◎
月

よもよも原稿 H28.4～9月
赤ちゃんから
『だるまさんが』
かがくいひろし／さく
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ちいさなお子さんから

『こぶたほいくえん』
なかがわりえこ／ぶん

やまわきゆりこ／え

『はじめまして』
新沢としひこ／作

大和田美鈴／絵

ブロンズ新社

福音館書店

鈴木出版

「だ・る・ま・さ・ん・が」「どてっ」「だ・る・ま・さ・ん・
が」「ぷしゅーっ」あかくて、まあるいだるまさん
が、表情豊かに、いろんな動きをしてくれます。
言葉にあわせて、体を揺らせば、赤ちゃんも大
喜び！平成28・２９年度の朝倉市ブックスタート
絵本の１冊です。

まきばにうまれたこぶたのきょうだい。まきお、は
なこ、ぶんたは、まいにちまきばをかけまわり、
ふざけるやらいたずらするやらおおさわぎ。
ある日、そんな三びきも、ほいくえんにいくことに
なりました。さあ、ほいくえんでの一日はどうだっ
たのかな？

「はじめまして」は、出会ってはじめのごあいさ
つ。 ネコさんゾウさんピアノさん、どうぞこれか
らよろしくね。みんなにも「はじめまして」で、新し
いおともだちが、たくさんできるといいね！

『ぞうさん』

『おかあさんのパンツ』

『おかん』

まど・みちお／詩 にしまきかやこ／絵
こぐま社

山岡ひかる／作
絵本館

平田昌広／ぶん 平田景／え
大日本図書

「ぞうさん ぞうさん おはながながいのね♪」だ
れもがきいたことのある童謡をにしまきかやこさ
んの絵で、あかるくえがいています。
みるだけであたたかな気持ちになるえほんを、
ぜひうたいながら、ゆーっくりよんでみてください
♪

わたしのパンツ、おかあさんがはくとどうなるか
な？わたしのさくらんぼのぱんつ。おかあさんが
はくと、りんごになっちゃった！ それじゃ、
ちゅーちゅーねずみのぱんつ。おかあさんがは
いたら？
クイズとしてもたのしめますよ。

「なあおかん」「なんや」えんえんつづくふたりの
かいわ。おかんはこたえるだけでもうたいへ
ん！でもそれがたのしくてしかたがないんです。
関西弁でのかいわが、おもしろい！ごいっしょに
「おとん」の絵本もどうぞ。

『めんめん ばあ』
長谷川摂子／文 柳生弦一郎／絵
福音館書店

『ゴリラのおとうちゃん』
三浦太郎／作
こぐま社

『ぞうくんの あめふりさんぽ』
なかのひろたか／作・絵
福音館書店

「めんめ いないない」をしているかえるが、つぎ
のページで「ばあーっ！」。
「めんめ いないない めんめ いないない」つぎ
は、だれがででくるかな？

「なあ おとうちゃん あそんで～や」ゴリラのこ
どもがおとうちゃんにおねだりすると、おとうちゃ
んはからだをつかった“すべりだい”や“ひこう
き”してくれて…。
からだをつかったふれあいあそびのほんです。

あめふりでもごきげんなぞうくん。さんぽにでか
けます。かばくんといっしょにいけのなかへもば
しゃばしゃばしゃ。
ところがだんだんふかくなってきて…。
きょうは、おめふり。さんぽにでかけよう！

『くろねこかあさん』

『ノラネコぐんだんおすしやさん』
工藤ノリコ／作
白泉社
まわるおすしやさんをみつけたノラネコぐんだ
ん。どうにかしておすしをたべようとこっそりすべ
りだいをつくります。でもとちゅうでたべられてし
まい、だいしっぱい。さてつぎは？
いつもおこられちゃうノラネコぐんだん。はんせ
いしてるんですか？ニャー！

