
◎　よもよも原稿 2019.4月～9月
月

『おててをぽん』 『おしっこおしっこ!』 『ゆめのとびらをひらくとき』

ささがわいさむ/作　天明幸子/絵 E・ジャドゥール/作　V・オスダ/訳
カール・ニューソン/作　おかだこう/訳　岡田千晶/

絵
学研プラス クレヨンハウス 岩崎書店

『てんてんてん』 『とんぼのあかねちゃん』 『あれあれ？そっくり』

わかやましずこ/さく 高家博成・仲川道子/さく 今森光彦/著

福音館書店 童心社 ブロンズ新社

『たのしい　いちにち』 『だーれの　は？』 『はみがき シュッシュッ』

わかやまけん／作 新井洋行／作 つちだよしはる／作

こぐま社 講談社 リーブル

『ぴかぴかぴかっ』 『くるりん　ほしにねがいを』 『あのほしなんのほし』

まついのりこ/さく とりごえまり/文・絵 みきつきみ/文　柳原良平/絵

偕成社 文溪堂 こぐま社

『ぷちとまとちゃん』 『うまれたよ！セミ』 『ひまわり』

ひろかわさえこ／作 新開孝／写真　小杉みのり／構成・文 和歌山静子／作

偕成社 岩崎書店 福音館書店

『おやすみなさいねむねむちゃん』 『かごにのって』 『おばけのぺろぺろ』

山岡ひかる／作 とよたかずひこ／著 乾栄里子／さく

くもん出版 アリス館 フレーベル館

おばけのぺろぺろがうたうのは、うたったものが
ほんとうにあらわれるへんてこりんなうた。こうも
りがあらわれたり、ひのたまがでたりでおとなは
おおさわぎ！でも、こどもたちはちがうみたい
…？

あかいところにちいさなてんてんがあるのは、な
んでしょう？ぐるぐるとうずをまいているのは？く
らやみにぽっぽっぽっとひかるのは？
よんでいくうちに、いろいろな「むし」のとくちょう
がわかるえほんです。

ぷちとまとちゃんたちが、ぽろぽろぽろんとたくさ
んころがってきました。ぷちとまとちゃんたちは、
お水(みず)につかって、ちゃぷちゃぷちゃぷん。
リズミカルな言葉とかわいらしい絵に、きっと赤
ちゃんとママも笑顔になりますよ。

9
なかなかねむれないねむねむちゃんのために、
いろんなものが「ねんころりん♪」とうたいます。
ねこさんがうたってやっとうとうとしてきたねむね
むちゃんだったけど…。

のはらにあったおおきなかごにのったうららちゃ
ん。するとそこへいろんなどうぶつたちがやって
きてかごにのりました。みんなで「かごにのって
おさんぽたのしいな」と、うたっていると、とつぜ
んかごがうごいて…。

8
木の中にうみつけられたセミのたまごは、６月に
なって雨がふるとかえります。そして、７月になる
と…。セミがうまれるまでのようすや大きくなって
いくようすを、大きなしゃしんで追っていきます。

ひとつぶのたねがおちて、芽が出て、茎がのび
て、はっぱが出て…。大きなひまわりの花が咲く
までを力いっぱいに描いた、生命力あふれる絵
本です。大きなひまわりから元気をもらえるか
も？！

くまくんはおかしが大好き。ふたごの女の子のは
なちゃんとももちゃんにも、はいどうぞ。たべたあ
とは、はみがき。はなちゃんとももちゃんは、しっ
かりはみがき。でも、くまくんはへいきへいきと、
あそびに行ってしまいました。ほんとうにくまく
ん、へいきかな？

よるになったらみあげてみて。はるは「ほくとしち
せい」なつは「あまのがわ」あきは「カシオペア
座」、ふゆは「オリオン座」、そしていちばんぼし
や、ながれぼし…。たくさんのおほしさまにであ
えるようになりますよ。

