◎
月

よもよも原稿 H29.4～9月
赤ちゃんから

ちいさなお子さんから

『くまさん』
まど・みちお／詩

4

5

ましませつこ／絵

7

8

9

佐野洋子／文

くま』

『くまくまパン』

広瀬弦／絵

西村敏雄／作

こぐま社

偕成社

あかね書房

「ええと ぼくは だれだっけ」冬眠からさめたくま
さんは、巣穴からでてきました。でも、まだぼん
やりしていて…。
春がやってきた喜びが、やさしい詩と絵で伝わっ
てくる絵本です。

くまさんがくわで土をほりかえしています。うさぎ
が「なにしているの？」ときいても、「かってだろ」
と教えてくれないくまさん。いつでも勝手気まま
なくまさんと森の友達のお話です。

パン屋をはじめたくまさんとしろくまさん。おいし
いと評判になったのに、おすすめのパンのことで
ケンカしてお店を閉めてしまいました。そこに評
判を聞きつけた王様のかばがやってきて…。王
様はおいしいパンを食べることができるかな？

『あっ！』

『でんしゃはうたう』

『かげのひこうき』

中川ひろたか／ぶん 柳原良平／え
金の星社

三宮麻由子／ぶん みねおみつ／え
福音館書店

五味太郎／作
偕成社

あっ！なにか見つけたよ。くるまです。
くるまにのって「ぶっぶー！」うんてんせきからば
いばーい。楽しいおでかけにしゅっぱーつ！あ
かちゃんの大好きなのりものにのっておでかけ
しましょう。

「ぷしっ ごろろー ぽっ」「かかんかかん か
かっ かかっ」でんしゃがしゅっぱつすると聞こえ
てくるうたをいっしょにうたおう！うんてんせきか
らのけしきも楽しめるよ。

ひこうきがとんでいます。じめんにはひこうきの
かげもとんでいます。ひょいとひこうきのかげに
入ると、あれれ？かげのひこうきにのってどこま
で行けるでしょう。
ふしぎだけど楽しい絵本です。

『おさんぽ おさんぽ』
ひろの たかこ／さく
福音館書店

6

ちいさなお子さんから

『かってな

雨の日だっておさんぽはたのしい！
いろいろなむしをみつけたり、みずたまりには
いったり。
あおいろのながぐつで、どこまでも行ってみよ
う！

『クッツケロ』
加藤志異／作 本秀康／絵
学研教育出版

クッツケロはなんでもくっつけてしまうカエルで
す。「クッツケロケロクッツケロ」このじゅもんをと
なえるとみんなたのしくくっついていきます。あれ
あれ？もとにもどるにはどうするの？？

『おじさんとカエルくん』
リンダ・アシュマン／ぶん

クリスチャン・ロビンソン／絵

なかがわちひろ／訳

あすなろ書房

あめのひってすき？それともきらい？
あめのあさ、ふきげんなおじさんはおこってばか
り。カエルくんはたのしくおでかけです。カフェで
おじさんのぼうしをひろったカエルくん。さてどう
なるでしょう。

『だっころりん』

『やさいのせなか』

ナムーラミチヨ／作
主婦の友社

きうちかつ／作・絵
福音館書店

ふんわりやさしく、だっころりん。むぎゅっむ
ぎゅーとだっころりん。だっこする人もだっこされ
る人もみんな幸せ。カラフルな粘土のユニークな
表情をだっこしながらお楽しみください。

ごつごつしている表紙の模様はなんでしょう？
野菜のせなかですよ。がさがさ、ざらざら、たくさ
んの模様を写してあります。みんな全部わかる
かな？

ぼうやは、わゴムがどのくらいのびるか、ためし
てみたよ。びよ～んとわゴムはどこまでもどんど
んのびて、さあロケットにのって月へ出発！ペー
ジをめくるたびにハラハラドキドキしちゃう絵本で
す。

『やさいだいすき』
柳原良平／作
こぐま社

『やさいだワッショイおいしさとどけ隊』
サトシン／さく ドーリー／え
文溪堂

『トマトさん』
田中清代／さく
福音館書店

やさいがたくさんのったバスがやってきました。
かれらはおいしさとどけ隊！楽しい歌をうたいな
がらみんなのところにやってきます

あつーい夏。トマトさんはみずあそびをするみん
ながうらやましくてしかたありません。川に行き
たくても、おおきくて自分では動けないのです。
ついには泣き出してしまったトマトさんを、みんな
が川までおしてくれました。その川の水の冷たい
こと！