『おおきなスイカ』
庄野ナホコ／作
講談社
ねこのルッキオとフリフリは二人で暮らしていま
す。夢はおおきなおやしきに住んで、マグロのお
さしみをたべること。
ある日、庭でおおきなスイカをみつけた
二人はスイカを売ってマグロを買おうと
思いつきますが…。

『もこもこもこ』
谷川俊太郎／作 元永定正／絵
文研出版

『やまのおんがくか』
水田詩仙／訳詩 鈴木幸枝／構成・絵
ひさかたチャイルド

『これは やま』
五味太郎／作・絵
岩崎書店

「しーん もこ もこもこ にょき」
なにもないところから「もこ」とでてきたよ。「にょ
きにょき」大きくなると「ぱく」っと「もぐもぐ」たべら
れて…。
ことばのリズムがたのしいえほんです。

やまのどうぶつたちが、たのしいおんがくかいを
はじめるよ！うたにあわせてページをぱたぱたう
ごかすと、どうぶつがえんそうしてくれるよ。うた
いながらたのしめるしかけえほんです。

ちょっとそこまでピクニックというようなやま。ひと
がぽつぽつすんでいるようなやま。いろいろなや
まがでてくるよ。つぎはどんなやまがでてくるか
な？
「これはやま」とつづいていく、ことばあそびのた
のしいえほんです。

『あー・あー』
三浦太郎／作

『ぼくのおじいちゃん』
マルタ・アルテス／作 よしいかずみ／訳
ＢＬ出版

『もと こども』
富安陽子／作 いとうひろし／絵
ポプラ社

だいすきなおじいちゃん。いっしょにおはなしした
り、あそんだり。だけど、だんだんとしをとって、と
きどきぼくのこともわすれちゃう。でもやっぱりだ
いすきなおじいちゃん。
やさしいきもちがうれしいえほんです。

ぼくのおじいちゃん、もとだいく。でももっとまえ
は、もとこども。おばあちゃんだっておかあさん
だって、もとこども。
あれ、もしかしてみんな、もとこどもなの！？ お
じいちゃん、おばあちゃんのこどものときってど
んなだったのかな？

東君平／さく
福音館書店

7

ちいさなお子さんから

「くろねこかあさんあかちゃんうむよ」
さてなんびきうまれるのでしょう。
白と黒しか使われていないのに、なぜかあたた
かいえほんです。
ことばのくりかえしやみじかい文ではなしがすす
んでいくので、リズムをつけてよむといいです
よ。

童心社
「もー・もー」っていったらうしさん。
「ふー・ふー」してスープをさまします。
「じー・じー」ていったらじーじーがにっこりえが
お。「ばー・ばー」もにっこりえがおになりました。
あかちゃんとおはなしできてたのしくなることば
が たくさんです。

◎
月

10

11

12

1

2

3

よもよも原稿 H28.10月～H28.3月
赤ちゃんから

ちいさなお子さんから

『えんやら りんごの木』

『どん！』

松谷みよ子／文 遠藤てるよ／絵

西村敏雄／作・絵

ちいさなお子さんから
『むしたちのおんがくかい』
得田之久／文 久住卓也／絵

偕成社

金の星社

童心社

「めがでてふくらんで はながさいて みがなって
あかくなったら だれにやろ♪」真っ赤に熟れた
おいしそうなりんごの実、だれにあげましょか？
りんごの木の苗が大きくなったら…夢がひろが
るわらべうた絵本です。

いつでもどこでも「どん！どこ！どん！」と元気
な、たいこのどんとちゃん。お友達に会うと、たい
こを「ど～ん！どどんが ど～ん！」とたたいて
ごあいさつ。どんなピンチも「どん！どん！どん
まい！」となんのその。
今日はどこへおでかけかな？

公園で音楽会をすることにしたむしたち。しか
し、人間たちの出す音が大きくて演奏が聞こえま
せん。
困ってしずかな場所を探しにいくことにしたむし
たちは、ぶじに音楽会ができるでしょうか？