7
まんまるからだのまるちゃんは、とってもふしぎ
なほしをもってるよ。ちいさく「ぴかっ」というと、ち
いさくひかって、おおきくいうと、おおきくひかる。
さあ、ほしをつかってなにしてあそぼうかな？

くるりんのおばあちゃんが、びょうきになってしま
いました。しんぱいするくるりんは、ふくろうじい
さんから「ながれぼしにおねがいするといいよ」
きいて、さっそくおかへとでかけますが…

6
あさごはんからよるねるまでの、こぐまちゃんの
いちにちがでてきます。あさおきたら、まずはあ
さごはん。それからはみがきして、すなばにいっ
て…。みんなのいちにちはどうですか？えとたん
ごだけのえほんです。

「は、は、は、は、だーれの、は？」　えほんをひ
らいたら、おおきくひらかれた、どうぶつのくち
に、りっぱな「は」がならんでいます。いろいろな
どうぶつが、とうじょうしますよ。ほかに、「は」を
チェックできる、かがみのしかけがついていま
す。

あれ？はっぱかとおもったけど、よーくみたらむ
しだった！
てきのめをごまかすため、はっぱになったり、と
きにはうそのかおでおどかしたりと「ぎたい」や
「カムフラージュ」するむしを、たくさんのしゃしん
でしょうかいします。

赤ちゃんから ちいさなお子さんから ちいさなお子さんから

4
絵本の上におててをぽん。あれあれ？
ホットドッグにへんしんだ！おにぎり　なんてどう？か
たつむりにもなれるよ！
まねっこまねっこ！できるかな？
じょうずにへんしん、てきるかな？
図書館おすすめ絵本の一冊。

よる、おしっこしたくておきちゃった。　でもまっく
らで、ちょっぴりこわい。ママとパパにつれてって
もらおう。だけどね、おとなはひとりでトイレする
んだって。ぼくにもできるかなぁ。ねえ、ぼくと
いっしょにがんばろうよ！大人が読んでも笑っ
ちゃう絵本です。

ゆめのとびらをひらきましょう。
ねがいごとはなんだろう。
あのね、お空をとびたい。海をおよぐのもいい
な。　てんとうむしみたいに、ちいさくなりたい！
たのしいゆめのはじまり。
ぜひ親子で読んでもらいたい一冊です。

5
とんぼのあかねちゃんは、そらをとぶのがとって
もじょうず。ごはんをたべたりみずをのむこともと
びながらできちゃう！あるなつのひ、すずしいや
まをめざしてとんでいると、そのとちゅうで…。
とんぼいがいのシリーズもありますよ！



◎　よもよも原稿 2019.10月～2020.３月
月

『へっこぷっとたれた』 『おべんとうばこのうた』 『いろいろきのこ』

こがようこ／構成・文　　降矢なな／絵 さいとうしのぶ／構成・絵 山岡ひかる

童心社 ポプラ社 くもん出版

『だれかな？だれかな？』 『わにのスワニー　なぞなぞえほん』 『なぞかけどうじょう』

なかやみわ／さく 中川ひろたか／作　あべ弘士／絵 中川ひろたか／作　大島妙子／絵

福音館書店 講談社 金の星社

『えんやら　りんごの木』 『もりのおふろやさん』 『ぐるぐるちゃんとふわふわちゃん』

松谷みよ子／文　　遠藤てるよ／絵 とよたかずひこ／さく・え 長江青／作

偕成社 ひさかたチャイルド 福音館書店

『ぞうちゃんとねずみちゃん』 『いっぴきののねずみ』 『パジャマでぽん！』

三浦太郎／作 はらちえこ／絵 くぼまちこ／著

講談社 学研教育みらい アリス館

『おひさまあはは』 『おてんきなあに』 『いえでをしたてるてるぼうず』

前川かずお／作・絵 はた こうしろう／さく・え にしまき かやこ／作

こぐま社 ポプラ社 こぐま社

『ポンポンおふね』 『ふねがきた』 『ペンギンきょうだい　ふねのたび』

とよたかずひこ／著 笠野裕一／さく 工藤ノリコ／作

アリス館 福音館書店 ブロンズ新社

ペンギンの兄弟、お姉ちゃんとペンちゃん、ギン
ちゃんは、３人だけでふねのたびにでかけます。
まずは小さなしまにとうちゃく。およいだりハン
バーガー食べたり楽しかったけど、せんちょうさ
んがくれた貝がらのペンダントを海におとしてし
まって…。

