コンサート」を始め、ポップスのフィー

ルドにいながらも常にジャンルにとらわれない自由で、ユニークな質の高い活動を続けている。

1990 年渡米。2001 年、音楽制作の拠点をマンハッタンに移し、ミュージシャンとして女性として、独

自の活動をしている。「月刊カドカワ」誌上で、「月刊アッコちゃん」を約１０年間連載していた。 

 

 

角川つばさ文庫の６つの柱 

 

「角川つばさ文庫」は６ジャンルでバランスよく刊行いたします。 

Ａオリジナル Ｂベストセラー Ｃノベライズ Ｄノンフィクション Ｅ海外の名作 Ｆ日本の名作 

 

 
創刊キャンペーン～読者プレゼントの実施 

 

創刊にあたって読者プレゼントキャンペーンを実施いたします。 

 

①２冊買って“つばさちゃんペンポーチ”をもらおう！応募者全員プレゼント 

対象商品：３月３日発売の 15 作品、４月 15 日発売の５作品（予定） 

応募方法：本のオビに付いている応募券２枚を応募ハガキまたは郵便ハガキに貼って応募。 

応募締切り：５月 15 日(金)当日消印有効 

プレゼント賞品：イメージキャラクター“つばさちゃん”が付いたかわいいペンポーチ。ペンポーチは

文房具がたくさん入るペンケース。学校へ持っていく筆箱として子どもたちが使っています。 
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②角川つばさ文庫を買って“つばさちゃんキラキラシールしおり”をもらっちゃおう！ 

かわいい“つばさちゃん”のイラストがシールになったしおりが、創刊 15 作品すべての本に入って

います。３月３日刊行の創刊書名 15 点限定のプレゼントなので注目です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記のデザインは変更になる場合があります。 

 

 

創刊ラインナップ 

 

角川つばさ文庫書き下ろし短編集  書き下ろしオリジナル 

きみに贈るつばさ物語 

作／あさのあつこ・椎名誠・関口尚・宗田理・はやみねかおる・松原秀行 

絵／佐藤真紀子、他 

ISBN：978-4-04-631009-5  定価：本体 620 円（税別） 

人気作家６名の豪華な競演！あさのあつこのミステリー。椎名誠のノンフィクション。関口尚の野

球小説。宗田理のエンタテインメント。はやみねかおるのマジカル・ミステリー。松原秀行のファン

タジー。スペシャル短編集！ 

 

 

 

 

つばさちゃんキラキラシールしおり（表） 

つばさちゃんペンポーチ 

つばさちゃんキラキラシールしおり（裏） 
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夢の力こぶ   書き下ろしノンフィクション 

北島康介とフロッグタウンミーティング 

北島康介 

ISBN：978-4-04-631014-9  定価：本体 620 円（税別） 

小4の時にオリンピック選手と泳いだことから北島選手はオリンピックを目指す。アテネ後から始ま

ったフロッグタウンミーティング。みんなの応援があったから金メダルがとれた。こんどは北島先生

がみんなの夢を応援する。 

 

ウルは空色魔女①   書き下ろしオリジナル 

はじめての魔法（ルビ：マジカル）クッキー 

作／あさのますみ 

絵／椎名 優 

ISBN：978-4-04-631012-5 定価：本体 620 円（税別） 

おちこぼれの空色魔女、ウルがやってきたのは日本の小学生ちさとの家。修業にはりきるウルだ

けど、使えるのは「ものを甘くする魔法」１つだけ…これでホントにレベルアップできるの～!? スィ

ート☆マジカルコメディ。 

 

小説侵略！ ケロロ軍曹    書き下ろしノベライズ 

撃侵ドラゴンウォリアーズであります！ 

原作／吉崎観音 

著／伊豆平成 

絵／吉崎観音、愛姫みかん 

ISBN：978-4-04-631015-6  定価：本体 540 円（税別） 

(C)2009 吉崎観音／角川書店, 角川映画, サンライズ, テレビ東京, NAS 

謎の巨大物体「竜のしっぽ」が世界中にとつじょ出現した。ケロロはその正体を探るうち、謎の少

女シオンのもつ「竜の書」の不思議な力により凶暴なドラゴンに姿を変えられてしまった！ 劇場

映画を完全ノベライズ。 

 

ぼくらの七日間戦争 

作／宗田 理 

絵／はしもとしん 

ISBN：978-4-04-631003-3 定価：本体 740 円（税別） 

東京下町の中学 1 年 2 組の男子生徒が廃工場にたてこもり、子ども対大人の戦いがはじまった！

女子生徒たちとの奇想天外な大作戦に、本当の誘拐事件で、大人たちは大混乱。息もつかせぬ

大傑作コミカル・ミステリー！ 
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ペギー・スー 

i 魔法の瞳をもつ少女 

作／セルジュ・ブリュソロ 

訳／金子ゆき子 

絵／町田尚子 

ISBN：978-4-04-631004-0  定価：本体 740 円（税別） 

 

地球上でただひとり、悪いお化け〈見えざる者〉が見えるペギー・スー。おどろきの事件がつぎつぎ

とおこり、不可思議な戦いと冒険が始まる。恐怖と笑いと夢をあたえてくれるフランスの大人気ファ

ンタジー第一弾！ 

 