『あっあっあっ、みーつけた！』

『ばけばけはっぱ』

『モラッチャホンがきた！』

徳永満理／ぶん 垂石眞子／え
童心社

藤本ともひこ／著
ハッピーオウル社

ヘレン・ドカティ/文 トーマス・ドカティ/絵
光村教育図書

「あっあっあっ」ってゆびをさしているともちゃん、
なにをみつけたかな？
あかいボールや、にゃーにゃーねこちゃん、みつ
けて「みーつけた！」ってするの、すごくたのし
い！
いろいろなものをゆびさして、さわって、
たくさんあそんでね。
『さんさん さんかく』
得田之久／文 織茂恭子／絵
童心社
あかいさんかくと、みどりのさんかくが、ぴたっと
くっついて大変身！ぷちぷちぷっちん、甘いくだ
ものなーんだ？
いろいろな色や大きさのさんかくが組み合わさっ
て素敵なものに変わります。

あれあれ？はっぱのなかになにかかくれている
よ。ふーってはっぱをふいてみて！いろいろなど
うぶつがでてくるよ。
赤や黄色のはっぱがきれいで楽しい絵本です。
実際に公園ではっぱをひろってやってみると楽し
いですよ。
『くまのクリスマス』
高橋和枝／作
小学館
今年、くまの家族は冬眠せずにクリスマスをしよ
うと、眠いのを我慢して準備を始めました。ツ
リーやケーキの用意はできたけれど、まだ何か
が足りないと気づいたお父さんぐまは…

どうぶつたちのすむむらでは、みんなおやすみ
まえのおはなしのじかん。あっちのいえでもこっ
ちのいえでも、みんなおはなしをよんでもらって
いる。
ところがある日、だいじな本が消えちゃった！う
さぎのエリザは犯人さがし。
モラッチャホンって悪い子なの？？
『おおきいサンタとちいさいサンタ』
谷口智則／作・絵
文渓堂
小さいサンタのもとに大きなてがみが、大きいサ
ンタのもとに小さなてがみがおくれてとどきまし
た。てがみにかかれたおねがいをかなえるため
に、はじめて2人はちからをあわせることに…。

『ぴよぴよぴよ』
平野剛／さく
福音館書店
ひよこが「ぴよぴよぴよ」とあるいていきます。ど
こにいくのでしょう？たくさんのひよこたちが「ぴ
よぴよぴよ」くろいこねこがみています。でもだい
じょうぶ。ちゃんとおかあさんのところへたどりつ
きました。「ぴよぴよ」という音と色をたのしんでく
ださいね。

『こけこっこー』
林木林／作 西村敏雄／絵
すずき出版
「こけこっこー！」あさにわとりくんがなくともりの
みんながおきてきて、いちにちがはじまります。
ほかのとりたちはにわとりくんがうらやましくて、
かわってもらうことにしました。まずは、すずめく
んが「こけちゅんちゅん！」さあ、みんなおきてく
れるでしょうか。

『かわいいめんどり』
木島始／さく 羽根節子／え
福音館書店
かわいいめんどりはきれいずき。おそうじ、せん
たく、ぬいもの、あみものなんでもできます。ある
ひ、かいものにでかけためんどりを、きつねがつ
かまえてふくろにとじこめてしまいますが…
かわいくてかしこいめんどりのうたうようなぶん
がたのしいえほんです。

『まんまん ぱっ！』
長野麻子／さく 長野ヒデ子／え
童心社
「まんまん ぱっ！」「ぱいぱい ぱいぱい」「ぐるぐ
るぐる～ん」あかちゃんの声に出しやすい音とカ
ラフルな優しい絵の絵本です。ページをめくると
少しずつ変化していく絵を、親子で触れ合いな
がら楽しめます。

『まめの かぞえうた』
西内ミナミ／作 和歌山静子／絵
すずき出版
「ひとつ、ふたつ…」数をかぞえるたびに豆が
育っていきます。さやから出てきた豆たちは、こ
ろころと逃げていくけれど、どうなるかな？節分
の豆まきのあとに家族みんなで読みたい絵本で
す。