『ともだち』
ヘレン・オクセンバリー／作
文化出版局

『いしゃがよい』
さくらせかい／さく
福音館書店

『ノミちゃんのすてきなペット』
ルイス・スロボドキン／作 三原泉／訳
偕成社

字のない絵本です。ゆっくりやさしい絵をながめ
たり、おはなしを作って語りかけたり、自由に楽
しめます。大きな犬にだきついたり、猫の背中で
ねむったり…。たくさんの動物とおともだちになっ
てね。

山でパンダの迷子をみつけたエンさんは、ファン
ファンと名前をつけて育てることにしました。でも
ファンファンは体が弱くて、エンさんは自転車に
のせ、ひと山こえ、ふた山こえていしゃがよいす
ることに。

動物の大好きなノミちゃん。お家に動物がいたら
いいな、とお母さんにおねがいしました。お母さ
んからは家でかうのにどんな動物がいいかよく
考えてみて、といわれました。どんな動物があた
らしい家族になるのかな？

いろいろなやさいがたくさんでてくるよ。
やさいのなまえしってるかな？
だいこんいっぽん。まるいじゃがいも。
とうもろこしは、きいろ。
おみせにいってやさいをさがそう！

『わゴムはどのくらいのびるかしら？』
マイク・サーラー／文 ジェリー・ジョイナー／絵 岸田衿子
／訳

ほるぷ出版

◎
月

10

よもよも原稿 H29.10月～H30.3月
赤ちゃんから

ちいさなお子さんから
『あげます。』

みやにしたつや／作・絵

浜田桂子／さく

すずき出版

ポプラ社

ぞうさんだって、ねずみさんだってみんな
おっぱいのんでおおきくなるよ。
あかちゃんをおおきく、つよくしてくれるだいすき
なおかあさんのおっぱい。たくさんのんで、おお
きくなーれ！
『きゅっ

11

12

きゅっ

きゅっ』

3

おーなり由子／訳

あすなろ書房

ある日へんなのがうちにやってきた！ その日
からパパもママも、おじいちゃんもおばあちゃん
もみーんなぼくのことをしらんぷり。たいへん
だ！早くへんなのをだれかにあげなくっちゃ。

おにいちゃんはちいさいいもうとをからかってば
かり。いつもいもうとは泣かされてしまいます。と
ころがある日、いもうとはなんだかとても楽しそ
う。おにいちゃんがなにをいっても泣きません。
つまらなくなったおにいちゃん、どうしたらいいの
かな？

『しょうぼうしのサルサさん』

『ねこどけい』

中川ひろたか／作 市原淳／絵
講談社

きしだえりこ／さく やまわきゆりこ／え
福音館書店

「いただきまーす」ぬいぐるみとスープをたべて
いると、「あっ」ねずみさんがこぼしちゃった。ふ
いてあげるね！こぼしてしまっても「きゅっきゅっ
きゅ」と声かけをしてふくと、楽しいコミュニケー
ションにかわります。

サルサさんはサルのしょうぼうしです。
いつもハッピータウンをかじからまもっていま
す。きょうもけむりがでているとつうほうがありま
した。「ウーカンカンカン」しょうぼうしゃにのって
げんばにかけつけると…。

はとどけいから「くくうくくう」とでてくるはとをこわ
してしまったねこのねねこ。とけいやさんになお
しにもっていくと、とけいやさんは、ねねこにもい
えをよういしてくれました。ねこのいえにはいった
ねねこは、はとをまねて「くくう」「にゃん！」とじか
んをしらせてくれます。

『ケーキをもって』
浦中こういち／作
クレヨンハウス

『ハンダのびっくりプレゼント』
ｱｲﾘｰﾝ･ﾌﾞﾗｳﾝ／作 福本友美子／訳
光村教育図書

『しんせつなともだち』

ふたりでケーキをもってくまさんのおうちにいき
ますよ。プップップー、ドンドコドン！たいことラッ
パのおとがたのしいえほんです。うさぎさんや、
いのししさんもくわわって、ますますにぎやかに
なっていきますよ。ケーキもいつのまにかだいへ
んしん！
わんわん』