3
こねこがのったちいさなおふねがポン！とエンジ
ンかかって、ポンポンポンポンとみなとをしゅっ
ぱつ。とちゅうですれちがったヨットはパタパタパ
タパタ、クルーザーはドドドドド。さておふねはど
こえいくのかな…？

みなとに大きなふねがやってきた！タラップをつ
けて、うしろのとびらがひらいて、クレーンがうご
いたら、たくさんの人やくるま、大きなにもつがお
りてきて…。さがしえのようなこまかいイラストが
とっても楽しいえほん。

「今日は一人でパジャマ着るよ」と言う“みーちゃ
ん”ですが、頭がパジャマから抜けません。する
と心配したねずみくんがお手伝いしてくれて…。
うまく「ぽん！」って出来るかな？

2

きいろいひょうしに。げんきいっぱいな、おひさま
のえがお。おひさまがあはは。おおきなきがあは
は。ことりがあはは。みんな、それはそれは大き
な口くちをあけてわらっています。さあ、みんな
いっしょにこえにだしてわらってみよう！

あした、なにしてあそぶ？クーとマーは、なかな
かねむれません。はれたら川に行きたいな。あ
めがふったらカエルのうたをききにいこう！どん
なお天気だって、めいっぱいたのしむふたり。さ
むい日やあめの日もクーとマーみたいに、なん
でもたのしもうというきもちにさせてくれます。

おてんきのいいにちようび。「あーあ、みんな ぼ
くのことなんか忘れちゃったんだ。ぼくがこんな
にいい天気にしてあげたのに」と、だれもいない
おうちのまどで、てるてるぼうずくんが怒ってい
ます。「ぼく、もうこんなおうちにいたくない。いえ
でしてやる！」まどからとびおりた、てるてるぼう
ずくん、さあいったいどこへ行くのでしょう。

1
ぞうちゃんは大きな赤ちゃんですが、小さな絵を
描きます。ねずみちゃんは小さな赤ちゃんです
が、大きな絵を描きます。何もかも正反対な二
人。でもとってもなかよし！

♪いっぴきののねずみが　あなぐらのなかで　た
いこをたたいて　おおさわぎちゅう♪　手遊び歌
が、楽しい仕掛け絵本になりました。一緒に歌い
ながら読んでね。

なぞかけとは、昔からある言葉遊びのこと。「靴
とかけてホウキととく。その心は…どちらもはくで
しょう」この様に、二つの物に共通する言葉を見
つけよう！では「ラッパとかけて雑巾ととく。その
心は？」答えは絵本を見てね！

12
りんごの木のなえが大きな木になり、花が咲い
てりんごの実がなりました。赤く実ったりんごをだ
れにあげようかな？「〇〇にあげましょか～」とり
んごをあげるしぐさをしながら、親子でうたって楽
しめるわらべうた絵本です。おやすみ前にどう
ぞ。

森にわいたお風呂に動物たちが入っていると、
岩の向こうから「かわいいねぇ、かわいいねぇ」と
声が聞こえてきました。動物たちがそこをのぞい
てみると…。
ユーモアたっぷりの「おふろやさん」シリーズで
す。

冬のあさ、りすのぐるぐるちゃんがおきたら、もり
はゆきで真っ白でした。そとにあそびに出たぐる
ぐるちゃんは、うさぎのふわふわちゃんと出会い
ます。二人はどんなあそびを始めるのでしょう
か？

