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【NEWS RELEASE】 

2020年3月2日 
株式会社KADOKAWA 

 

＜新型コロナウイルス対応＞ 

ＫＡＤＯＫＡＷＡの児童書サイト「ヨメルバ」で 
角川つばさ文庫＆角川まんが学習シリーズ２０７冊を無料公開！  

 
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松原眞樹、以下KADOKAWA）は、

新型コロナウイルス感染拡大の影響に鑑みて、児童書サイト「ヨメルバ」（https://yomeruba.com/）にて、

KADOKAWAの児童書タイトル207冊の無料公開をスタートいたしました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
児童文庫シェアNo.1『角川つばさ文庫』（※）、小学生に絶大な人気を誇る『どっちが強い!?』シリーズ、

「児童書 学習まんが 日本の歴史」ジャンル売上1位『日本の歴史』（※※）などの「角川まんが学習」

シリーズの中から、選りすぐりの207タイトルが無料でお読みいただけます。本企画は、3月2日（月）～

4月5日（日）までの期間限定で実施いたします。 

新型コロナウイルス感染拡大の影響による政府からの小中高校への休校要請、大規模なイベントの自

粛要請を受けまして、この度の対応を決定いたしました。ご自宅で過ごされるお子さまに、素敵な読書

体験をご提供できたら嬉しく思います。 

◆対象書籍シリーズ・冊数 

  角川つばさ文庫１８５冊、角川まんが学習シリーズ２２冊 合計２０７冊 

◆主な作品ラインナップ 

【角川つばさ文庫】 

「怪盗レッド」「オンライン！」「こわいもの係」「こちらパーティー編集部っ!」「いみちぇん！」 

「１％」「恐怖コレクター」「魔女っ子バレリーナ☆梨子」シリーズ 

【角川まんが学習シリーズ】 「どっちが強い!?」「日本の歴史」シリーズ 

◆無料公開期間  ２０２０年３月２日（月）～ ４月５日（日） 

◆無料公開サイト KADOKAWA児童書サイト「ヨメルバ」 

https://yomeruba.com/news/entry-9838.html 

https://yomeruba.com/
https://yomeruba.com/news/entry-9838.html
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＜無料公開作品ラインナップ＞ 

角川つばさ文庫 

タイトル 著者 

怪盗レッド（１）～（１５） 秋木 真 

少年探偵 響（１）～（４） 秋木 真 

黒猫さんとメガネくんの初恋同盟 秋木 真 

黒猫さんとメガネくんの学園祭 秋木 真 

オンライン！１～１５ 雨蛙ミドリ 

ウラオモテ世界！ とつぜんの除霊×ゲームバトル 雨蛙ミドリ 

四年霊組こわいもの係 床丸迷人 

五年霊組こわいもの係（１）～（１３） 床丸迷人 

キミト宙ヘ（１）～（２） 床丸迷人 

こちらパーティー編集部っ!（１）～（１０） 深海ゆずは 

スイッチ！（１）～（３） 深海ゆずは 

いみちぇん！（１）～（１０） あさばみゆき 

星にねがいを！（１） ナイショの契約、むすばれちゃった!? あさばみゆき 

１％ （１）～（１０） このはなさくら 

スキ・キライ相関図 (1)“恋組”のヒミツ探ります！ このはなさくら 

恐怖コレクター 巻ノ一～巻ノ十 佐東みどり・鶴田法男 

怪狩り 巻ノ一 よみがえる伝説 佐東みどり・鶴田法男 

らくがき☆ポリス（１）～（７） まひる 

ソライロ♪プロジェクト （１）～（６） 一ノ瀬三葉 

時間割男子（１） わたしのテストは命がけ！ 一ノ瀬三葉 

トツゲキ！？  地獄ちゃんねる  スクープいただいちゃいます！ 一ノ瀬三葉 

トツゲキ！？  地獄ちゃんねる ねらわれた見習いリポーター！？ 一ノ瀬三葉 

魔女犬ボンボン ナコと運命のこいぬ 廣嶋玲子 

魔女犬ボンボン ナコと金色のお茶会 廣嶋玲子 

魔女犬ボンボン ナコと奇跡の流れ星 廣嶋玲子 

魔女犬ボンボン ナコと幸せの約束 廣嶋玲子 

魔女犬ボンボン おかしの国の大冒険 廣嶋玲子 

魔女犬ボンボン ナコと夢のフェスティバル 廣嶋玲子 

魔女犬ボンボン ナコとひみつの友達 廣嶋玲子 

魔女犬ボンボン ナコと太陽のきずな 廣嶋玲子 

神様ペット× 幸運のノラネコ 廣嶋玲子 

世界一周とんでもグルメ はらぺこ少女、師匠に出会う 廣嶋玲子 

世界一クラブ 最強の小学生、あつまる！ 大空なつき 

世界一クラブ テレビ取材で大スクープ！ 大空なつき 

世界一クラブ 伝説の男と大勝負!? 大空なつき 

世界一クラブ 宿泊体験はサプライズ!? 大空なつき 

絶体絶命ゲーム １～５ 藤ダリオ 
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死神デッドライン（１） さまよう魂を救え！ 針 とら 