高畠純／作
理論社

2

『おにいちゃんといもうと』
シャーロット・ゾロトウ／作

林明子／作
福音館書店

『わんわん

1

ちいさなお子さんから

『おっぱい』

あたたかい国にすむハンダ。ともだちのところに
たくさんのフルーツを頭(あたま)のかごにのせて
もっていくところです。
とちゅうでいろいろな動物たちがやってきますが
ハンダはきがつきません。
ぶじにともだちにプレゼントできるでしょうか？
『どうする

ジョージ！』

クリス・ホートン／作
BL出版

木坂涼／訳

いぬが、 「わんわん わんわん」だれをよんでい
るのかな？ 「ニャーゴ ニャーゴ」ねこです。つぎ
のおともだちは…？ひらがなやカタカナ、文字の
大きさでなきごえのちがいもわかります。どうぶ
つといっしょにこえをだしてよんでみよう！

いぬのジョージはひとりおるすばん。ハリスとい
いこでまっておくとやくそくしたけれど…。だいど
ころからいいにおいがしてきたら？きになるねこ
をみつけたら？どうするジョージ！いいこでまっ
ていられるかな？

『しかく みつけた』
大塚いちお／さく
福音館書店

『ゆうびんやさんおねがいね』
ｻﾝﾄﾞﾗ･ﾎｰﾆﾝｸﾞ／作 ﾊﾞﾚﾘｰ･ｺﾞﾙﾊﾞﾁｮﾌ／絵
徳間書店

福音館書店

あるゆきのひ。こうさぎはたべものをさがしにい
きました。するとかぶがふたつありました。ひと
つ食べたこうさぎは、ろばさんのいえにかぶを
もっていくことにしました。そしてろばさんはやぎ
さんへ。さむいさむいふゆのひの、こころあたた
まるおはなしです
『シバ犬のチャイ』
あおきひろえ／文

長谷川義史／絵

BL出版

おいら、豆シバのチャイってんだ、いごよろしく。
おいらのいえにはパパとママ、それからわるガ
キきょうだいがすんでいるのさ。ごちょうないの
アイドル、チャイからみた一日とそのうしろでえ
がかれている家族のおはなしをたのしんでね。
『もりのてがみ』
片山令子／さく 片山健／え
福音館書店

かくかくしかく。しかくいものなあに？
つみき、しょくぱん、ビスケット！
いろいろなしかくをみつけてね。
しかくのてがみ、しかくのポストにだしにいこう！
まるとさんかくのえほんもあります。

もうすぐとおいまちにすむおばあちゃんのたん
じょうび。こぶたくんはおばあちゃんへの
「ぎゅっ」をプレゼントしたいと ゆうびんやさんへ
おねがいにいきました。ゆうびんやさんはこぶた
くんの「ぎゅっ」をどうやってはこぶのでしょう。

さむい冬、ひろこさんは森であそんだりすやのう
さぎたちに、てがみをかくことにしました。てがみ
は大好きな森のもみの木にさげました。「すみれ
が咲いたらあいましょう」とかいたてがみ。みん
なのところに届くでしょうか。やがて春がやってき
ます。

『ばいばい またね』
さとうわきこ／作絵
金の星社

『だれかな？ だれかな？』
とよたかずひこ／著
アリス館

『えらいこっちゃのようちえん』
かさいまり／文 ゆーちみえこ／絵
アリス館

おはよう、ひよこちゃん。あそびましょ！
ねこちゃん、こんにちは！
いろいろなごあいさつがでてくるよ。おおきなこえ
で、いえるかな？
「ばいばい またね」

はこのなかにいるのは、だれかな？だれかな？
にわとりのおかあさんのうしろにいるのは、だれ
かな？だれかな？
みんな、なまえをよばれたら「はーい」と、おへん
じできるかな？

きょうからようちえん。おむかえのバスにひとりで
のれるかな？しらないおともだちがいっぱいい
て、おもちゃはみんなであそばないといけない。
はじめての「えらいこっちゃ」がいっぱいのようち
えん。びっくりすることばかりのいちにちです。