11
おやおや？ちょっとだけお顔が見えている動物
さんがいるよ。「だれかな？だれかな？」と呼び
かけながらページをめくると答えが分かります。
なぞなぞみたいな“動物当てっこ”絵本です。

わにのスワニーとふくろうのしまぶくろさんが招
待された“なぞなぞランド”で、なぞなぞに挑戦し
よう！「簡単じゃった」と言うしまぶくろさんのおと
ぼけ解答もおもしろいです。

赤ちゃんから ちいさなお子さんから ちいさなお子さんから

10
「おいっちに、おいっちに」とたくさんのきのこちゃ
んが歩いています。「ぷっ」とおならをしている時
のポーズがとてもかわいい。読むだけで自然と
リズムが生まれる、楽しいわらべうた絵本です。

「これくらいのおべんとうばこに、おにぎり、おに
ぎり、ちょいとつめて…」歌詞に合わせて、色々
なおかずが登場。ワンフレーズごとにページを
めくりながら、見て聞いて、歌って楽しい絵本で
す。

登場するのは、えのき、まいたけ、しいたけ、し
めじなど、食卓でもおなじみのきのこたち。リズミ
カルな言葉が楽しく、親子のコミュニケーション
が生まれる一冊です。思わずおどり出したくなり
そう。



◎　よもよも原稿 2019.4月～9月
月

『ちゅんたろうのしょうがっこうたんけん』 『ゆめみるハッピードリーマー』 『春の主役　桜』

田島かおり
ピーター・レイノルズ/ぶん・え　なかがわちひろ/や

く
ゆのきようこ/文　早川司寿乃/絵

白泉社 主婦の友社 理論社

『むしさん　なんのぎょうれつ？』 『おいでよ！むしのもり』 『世界のふしぎな虫おもしろい虫』

オームラトモコ/作 タダサトシ/作 今森光彦/著　塚田悦造/監修

ポプラ社 小学館 アリス館

『むしばあちゃん』 『むし歯のもんだい』 『えんまのはいしゃ』

苅田澄子／さく　　おかべりか／え 北川原健／著　　柳生弦一郎／絵 くすのきしげのり／作　　二見正直／絵

佼成出版社 福音館書店 偕成社

『ルラルさんのぼうえんきょう』 『あっ、流れ星！』 『12星座とギリシャ神話の絵本』

いとうひろし/作 庄司絵里子/文　村上康成/絵 沼澤茂美/作　中島梨絵/絵

ポプラ社 福音館書店 あすなろ書房

『すいか！』 『かわ』 『やぶかのはなし』

石津ちひろ／文　村上康成／絵 鈴木のりたけ／著 栗原毅／ぶん　　調新太／え

小峰書店 幻冬舎 福音館書店

『おしロック』 『いっきょくいきまぁす』 『絵でとく日本の歌』

丸山誠二／著 長谷川義史／さく・え 長田暁二／監修

佼成出版社 PHP研究所 ヤマハミュージックメディア

誰もが知っている日本の名曲40曲を厳選し紹介した
本。その歌の成り立ち、歌詞の意味やエピソードな
どを豊富なカラーイラストで説明してあり、とても分か
りやすく、絵を見るだけでも楽しいですよ。

9
ある日外国のお城が日本にやってきた。ロックス
ターでその名も「おしロックのジョー」！ジョーの歌と
ギターは最高！と日本のお城も大盛上がり。いまだ
かつてないお城×ロックのハートビートな絵本。

教は家族でカラオケ。ミスターカラオケの司会で始ま
る歌は、童謡から始まりまさかのド演歌まであります
よ！「さあ、はりきってどうぞ。」あなたの“カラオケど
チェック”もついています。

おひつじ座、おうし座、ふたご座…。あなたは自分の
星座の由来を知っていますか？星座の見つけ方か
ら、夜空に秘められた伝説まで、豊富なイラストとと
もに紹介します。