『あずきまる』
早川純子／さく・え
農山漁村文化協会
あずきまるは、モジャモジャたぬきに大事にそだ
てられ、丸くてピカピカでつやつやしています。
姿のにたそっくりさんにたべてもらいたいとモ
ジャモジャなたぬきのもとから旅だとうとするあ
ずきまる…。せっかくおいしく食べようと育てたた
ぬきは知恵をはたらかせます。

『だるまさんの』
かがくいひろし／さく
ブロンズ新社
「だ る ま さ ん の め！」ではじまるたの
しいえほんです。４ヶ月のブックスタートでご紹介
している「だるまさんが」のシリーズで、あかちゃ
んにも大人気！だるまさんといっしょにみぎ、ひ
だりに
ゆれながら、よんでみてください。

『めがねうさぎ』
せなけいこ／作・絵
ポプラ社
うさこは、めがよくみえないのでめがねをかける
ことにしました。するとみんなからめがねうさぎと
よばれるようになりました。ある日、山にめがね
をわすれてしまったうさこは、暗い夜の山にめが
ねをさがしにいくことにしたのですが、そこにお
ばけがあらわれて…

『「ごめんなさい」がいっぱい』
くすのきしげのり／作 鈴木永子／絵
ＰＨＰ
ふうちゃんはわたしのいもうと。わたしはいもうと
がだいすきだけど、できないことがおおくて、つ
いおこってしまう。するとふうちゃんはいつも「ご
めんなさい」っていうんだけど、すぐに「ごめんな
さい」っていわれるとなんだかかなしくなってし
まって。

◎
月

よもよも原稿 H2８.4～9月
ていがくねんから
『いちねんせいの

はる・なつ・あき・ふゆ』

おかしゅうぞう／さく

4

6

7

8

9

高学年から

『はじめてのほしぞらえほん』
てづかあけみ／え

村田弘子／文

佼成出版社

パイインターナショナル

うれしいたのしい１ねんせい。小学校ではどんな
ことがあるのかな?
はるは入学式や身体測定。なつはプールに夏
休み、あきは運動会、ふゆになったら…?わくわく
することがいっぱいだね！

天気のいい日の夜。空をみあげてみよう！
真っ暗な空に、たくさんの星がみえてくる。星っ
て、どのくらい遠くにあるの?どんなふうに動く
の？流れ星ってどんなの？お家の人と一緒に読
んで、春の星空を楽しもう！

『だめだめママだめ！』

『おかあさん、げんきですか。』

天野慶／文 はまのゆか／絵
ほるぷ出版

5

中学年から

とつぜんママがだめだめママに！
ちらかして家の中はめっちゃくちゃ。みずたまり
にもへいきではいっちゃう。
いつも「だめだめ！」っていうママにぼくが「だめ
だめ！」って言わなくちゃいけないの？？？

後藤竜二／作

武田美穂／絵

ポプラ社
おかあさんはいつも口うるさい。 ぼくはもう４年
生なのに、車にきをつけろとかへやをかたづけ
ろとか。
母の日だからって、てがみなんて書けないから、
言いたいことを書きます。
あんまり心配しないでね、おかあさん。

『ヒーロー＆ヒロインに会おう！

古典を楽しむきっかけ大図鑑』
齋藤孝／監修

日本図書センター

ヒーローやヒロインって、アニメの世界だけじゃ
ないよ。昔の日本のお話（古典）にもたくさんい
るんだよ！日本を作った神様や、若君に救い出
されたお姫様などの楽しいお話を、イラストでわ
かりやすく紹介している本です。
『お母さん取扱説明書』
キム・ソンジン／作 キム・ジュンソク／絵 吉原育子／訳
金の星社

ヒョンスの家にお母さんがやってきた。
組み立てると命を宿す「バイオトイ」のおもちゃだ
から、取扱説明書をよく読まないとね。でも一緒
にくらしていくうちにどんどん心がめばえて、本
当のお母さんみたいになってきて…