◎
月

よもよも原稿 H29.4～9月
ていがくねんから

中学年から

『えいっ』
三木卓／作

4

6

7

8

9

高畠純／絵

たちもとみちこ／作

『二ひきのこぐま』
イーラ／作

松岡亨子／訳

理論社

ブロンズ新社

こぐま社

町へ買い物にやってきたくまの子とお父さん。赤
信号で待っていると、お父さんが「えいっ」といっ
て、青信号にかえてくれました。くまの子もステ
キなことをおこそうと考えて…。

ある日、くまの家族は、散歩に出かけました。
ちょうどそのころ森で迷い疲れはてた女の子がく
まの家を見つけました。家の中からはおいしそう
なスープのにおいがしてきます。お腹もすいて、
足がくたくたの女の子はくまの家に勝手に入って
いき…。

好奇心旺盛な双子のこぐまの冒険物語です。春
になり、はじめて巣穴の外にでてきたこぐまた
ち。お母さんとの約束を破って、遊びに夢中で迷
子になってしまったこぐまたちは…。モノクロ写
真の迫力ある写真絵本です。

『じてんしゃ

5

高学年から

『３びきのくま』

『路線バスしゅっぱつ！』

『おばあちゃんとバスにのって』

角野栄子／さく しまだともみ／え
そうえん社

ギルリ

ギルリ』

鎌田歩／作
福音館書店

マット・デ・ラ・ペーニャ／作 クリスチャン・ロビンソン／絵 石津ちひろ／訳

大きい自転車はピンクちゃんの。小さい自転車
は犬のボンボンがのります。二人でギルリギル
リこいでおさんぽにでかけました。とちゅうでぶた
くんやおはなさんもいっしょに森に入っていくと
…。

一人でバスにのったことある？つばさ君たち４人
は路線バスにのって公園にでかける計画を立て
ています。はじめて自分たちだけでのるバスにド
キドキ！たくさんの人をのせたりおろしたりしな
がらバスは進んでいきます。

ジェイは教会が終わるとおばあちゃんとバスに
乗ってある所へでかけます。雨や車がないこと
に文句を言うジェイに、おばあちゃんはすてきな
ものを見つけては教えてくれます。そして、着い
た所は…。

『へんしん おたまじゃくし』
福山欣司／監修
ひさかたチャイルド

『かえるの竹取ものがたり』
俵万智／文 斎藤隆夫／絵
福音館書店

『カエルになったお姫様』
Ｅ・Ｄ・ベイカー／著 務台夏子／訳
角川書店

おたまじゃくしはかえるの子って知ってた？３日
前に生まれたおたまじゃくしがどんどん成長して
かえるになっていくようすを写真でみていきま
す。こんなふうにへんしんするなんてびっくり！

竹取ものがたりは、日本でいちばん昔にかかれ
たものがたりだといわれています。でもこれは
「かえるの竹取ものがたり」かぐや姫はもちろん
登場人物はみんなかえるです。絵もしっかり見
て読んでみてください。

もしあなたが沼地で悪い魔法をかけられたカエ
ルに「キスして」って言われたらどうする？かわ
いそうになってキスしちゃうかも？でも気をつけ
て！これはキスしてカエルになっちゃったエマの
おはなし。

すずき出版

『夜空をみあげよう』

『ビーカーくんと放課後の理科室』

『寿命図鑑』

松村由利子／文 ジョン・シェリー／絵
福音館書店

うえたに夫婦／絵・文
仮説社

いろは出版／編 やまぐちかおり／絵
いろは出版

はるかは、弟のじゅんと夜空をみあげるうちに
みっつのあかるい星をみつけました。ベガ・デネ
ブ・アルタイル、夏の大三角です。もっと星をみ
てみたいと、ながれ星キャンプに家族で出かけ
ることにしました。

ビーカーくんはまだ実験の出番がありません。
明日の実験の練習をしているみんなにコツを教
えてもらい、どうしても実験に参加したいビー
カーくん。だけどうまくいきません。落ち込んでい
るビーカーくんにみんなは…。