8
あつい夏は、すいかがイチバン! 今日は最高のすい
かびより。うららちゃんとだいちくんは、おじいちゃん
のすいか畑にやってきました。みんなでもぎたての
おいしいすいかを食べていると…。色彩ゆたかな絵
がとても印象的です。

山に降るひとつぶの雨からはじまった水の流れは、
かわとなって海にたどりつき、そしてまた雲から雨に
なり、かわを流れていきます。日本のかわの豊かさ
と、そこに住む145種類の生き物たちを、水と魚の目
線から紹介します。

夏になるとやってくるの話。
なぜ「か」は刺し、血を吸うの? 血を吸うのはオス?メ
ス? 人間にとっては病気の原因になることもあります
が「か」にとっては、とても重要な意味があります。
知っているようで知らない「か」の生態を、楽しく探っ
ていきましょう。

7
ほしのきれいな夜、ルラルさんはにわのなかまと
いっしょに、ぼうえんきょうでよぞらをながめていま
す。するとぼうえんきょうにこわいかおがみえるでは
ありませんか！もしかしてうちゅうじんかも？！

キャンプ場で大きな流れ星を見つけて「きっと大きな
星が死んだんだ…」と思っていたら、突然目の前に
現れたへんなオバケが「流れ星は星じゃないんで
す」って言うから二度びっくり！意外な流れ星の正体
がわかる絵本です。

「いいものあげるからのぼっておいで」とちいさなか
んばんがあります。「さあさあ、はやいものがちです
よー」とハチのあんないでむしたちがだいぎょうれ
つ。　　　　　　　　　　　　　　　ページをめくるたびじゅ
んばんがすすんでゆき、ぎょうれつのさきにあったも
のとは…！？

さっちんは、むしのもりにすむオオクワガタのオオク
ワくんと友だちです。ある日オニヤンマさんからすい
えい大会のしょうたいじょうをもらいます。そこでオオ
クワくんと川で、すいえいのれんしゅうをすることに
…。　　　　　　　　　　　　　　　　　　楽しい３つのお話
が入ったこん虫絵本。

ナナフシ界の力士、昆虫界のシードラゴン、中国の
川とんぼ…。世界中を旅して出会った珍しい昆虫
を、実物大の写真とともに紹介します。
世界にはこんなに変わった虫がいるのかと驚く１冊
です。

6
むしばあちゃんは、食べかすのついた歯をおそうじし
てくれる、ちいさなおばあちゃん。歯みがきがきらい
な、まあちゃんの口の中は、どんなにおそうじしても
汚れるばかり。おこったむしばあちゃんが、あばれむ
しばあちゃんに変身すると…。楽しくてためになる、
歯の絵本です。

ていがくねんから 中学年から 高学年から

4
すずめのちゅんたろうが、しょうがっこうにやってきま
した。どんなとこだろう?ようし！たんけんだ！
見つからないように、こっそりとね！
つぎはここにかくれようかな？
“ちゅんたろう”は全てのページにいるよ！
あれ？バッタさんもいるみたい？！

ぼくはハッピードリーマー！心の中に、　いろんな夢
がうずまいているんだ。
ぼくの夢は色になる。何色がいいかな？　王様にな
る？かいじゅうに乗りたいな。　絵をかくなんてどう？
アイスクリームだってハッピーだ！君もハッピード
リーマー。大切なのは、君が君のままでいること。

春だよ、桜をみよう！天狗と犬で、ご案内！
実は、桜が最初にさくのは、一番南の沖縄じゃない。
じゃあどこだろう？サクランボと桜って同じ？ちが
う？桜の不思議が、沢山つまった本です。
探してみよう！恐竜・かっぱ・風神が、どこかにいる
よ。あれ?｢薄墨桜｣のとこ、天狗さんてば、あんなとこ
ろに！