『うめじいのたんじょうび』
かがくいひろし／作
講談社

『きらきらは・は・歯』
室井滋／文 長谷川義史／絵
世界文化社

『からくり夢時計』
川口雅幸／作
アルファポリス

きょうは、うめじいのたんじょう日。うめじいは、
きょうでいくつになるのかな？
たくあんやらっきょうなど漬物の仲間たちでうめ
じいのたんじょう日をお祝します。 パッピーバー
スデーうめじい♪

ヨシオの家族はみんな歯がよごれていて、トラブ
ルつづき。となりのケント君の家族はきらきらの
歯で、みんな幸せそう。
ある日、とうとうヨシオは歯がいたくなってケント
君のパパといっしょに歯医者へいくことに…。
虫歯予防におすすめの本です。

聖時の家は時計店。ある日、不思議な時計の鍵
を手にしたことで１２年前にタイムスリップしてし
まい、そこにはやんちゃ盛りなお兄ちゃんや夢に
までみたお母さんがいて…。家族とのかけがえ
のない時間を描いたファンタジー小説です。

『ことらちゃんの冒険』

『ネコヅメのよる』

『もしもねこがしゃべったら…？』

石井桃子／お話 深沢紅子／絵
河出書房新社

町田尚子／作
WAVE出版

クロード・ロワ／作 石津ちひろ／やく 海谷泰水／え
長崎出版

ことらちゃんはトラになりたいのです。
いつかなれると信じています。だからバーベルを
もちあげ、体をきたえています。
ある日動物園に行ったことらちゃんは、
本物のトラに会うのですが、いったいどうなるこ
とでしょう。

みてください、この悪い顔。なにかたくらんでいる
としか思えないネコの顔です。
でも大丈夫。人に悪いことをするわけではありま
せん。ネコだけが知っていてネコだけがわかる
不思議な夜が始まるのです。
ほら「ネコヅメのよる」がきましたよ。

ある日トマスの猫ガスパールは、自分が
話せるということに気がつきました。話せることを
秘密にしたいガスパールはトマスに腹話術のふ
り をしようともちかけます。ガスパールの歌う詩
がとても楽しい読み物です。

『やまのぼり』
さとうわきこ／作・絵
福音館書店

『やまびこポスト』
山崎克己／作
ＢＬ出版

『富士山うたごよみ』
俵万智／短歌・文 U.G.サトー／絵
福音館書店

森のみんなと山のぼりに行きたいばばばあちゃ
ん。でも、遠くの山に行くにはみんなのにもつが
いっぱいで…。困ったばばばあちゃんの思いつ
いためいあんとは？
「ばばばあちゃんのおはなし」シリーズの一冊で
す。

へんてこなねこが、富士山の形をしたやまびこ
ポストをかついでやってきた！必ずプレゼントが
当たるというので、プレゼントの応募はがきをポ
ストに入れると本当に当たってびっくり！ぼくは
やまびこポストをひとりじめしようと…。

日本一の山、富士山。富士山と一緒に日本の四
季を感じよう！五・七・五・七・七の短歌でつづら
れた自然の風景や小さなできごとが、季節に合
わせた富士山の奇想天外な絵と一緒に楽しめる
絵本です。

『ほしじいたけ ほしばあたけ』
石川基子／作
講談社

『かみなりじいさんとぼく』
みぞぶちまさる／作
講談社

ダイアナ・ウィン・ジョーンズ／作 野口絵美／訳 佐竹美穂／絵

ほしじいたけとほしばあたけは、きのこたちとき
のこむらにすんでいます。 ある日こどものきの
こが崖の下に落ち、ほしじいたけは助けに行き
ました。 わかがえったほしじいたけとほしばあ
たけのすがたにご注目！かっこいいですよ。

かみなりじいさんは大きな声でどなるし、とても
怖い。だけどある日元気がなくなった。どうした
のだろう？
庭の柿の木の思い出とともに、おじいさんのこど
ものころのお話がいきいきとかたられます。