生まれてから死ぬまでの時間は、動物によって
も、モノによっても全く違います。一つひとつの命
の輝きが紹介されています。新しい発見に夢中
になる図鑑です。知っているようで知らないこと
がたくさん！

『つやっつやなす』
いわさゆうこ／さく
童心社

『マクドナルドさんのやさいアパート』
ジュディパレット／文 ロンパレット／画
さくほくしゃ

『やさいの花』
埴沙萠／写真 嶋田泰子／文
ポプラ社

葉の間からのぞくのはつやっつやのなす。なが
い「おおながなす」、まんまるな「まるなす」。夏の
光のなかいろいろななすが育っています。
おいしい野菜をわかりやすく教えてくれる「どー
んとやさい」シリーズの１冊です。

マクドナルドさんはアパートの管理人。
ある日アパートの庭にトマトの苗をうえてみまし
た。するとりっぱなトマトが育ちました。次はア
パートの空いた部屋にいろいろな野菜をうえは
じめました。ついには牛やニワトリなどをつれて
きて…

まるで花火のような表紙の写真。なにかわかり
ますか？じつはごぼうの花なのです。
では、レタスの花やオクラの花って見たことあり
ますか？ あまり見る機会はないけれど美しい
花を咲かせるやさいがたくさんあります。

『アントンせんせい』
西村敏雄／作
講談社

『いぬがかいた～い！』
ボブ・グラハム／さく 木坂涼／やく
評論社

『警察犬になったアンズ』
鈴木博房／著
岩崎書店

アントン先生は、動物のお医者さんです。毎日い
ろいろな動物がやってきます。トントントン、朝は
やくやってきたのはだれでしょう？いそがしく動
物たちをみていたアントン先生、ある日たいへん
なことになってしまいます。

犬がかいたいケイトは、家族で犬の救済セン
ターへ。家のない犬、ひとりぼっちの犬がセン
ターにはたくさん。その中にかいたかった理想の
犬、デイブがいました！小さくてころころして元気
なデイブを連れて帰ろうとすると、別の犬と目が
合ってしまい、家族は…。

警察犬の指導をしている鈴木さんに命を救われ
たトイプードルのアンズ。虐待をうけすてられた
アンズが、シェパードたち先輩の犬と一緒に訓
練を重ねて成長し警察犬になるお話です。

◎
月

10

よもよも原稿 H29.10月～H30.3月
ていがくねんから

『ゆいはぼくのおねえちゃん』

西平あかね／作

君島久子／訳 赤羽末吉／絵

朝比奈蓉子／作 江頭路子／絵

アリス館

岩波書店

ポプラ社

きょうだいの「ぶんくん」と「かいくん」はふたりそ
ろってぶんかいきょうだい。きょうもいろんなもの
をぶんかいしてすごいものをつくります。
ついには「うちゅうせんぶんかいごう」を発明して
うちゅうに出発です。

中国のむかしむかしのおはなしです。九人の
きょうだいは顔も体もそっくり。いじわるな王さま
が何を言ってきても九人でのりこえていきます。
「くいしんぼう」や「はらいっぱい」（人の名前です
よ）たちが大活躍！

３年生のヒロトに、実は６年生の姉がいた。名前
はゆい。突然一緒に住むことになってヒロトはと
まどうばかり。ちっともやさしくないおねえちゃん
だけど、泣きそうな顔で神社に通う姿をみてし
まって…

『ぼくじょうにきてね』

1

2

3

『ママのとしょかん』
キャリ・ベスト／文 ニッキ・デイリー／絵 藤原宏之／訳
新日本出版社

『言葉屋』
久米絵美里／作 もとやままさこ／絵
朝日学生新聞社

みんな給食でいつものめるおいしい牛乳ってど
こからくるのかしってる？
まどかの家は牛をそだてて牛乳をしぼるぼくじょ
うです。お兄ちゃんとふたりでうまれた子牛のせ
わやそうじを手伝っています。ぼくじょうのしごと
をしゃしんで見てみよう！

リジーははじめてママの図書館へ仕事にでかけ
ます。ママが、おはなしの時間に「３びきのこぶ
た」を読むのでリジーはオオカミ役をすることに。
家でいつもママがやってくれるように、オオカミの
まねができるかな。
図書館員を体験したリジーの一日です。