どうしてむし歯になるの？そもそもむし歯ってなんな
の？どうして歯は生えかわるの？小学生の歯はどう
なっているの？など、むし歯のもんだいを絵や写真
で分かりやすく教えてくれます。むし歯予防におすす
めの本です。

下手な将棋ばかりして、いいかげんな治療をしてい
た歯医者は、えんまさまに責め立てられます。言い
逃れをして、なんとか地獄に送られないよう立ち回り
ます。ほら吹き歯医者に振り回される、えんまさまと
鬼たちのゆかいなお話です。

5



◎　よもよも原稿 2019.10月～2020.3月
月

『きのこレストラン』 『ほしいじいたけほしばあたけ　カエンタケにごようじん』 『不思議の国のアリス』

新開孝／写真・文 石川基子／作 ルイス・キャロル／作　　佐野真奈美／訳

ポプラ社 講談社 24／絵　　　　　　　ポプラ社

『これなんてよむ？』 『ねこねこたんてい　なぞときダヤン』 『科学探偵謎野真実シリーズ1　科学探偵VS学校の七不思議』

すなやまえみこ／さく・え きむらゆういち／作　いけだあきこ／絵 佐東みどり　他／作　木々／絵

ポトス出版 学研プラス 朝日新聞出版

『ワタナベさん』 『かさじぞう』 『おしゃべりな毛糸玉』

北村直子／作 瀬田貞二／再話　　赤羽末吉／画 沢田俊子／作　　小泉るみ子

偕成社 福音館書店 文研出版

『ねずみくんのだいすきなもの』 『たんていネズミハーメリン』 『なみだめネズミ　イグナートのぼうけん』

左近蘭子／さく　いもとようこ／え ミニ・グレイ／さく　灰島かり／やく 乙一／さく　小松田大全／え

ひかりのくに フレーベル館 集英社

『へんしんおてんき』 『おひさまパン』 『異常気象』

あきやま ただし／作・絵 エリサ・クレヴェン／作・絵　　江國 香織／訳 武田 康男／監修

金の星社 金の星社 学研プラス

『カルガモゆうらんせん』 『ふねのとしょかん』 『宝島』
もとやすけいじ／著 いしいつとむ／作 Ｒ・Ｌ・スティーブンソン／作　横山洋子／監修

佼成出版社 文研出版 学研プラス

宿屋の息子ジムはある日、宝のありかが書かれ
た地図を手に入れます。早速大人たちと一緒に
船に乗って宝島を目指しますが、宝を横取りしよ
うとする海賊たちに襲われて…。ハラハラドキド
キの連続で、結末知るまで眠れませんよ！

3
カルガモ親子のゆうらん船。ゆったりと川を下り
ながら見る景色は最高！でも急な雨が降ってき
て橋の下に避難したら、思いがけない嬉しいこと
が…！こんなゆうらん船に乗りたいな。

ねずみの男の子が初めて乗った「ふねのとしょ
かん」は本がいっぱいで、まるで本の森みた
い！でも本を読むだけではありません。途中で
立ち寄った小島で探検したり、船長さんのおは
なしが始まったりと、ふねのとしょかんは楽しい
ことだらけです。

イグナートは一人ぼっちで弱虫でいつも涙目の
ねずみ。口は悪いが優しい王女ナタリアと友達
になるが、ナタリアは兵隊たちに連れ去られてし
まう。落ち込んだり泣いたりしながらも、ひたすら
彼女の救出に向かうイグナートに本当の勇気を
学べる本。

2

へんしん天気予報では、これからの天気を伝え
ています。らっぱくんが「らっぱ、らっぱ」、と言い
ながらおでかけすると？けんじくんがころんで
「あざ」をつくると？あらあら？声に出して読んで
みると、意外なお天気になっちゃうんです！何度
もくり返していると、色んなものにへんしんする、
ふしぎなことばあそび絵本です。