『四人のおばあちゃん』

徳間書店
エルグとエミリーの兄妹にはおばあちゃんが四
人いる。留守番にやってきたおばあちゃんたちと
妹に、いろいろ言われて嫌になったエルグは魔
法の機械をつくるのですが…。 四人のおばあ
ちゃんの個性が楽しい読み物です。

◎
月

よもよも原稿 H2８.10月～H28.3月
ていがくねんから
『こんくんのおんがくはっぴょうかい』
たしろちさと／作
講談社
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「はやくあきにならないかなあ。」
きつねのこんくんは、秋がくるのを待っていま
す。秋になると遠い北の国から渡り鳥がやって
きて、音楽発表会を一緒にできるからです。なか
なかやってこない渡り鳥に、こんくんはなかよし
のみんなと秋を探しに行くことに…。

中学年から

高学年から

『オーケストラの105人』
岩谷時子／訳 カーラ・カスキン／作 マーク・サイモント／
絵
すえもりブックス

『よみがえる二百年前のピアノ』

105人のひとが仕事に出かけるしたくをしていま
す。お風呂に入り、黒と白の服を着て、「いって
きます」と出かけるその先は…？
オーケストラの人たちの、舞台に集まるまでの秘
密をのぞいてみよう！

このピアノは、二百年前、ベートーベンやショパ
ンの生きていた時代に演奏されていました。ぼろ
ぼろになって、ひもや紙でぐるぐるに包まれた、
まるでミイラのようなピアノに、新しい命をふきこ
んでくれたピアノ修復家のお話です。

佐和みずえ／著
くもん出版

『スコットくんとポワロくん』

『サッカク探偵団』

『夢にめざめる世界』

フィリケえつこ／さく
あすなろ書房

藤江じゅん／作 ヨシタケシンスケ／絵
KADOKAWA

ロブ・ゴンサルヴェス／作
ほるぷ出版

きょうはポワロくんのおたんじょうび。
おともだちのスコットくんはポワロくんのほしいも
のを３つもっておいわいに行きます。でもしょうた
いじょうに書かれたほしいもの３つがなにかわか
らない。
みんなも一緒に考えて、ポワロくんのお誕生日
会(びかい)にもっていってね。
『すみれちゃんのすてきなプレゼント』
石井睦美／作 黒井健／絵
偕成社
12月、すみれちゃんの家にアドベントカレンダー
がやってきました。すみれちゃんとかりんちゃん
はじゅんばんに１から24までの数字のシールを
一日一枚めくることに…。毎日がとくべつでどき
どきの12月のおはなしです。

サッカク探偵団は、サッカクでトリックを推理す
る！
小学４年生のカケルのまわりで事件がおきる。ク
ラスの仲間たちとサッカク探偵団を結成したカケ
ルは、錯覚をみやぶって事件を解決できるの
か！？
いろいろな錯覚トリックがでてきて楽しい読み物
『グレッグのダメ日記 どうかしてるよ！』
ジェフ・キニー／作 中井はるの／訳
ポプラ社
クリスマス前にバカなことをすると取り返しのつ
かないことになる、とぴりぴりしているグレッグ。
グレッグはいい子で無事にクリスマスを迎えられ
るかな？少年のおかしな日記で、元気をチャー
ジ！

ふしぎな絵です。じっとみていると上も下もわか
らなくなります。宇宙と地球が近くて遠く、想像の
世界がひろがっていきます。
「その世界では…」から始まることばが心地よ
い、奇妙な世界を感じてみませんか？
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『にわとりのおっぱい』
山本省三／作
講談社
小学１年生のきょうしつではみんなでにわとりの
絵をかくことになりました。「にわとりにおっぱい
あったっけ？」だれかの問いに、みんながかん
がえます。たくさんみんなでかんがえて、本物の
にわとりを見にいくことに。さてさてどうかな？に
わとりにおっぱいあったかな？