大江戸神龍伝バサラ！  書き下ろしオリジナル 

① 龍、覚醒（ルビ：かくせい）せり。 

作／楠木誠一郎 

絵／裕龍ながれ 

ISBN：978-4-04-631013-2  定価：本体 620 円（税別） 

「プチ家出」のはずが、気づいたら江戸時代にタイムスリップしていたさくら。彼女をまねいた少年・

龍は、おでこに３つめの目をもち、モノノケを使い魔にするふしぎな男の子だった…ロマンティック・

アドベンチャー！ 

 

天才作家スズ秘密ファイル①   書き下ろしオリジナル 

シュークリーム王子の秘密 

作／愛川さくら 

絵／市井あさ 

ISBN：978-4-04-631011-8  定価：本体 620 円（税別） 

わたしスズ、天才小学生作家。ある日、ネタさがしのために超☆セレブな私立中学に遊びにきた

わたし。そこでいきなり金髪の美少年の事件にまきこまれて!? 謎いっぱい・ドキドキいっぱいのミ

ステリアス☆コメディ！ 

 

時をかける少女 

作／筒井康隆 

絵／いとうのいぢ、他 

ISBN：978-4-04-631007-1  定価：本体 560 円（税別） 

放課後のだれもいない理科実験室でガラスの割れた音がした。そして…。時間と記憶をめぐる奇

妙な事件がつぎつぎとおこる。時代をこえ、世代をこえて読みつがれる表題作ほか、短編「時の女

神」「姉弟」「きつね」を収録。 
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死者の学園祭 

作／赤川次郎 

絵／椋本夏夜 

ISBN：978-4-04-631002-6   定価：本体 680 円（税別） 

「絵と宝石」にかくされた謎とは？ かわいい名探偵真知子をヒロインに、学園の友情、愛、青春を

描くサスペンス・ミステリー。赤川次郎さんの５００点をこえる作品中、デビュー２作目の人気作！ 

 

チェリーブラッサム 

作／山本文緒 

絵／ミギー 

ISBN：978-4-04-631005-7 定価：本体 640 円（税別） 

中学2年の実乃はお父さんと姉の花乃と3人暮らし。ある日、お父さんが脱サラして「便利屋」をや

ると言いだした。そこに持ちこまれたのは、いなくなった盲導犬探しの依頼。にわかに少女探偵と

なった実乃は!?  

 

スレイヤーズ１   ベストセラーのつばさ文庫オリジナル 

リナとキメラの魔法戦士 

原作／神坂一 

著／南房秀久 

絵／日向悠二 

ISBN：978-4-04-631010-1 定価：本体 620 円（税別） 

あたしの名はリナ＝インバース。けっこー有名な、天才美少女魔道士なのだ！ 今日もお仲間の

ナーガと盗賊いぢめにせいを出していたら、おせっかいなガウリイがあらわれ、いっしょに旅するこ

とに。大冒険、始まるよ！ 

 

ベルナのしっぽ 

～盲導犬とななえさん～ 

作／郡司ななえ 

絵／影山直美 

ISBN：978-4-04-631001-9  定価：本体 620 円（税別） 

目が見えないななえさんは、だいの犬ギライだったが、盲導犬・ベルナと出会い、そのひたむきさ

に心をうたれ、きずなを深めてゆく。しかし、やがて別れのときが……。人と犬との間に育まれた愛

と感動の物語。 
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電池が切れるまで    ベストセラーのつばさ文庫オリジナル 

作／宮本雅史 

絵／石井 勉 

ISBN：978-4-04-631016-3   本体価格：560 円（税別） 

「だから 私は命が疲れたと言うまで せいいっぱい生きよう」。この詩をかいて４カ月後になくなっ

たゆきなちゃん、白血病をのりこえて医師をめざすもりたくん……。病気になっても笑顔で生きた

少女たちの物語。 

 

マダガスカル２   書き下ろしノベライズ 

ドリームワークス アニメーション シリーズ 

作／Ｊ・Ｅ・ブライト 

訳／杉田七重 

ISBN：978-4-04-631008-8 定価：本体 700 円（税別） 

Madagascar2 TM&©2008 DreamWorks Animation L.L.C.All Rights Reserved. 

動物園を脱出してマダガスカルに着いたニューヨーク育ちの動物たちがペンギンズ航空で帰ろうと

したところ、不時着したのはサバンナ!? 大自然で自分探しをする彼らに、水場の危機が訪れる！

大ヒットアニメの小説版!! 

 

※上記の本体価格には税５％が含まれておりません。 

 

 

４月以降の刊行予定作品 

 

ぼくらのおばけアパート  宗田理      

蒼き戦記    吉橋通夫 

恋する新撰組！   越水利江子    

ブレイブ・ストーリー   宮部みゆき 

KIDS    乙一       

涼宮ハルヒの憂鬱   谷川流 

「ゲゲゲの鬼太郎」シリーズ  原作／水木しげる  

あさひやま動物記   小菅正夫 

「グレートジャーニー」シリーズ  関野吉晴    

 

 

※上記の書名は変更する場合があります。 