おひさまが隠れてしまい、暗くてさむい季節、元
気をなくした動物たち。そこで犬のパン屋さんは
おひさまが恋しくて、おひさまパンを作り始めま
すが…。絵本を読んだ後に、パンを作りたくなる
こと間違いなし。パンの作り方も紹介していま
す。おひさまパンを通して、太陽の光や暖かさが
大切なことをおしえてくれます。

ゲリラ豪雨、竜巻、スーパー台風など、災害をも
たらす身近な現象を解説しています。雲のでき
方はもちろん、美しい虹や危険な雷のしくみな
ど、さまざまな天気の基本がよくわかります。明
日の天気が知りたくなる、調べ学習にも役立つ
一冊です。

1
「だいすきなものはなに？」と聞かれたねずみく
んは、紙に丸を描きました。「サッカーボール？」
「ちがうちがう」。そしてまた丸を描きました。「お
ひさま？」「おだんご？」どれも違うと答えたねず
みくんの大好きなものとは…？

オフリー通りでみんなの大切な物が次々と無く
なる事件発生。それを解決したのは誰も知らな
い小さな名探偵ネズミのハーメリン！。でも招待
されたパーティーに行くと、みんなが悲鳴を上げ
て…。

エリート探偵学校から転校してきた“謎野真
実”。どこかミステリアスな彼は「科学で解けない
ナゾはない」と、転校初日から学校に伝わる不
気味な七不思議の正体に迫る。読むと科学が好
きになるかも？

12
ガラガラっと戸をあければ、待ちかまえているの
はワタナベさん。ワタナベさんは、おなべ一つで
どんな料理でも美味しくつくる名人。そんなワタ
ナベさんに「ナポリタン三人前」という注文がきま
す。フライパンがなくても、ナポリタンが作れるの
でしょうか？なべ一つでできるナポリタンの作り
方も紹介します。

もうすぐ新しい年を迎えるのに、おじいさんとお
ばあさんは、食べるものにも困っていました。お
じいさんは、毎日かさを売りに町に出かけます
が、なかなか売れません。そのうちに日がくれて
しまい、家に帰っていると六人のおじぞうさまに
出会いました。おじいさんは、おじぞうさまが寒
かろうと、かさをかぶせてあげますが…。

寒がりのおばあさんは、、残りの毛糸をつなぎ合
わせ、肩かけを編んでいました。出来上がった
肩(かけ)かけを羽織ってみると、心も体もほっこ
りあたたか…。古い毛糸のつなぎ目は、大切な
人との思い出のつなぎ目でもあったのです。心
があたたかくなる絵本です。

11
「胡瓜」って何て読むと思う？いろいろな食べ物
の漢字がクイズになっているけど、なぞなぞとイ
ラストがヒントになっているよ！漢字だけでなく豆
知識も分かっちゃう絵本。

運動が得意なダヤン、物知りのジダン。ふたりが
力を合わせればどんな謎も解決だ！いなくなっ
た妹バニラを探す物語と同時に、クイズやパズ
ル、迷路などの15の問題も楽しめます。君は何
問解けるかな？

ていがくねんから 中学年から 高学年から

10
かわいく赤いきのこ、タマゴタケ。新鮮なもので
ないと人が食べることはできません。しかし、日
にちがたってくずれはじめたタマゴタケは、虫た
ちのレストラン。どんな虫が来ているでしょう
か？きのこを食べる虫を紹介する写真ずかんで
す。

ほしばあたけと胞子をまきに行ったものの、森の
中ではぐれてしまったほしじいたけ。あやしい歌
声に誘われて行ってみると、そこでは、カエンタ
ケたちが宴会をしていて…。長老きのこの知恵
と勇気がつまった、ユーモアたっぷりの楽しいお
話です。

大あわてで走っていく白ウサギのあとを追って、
アリスが落ちた深い穴。そこは不思議の国の入
り口でした。しゃべる動物や動くトランプなど、さ
まざまなキャラクターたちと出会いながら、その
世界を冒険する様子を描いています。


