
	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 	  

	 

	 

	  

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 

	 

	 

	 

	 

 わにわにがダンボールを、 

きっておってはって… 

そのときわにわにはハサミでゆびをほんのすこし

きってしまい、こんどはゆびをほうたいで、ぐるぐる

ぐるぐる…。 

 ちからづよいえとみみにたのしいことばが 

わにわにのせかいにいざないます。 

 

 アブラゼミがたまごから成虫になる 

までの、ノンフィクション絵本。 

 木の上でたまごからかえった幼虫は 

地面に落ち、アリやクモなどの地上の 

敵から生き延びて、自力で土の中で 

木の根から樹液を吸って成長していき 

ます。 

約5年後、地上に出てきたアブラゼミが 

成虫になる姿にワクワクします。 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いないはずの

恐竜の話…。 

『カブトくん』 

作： タダサトシ （こぐま社） 

 カブトムシが大好きなこんちゃんは森で大きな 

カブトムシの幼虫をとってきます。 成虫になった 

カブトムシをカブトくんと名付けて一緒に遊んだり、 

お風呂に入ったり楽しく過ごしますが、だんだん元気

がなくなるカブト君。 カブト君が元気になるには 

どうすればよいのでしょうか？ 

『もぐらバス』 

作： 佐藤雅彦・うちのますみ （偕成社）	 	 

  全国の都道府県を面白く覚えられる一冊。 

 ご当地名物も挿絵で描かれていて、いろいろ 

 な楽しみ方ができます。 

  「あ～おもしろかった。  

       もっかいどう、北海道」 と何度も 

 読み返したくなる本です。 

  

『もぐもぐ とんねる』 

作： しらたにゆきこ （アリス館）	 	 

 

 まちのしたの地面には人に知られてい

ない秘密が…。 

もぐらバスが走っているのです。 

今日もたくさんのお客さんを乗せて走っ

ているもぐらバスにピンチが…。 

 

 

『エドウィーナ』 

作： モー・ウィレムズ （光村図書） 

	 	 

 子供のもぐもぐも、いよいよ穴ほりに挑戦する

前日。 自分一人でもできると勝手に穴をほり 

始めました。 しかし掘っても掘っても違うところ

へ行ってしまいます。 疲れ果て動けなくなった 

もぐもぐはお母さんの料理の匂いに元気をもらい

ます。 

 裏表紙のもぐもぐが掘ったトンネル地図を読み

終わった後に見るのも楽しいです。 

『わにわにのおおけが』 
作:  小風さち  

絵： 山口マオ  （福音館書店）    

 『ぼく あぶらぜみ』 

作： 得田之久 絵： たかはしきよし  （福音館書店） 

書店	 	 

『だじゃれ 日本一周』 

作： 長谷川義史 （理論社）	 



『くまさんのずぼん』 

作： 柴野民三 絵：いもとようこ （ひかりのくに）	  

	 

	 

	 

	 

	 

	 	 

	 

	 

	  

	 

	  

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

 大好きなライオンを誘って、海に 

遊びに行くぼく。ぼくはライオンに泳

ぎを教えてほしいのに、ほかの遊び

ばかりするライオン。 ついにぼくは

ライオンに文句を言ってしまうけど、

実は泳げないんだって。 でも浮き

輪で楽しく遊んだり、砂で立派なお

城を作ってくれるライオン、やっぱり

大好きなんだ。 

 少年とライオンの友情絵本。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『うみにいった ライオン』 

作： 垂石眞子 （偕成社）  

	 	  動物園の赤ちゃんイノシシを、内緒で 

学校で飼うことになったまさお。 

動物好きの彼ははりきりましたが…。 

 強烈な絵と楽しい文章は、めっちゃおもし

ろい!! と子どもを惹きつけます。 

『飼育係長』 

作： よしながこうたく （長崎出版）	 	 

『つんくせんせい どうぶつえんにいく』 

作： たかどのほうこ （フレーベル館） 

	 	 
 水曜日になると決まってつんつく園

の皆を連れて動物園にやって来るつ

んつくせんせい。でもパンダ以外の 

動物は嫌いで悪口ばかり。ある日怒

った動物達はつんつくせんせいを懲ら

しめようと、ある方法を思い付きます。 

それはとても破天荒なアイデアなの 

ですが、さてせんせいは改心出来る

のでしょうか？ 

 