めざせ！東大お笑い学部（１） 天才ツッコミ少女、登場！？ 針 とら 

裏庭にはニワ会長がいる！！  （１）～（４） こぐれ京 

4DX!! 晴とひみつの放課後ゲーム こぐれ京 

4DX!! 晴のバレンタインデーは滅亡する!? こぐれ京 

幽霊探偵ハル 燃える図書館の謎 田部智子 

幽霊探偵ハル 犯人をあばけ！  毒の吹き矢事件 田部智子 

幽霊探偵ハル 大時計に秘められた財宝 田部智子 

幽霊探偵ハル 謎を呼ぶ図書館ジャック 田部智子 

少女マンガじゃない！ （１）～（３） 水無仙丸 

さいごの夏、きみがいた。 初恋のシーズン 西本紘奈 

きみの心にふる雪を。 初恋のシーズン 西本紘奈 

ぼくの声が消えないうちに。 初恋のシーズン 西本紘奈 

ファースト・ステップ （１）～（２） 西本紘奈 

四つ子ぐらし（１）～（３） ひのひまり 

一年間だけ。（１）～（２） 安芸咲良 

オバケがシツジの夏休み 田原 答 

オバケがシツジの七不思議 田原 答 

オン・アイス!! （１）～（２） 二本木ちより 

ないしょのM組 あかりと放課後の魔女 福田裕子 

ないしょのM組 あかりの大事な宝物 福田裕子 

世にも奇妙な商品カタログ（１）～（２） 地図十行路 

ぼくたちはプライスレス！（１） 中学生作家、取材を始めます イノウエミホコ 

角川つばさ文庫版 母さんがどんなに僕を嫌いでも 歌川たいじ 

目がみえない  耳もきこえない  でもぼくは笑ってる 障がい児３兄弟物語 佐々木志穂美 

世界を動かすことば 世界でいちばん貧しい大統領のスピーチ 百瀬しのぶ 

ぼくらの学校戦争 宗田 理 

ガンバト! ガンガン水鉄砲バトル!! 豊田 巧 

シートン動物記 オオカミ王ロボ  ほか シートン 訳者：越前敏弥 

シートン動物記 サンドヒルの雄ジカ  ほか シートン 訳者：越前敏弥 

シートン動物記 クラッグ  クートネーの雄ヒツジほか シートン 訳者：越前敏弥 

宮沢賢治童話集  銀河鉄道の夜 宮沢賢治 

君のとなりで。 音楽室の、ひみつのふたり 高杉六花 

くもの糸・杜子春 芥川龍之介作品集 芥川龍之介 

ビックリ!! 世界の小学生 柳沢有紀夫 

魔女っ子バレリーナ☆梨子  （１）～（４） 深沢美潮 

山月記・李陵 中島敦 名作選 中島 敦 
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角川まんが学習シリーズ 

タイトル 監修 

どっちが強い!? ライオンｖｓトラ 陸の最強王者バトル 坂東 元 

どっちが強い!? ゴリラｖｓクマ 頭脳とパワーの大勝負 今泉 忠明 

どっちが強い!? サメｖｓメカジキ 海の頂上決戦 新野 大 

どっちが強い!? ゾウvsサイ どすこい重量バトル 村田 浩一 

恐竜キングダム（５） ジュラ紀で迷子に!? 小林 快次 

恐竜キングダム（６） 最速の恐竜をさがせ！ 小林 快次／田中 康平 

恐竜キングダム（７） 巨大恐竜カルカロドントサウルス 小林 快次／田中 康平 

恐竜キングダム（８） 空の王者、決定戦！ 小林 快次 

日本の歴史  １ 日本のはじまり  旧石器～縄文・弥生～古墳時代 山本 博文 

日本の歴史  ２ 飛鳥朝廷と仏教  飛鳥～奈良時代 山本 博文 

日本の歴史  ３ 雅なる平安貴族  平安時代前期 山本 博文 

日本の歴史 別巻 よくわかる近現代史 １ 大正から激動の昭和へ 山本 博文 

のびーる国語 ことわざ 細川 太輔 

のびーる国語 慣用句 細川 太輔 

のびーる国語 四字熟語 細川 太輔 

まんが人物伝  織田信長 山本 博文 

まんが人物伝  豊臣秀吉 山本 博文 

まんが人物伝  徳川家康 山本 博文 

まんが人物伝  アンネ・フランク 日記で平和を願った少女 大塚 信 

まんが人物伝  マリ・アントワネット 革命に散った悲劇の王妃 長谷川 まゆ帆 

まんが人物伝  クレオパトラ 古代エジプト最後の女王 阪本浩 

まんが人物伝  エジソン いたずら大好き発明王 金井 正雄 

 

■「ヨメルバ」について 
絵本、キャラクター書籍など、0歳から小中学生

まで楽しめる、KADOKAWAが贈る児童書の最新情

報を日々お届けしています。最新刊の試し読みや書

き下ろし小説の連載、絵本の読み聞かせ動画など、

ほかでは見られないコンテンツも満載です。 
●「ヨメルバ」サイトURL： https://yomeruba.com/ 

 

※児童文庫レーベルトップシェア。公益社団法人 全国出版協会・出版科学研究所調べ 

※※紀伊國屋書店「児童書 学習まんが 日本の歴史」ジャンル4年連続売上1位 

 

以上 
 

【本件に関する報道関係からのお問合せ先】 

株式会社KADOKAWA 
文芸局 コンテンツプロデュース部 パブリシティ室 

E-mail ln-pub@ml.kadokawa.jp 
オフィシャルサイト https://www.kadokawa.co.jp/ 

https://yomeruba.com/
mailto:ln-pub@ml.kadokawa.jp
https://www.kadokawa.co.jp/