『ケイゾウさんは四月がきらいです』
市川宣子／さく さとうあや／え
福音館書店
ようちえんで飼われているにわとりのケイゾウさ
んは、いろいろなものがきらいです。とくに四月
にやってきたうさぎのみみこのことがきにいりま
せん。なのにようちえんのみんなは、みみこのこ
とばかりかわいがるのです。ケイゾウさんとみみ
この会話が楽しい読み物です

2

『ヘルシーせんたい ダイズレンジャー』
やぎたみこ／作
講談社
いそふらの国に「大豆禁止令」のおふれが出ま
した。おふれをやめさせようと、畑から大豆たち
はお城へむかいます。お城では、お殿様が大豆
の悪口ばかり。おこった大豆たちは力を合わせ
て変身します。ダイズレンジャーの誕生です。ダ
イズパワーでみんなの健康を守ろう！

『ジャックと豆の木』
ジョン・シェリー／再話・絵 おびかゆうこ／訳
福音館書店
ふしぎな男から、牛と引きかえに魔法の豆を手
に入れたジャック。豆は男の言った通り、天まで
とどく大きな豆の木になりました。のぼっていく
と、ジャックは雲の上に大きな家を見つけまし
た。はらぺこなジャックは食べ物を分けてもらお
うとしますが、そこは人食い鬼のすむ家で…。

3

『めがねがなくてもちゃんとみえてるもん！』
エリック・バークレー/作 木坂涼/訳
ブロンズ新社
ペイジはちょっと変わった女の子。スカンクをね
こっていうし、こくばんの字もみえてないみたい。
でもみんなが「みえてるの？」って聞くとぜったい
「みえてるもん！」っていう。ほんとはめいしゃさ
んがこわかったんだって。たくさんのめがねから
自分に似合うめがねをさがせるかな
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『めがねなんか、かけないよ』
レイン・スミス／作 青山南／やく
ほるぷ出版

さてさて、このめいしゃのせんせいは とっても
変なんだけど。ぼくが「めがねはいやだ」って
言ったら、みんなかけてるって。おとうさんも、え
らい学者も、星もぞうも、みーんな。そしてとんで
もない秘密をおしえてくれたんだ。
しかたない、めがねかけるか。

『クリスマスツリー』
吉村和敏／著
アリス館
手作りのオーナメントを飾ったかわいらしくあた
たかみのあるツリー。まるで流れ星が降り注い
でいるかのような幻想的なイルミネーションのツ
リー。写真からは家族みんながそろい、お祝い
する厳かな雰囲気が伝わってきます。
『カンテクレール』
ﾖｰ・ﾙｰﾂ／作 ﾌﾚｰﾄ・ﾌｨｯｾﾙｽ/作 ｴﾚﾌﾚｲｾ／絵 久保谷洋／訳

朝日学生新聞社
おんどりのカンテクレールは朝、自分が声をあ
げてなかないとおひさまが昇らないと信じていま
す。森の仲間たちにうるさがられても知らんぷ
り。しかしある日キジに恋をして、そのキジから
朝ないてはいけないと言われてしまって！！
『まめまめくん』
デヴィッド・カリ/文 セバスチャン・ムーラン/絵 ふしみみさを／訳

あすなろ書房
まめまめくんは小さな男の子。ベッドは、マッチ
箱や猫の上。小さくても車の運転だっておてのも
の。なんでもできた。そう、学校へ行くまでは…。
学校で自分がものすごく小さいことを知ったまめ
まめくん。何をするにも小さすぎた。けれど…。
小さなまめまめくんから勇気をもらえる絵本で
す。
『月夜とめがね』
小川未明/作 高橋和枝/絵
あすなろ書房
月のきれいな春の夜のこと、おばあさんがひとり
で針しごとをしていると、外から声がきこえてきま
した。それはめがね売りの男で、おばあさんは
ぴったりのめがねを買いました。しばらくするとま
た外から声が。今度は女の子がたっていたので
す。