『おまたせクッキー』 

作： パット・ハッチンス （偕成社）	 

最近の職人は言うことをきか

なくなったなぁ…くまさんのず

ぼんのすそあげを頼みますが

…どうなることやら…読んで

からのお楽しみです。  

『せんたくかあちゃん』 
作： さとうわきこ （福音館書店）	 	 

 せんたくが、だいだい大好きなたくましいかあちゃん
と子ども達、今日も朝からせんたくしてます。何から何

までせんたくしちゃうかあちゃん。子ども達もせんたく

しちゃって干しておくと・・・おへそを見つけた雷さまが

空からやってきます。さてさてかあちゃんはどうするの

かな～～？？   ＊続編(シリーズ)もあります＾＾ 

 かみさまにめがねを売るお話。 

色んなかみさまのめがねがあり 

ますよ~。  

『かみさまのめがね』 

作： 市川真由美  

絵： つちだのぶこ  （ブロンズ新社） 

	 	 

『マルラゲットとオオカミ』  

作: マリイ・コルモン 

絵： ゲルダ・ミューラー  （パロル舎） 

	 	 

 ある日少女マルラゲットが森にきのこをとりにいくと、
突然恐ろしいオオカミが襲いかかってきます。 マルラ 

ゲットは必死で逃れますが、慌てたオオカミは反対に 

怪我をしてしまいます。 優しく看病するマルラゲットに 

「もう動物は食べないよう」と約束するオオカミですが・・。 

 少女とオオカミの友情、心の交流を描いた作品です。 

                       

  お母さんがクッキーを焼きました。おばあちゃん
のに勝らずとも劣らない美味しそうなクッキーです。

お皿に１２枚あるそれを２人で分けておやつにして

ねの声に、ビクトリアとサムは６枚 

ずつに分けるはずが、友達が来て 

４人、６人、１２人、そしてまた？・・と 

どんどん増えてしまいます。ちょっと 

した計算の概念も出てくる内容です。 

 

 



	 

	 

  

 

   

	 

 

 
	 

	 

	 	  

	 

	 

	  

	 	 	 	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

     人    怒られてばかりいる子の心の中を描いた 
          絵本で、七夕に短冊に書いた願い事は 

          「おこだてませんように」。 

 

先生とお母さんが男の子の気持ちを知り、優しく抱きしめて

あげる心温まる絵本です。 

『いつだってともだち』 

作: モニカ・バイツ （講談社）	 

『おこだでませんように』 

作： くすのきしげのり 絵： 石井聖岳 （小学館） 

	 	 

  ５ひきのすてきなねずみ 

たちが、かえるたちの 

見事な歌声に感動し、 

自分たちもおんがくかいを 

ひらこうと計画します…。 

『ゴナンとかいぶつ』 

作： イチンノロブ・ガンバートル 

絵： バーサンスレン・ボロルマー 

             （偕成社）	 	 

『うらしまたろう』  

『つるのおんがえし』 

文： 松谷みよこ 絵： いわさきちひろ （偕成社） 

 むか~しむか~し… 昔話もたくさんよんでみよう！ 

               モンゴルの昔話で、 

             ストーリーは桃太郎の 

             よう。 ですがこれは、 

ゴナンとかいぶつの一対一の勝負の様子に

ハラハラドキドキします。絵に広がりがあって

モンゴルの雄大さを感じさせてくれます。 

 

 大好きだった親友が引っ越しして

から、寂しくて元気のなかった子象

ベノが、森の賢者フクロウから元気

になるための3つの方法を教え 

てもらい、元気を取り戻し、 

新しい友達と仲良くやっていけ 

るようになるお話です。 

『スティーブ・ジョブズって 

 どんな人？』 

作： ナム・キョンワン   

絵： アン・ヒゴン   （汐文社） 

	  

 ハンダはくだものを7つ、

あたまにのせました。 

ともだちのアケヨにあげる

のです。アケヨはどれが

いちばんすきかな。 

しかし、あるくうちにであっ

たどうぶつたちが、くだも

のをひとつふたつと…。

あざやかないろづかいに

げんきがわいてくるえほ

んです。 

 Think Different. 
他人とちがう考えかたをしてみよう。 

時代を作った天才、スティーブ ジョブズ

の人生。 心にひびく言葉が 

つまっています。 

『おんがくかいのよる』 

作： たしろちさと （ほるぷ出版）	 

『だいふくもち』 

作： 田島征三 （福音館書店） 

 びんぼうなごさくの家に、なんと口をきく 

だいふくもちが住みついて、次々と小さな 

だいふくもちを生み始めると、ごさくが思い 

          ついたこととは…。 

           土佐のことばで語られる 

          ユニークな物語です。 

『ハンダのびっくりプレゼント』 

作： アイリーン・ブラウン （光村教育図書）	 

	 