おばあちゃんは言葉を口にする勇気と口にしな
い勇気をあつかっている言葉屋です。言葉のト
ラブルの解決を手助けするのが仕事だと教えて
もらい、おばあちゃんの仕事にずっと興味のあっ
た詠子は言珠職人をめざして修行をはじめま
す。

『おはなしのもうふ』

『おくりものはナンニモナイ』
ﾊﾟﾄﾘｯｸ・ﾏｸﾄﾞﾈﾙ／作 谷川俊太郎訳
あすなろ書房

『賢者のおくりもの』
ｵｰ･ﾍﾝﾘｰ／原作 いもとようこ／文・絵
金の星社

こどもたちはサラおばあちゃんのおはなしを「お
はなしのもうふ」にこしかけてきくのがだいすきで
す。
ある日サラおばあちゃんはこどものくつしたに穴
があいていることに気がつきました。つくってあ
げたいけれどけいとがありません。おばあちゃん
はいいことを思いつきました。

ムーチはなんでももっているともだちのアーチに
『おくりもの』をあげたいけれど、なにがいいのか
まったく思いつきません。ほしいものは「ナンニモ
ナイ」って言うけど「ナンニモナイ」っていったい
なんなの？？困ってしまったムーチは大きな箱
にリボンをつけてあげることに。

クリスマスのプレゼントをおくりたいのに恋人同
士のふたりにはまったくお金がありません。そこ
でふたりはそれぞれ自分がもっているもので、な
んとか贈り物をおくることにしたのですが… 世
界中で有名なお話が読みやすい絵本になりまし
た。クリスマスに読んでみませんか？

『こいぬ、いたらいいなあ』

『オオカミから犬へ！』

『スマッジがいるから』

おのりえん／文 はたこうしろう／絵
フレーベル館

ハドソン・タルボット／作・絵 真木文絵／訳
岩崎書店

ナン・グレゴリー／作 ロン・ライトバーン／絵 岩元綾／訳
あかね書房

ふー、まー、いー、うーは４人兄弟。外はまっしろ
なゆきにおおわれています。げんきいっぱいあ
そんでいると、いーがちいさな足あとをみつけま
した。たどっていくと、そこにはふとったダックス
フントのショコラがいました。

人と犬がなかよくいっしょにくらしはじめたのはい
つからでしょう？かわいいチワワも、大きくてた
のもしいシェパードも祖先は同じオオカミです。
ずっとずっと昔、人と犬のであいと進化のたびを
えがいたものがたりです。

シンディは子犬をひろいました。住んでいるホー
ムでは飼えないので、働いているホスピスへ連
れて行くことに…。子犬は、スマッジと名づけら
れシンディたちに生きる喜びと心のつながりをも
たらしてくれました。

『一さつのおくりもの』
森山京／作
講談社

『ゆうびんです ポストです』
かこさとし／著
復刊ドットコム

『ラブレターを書こう』
灰島かり／作 藤原ヒロコ／絵
玉川大学出版部

くまたには大好きなえほんがあります。ある日、
山のむこうの村が大雨になってしまいました。そ
こでみんなでえほんをおくることになりました。く
または大好きなえほんをおくろうか迷うのですが
… しばらくして知らない子からお手紙がとどき
ました。

みなさんは、ポストにいれたはがきや手紙がどう
やって運ばれていくか知っていますか？遠い町
や外国にも、船や飛行機にのせて、いろいろな
人の手を経て運ばれていきます。ちょっと前に書
かれた本ですが、かこさとしさんの絵でわかりや
すく書かれています

ラブレターって書いたことある？ラブレターでは
なくても、だれかにだいすきって伝えたいとき、ど
んなてがみを書いたらいいのかな？ラブレター
はもちろん、ファンレターや家族へのてがみな
ど、いろいろなてがみの書き方を教えてもらいま
しょう。

『みてよ ぴかぴかランドセル』
あまんきみこ／文 西巻茅子／絵
福音館書店

『文房具のやすみじかん』
土橋正／文 小池壮太／絵
福音館書店

『たくさんのドア』
アリスン・マギー／文 ユ・テウン／絵 なかがわちひろ／訳
主婦の友社

かこちゃんは、かってもらった赤いすてきなラン
ドセルをだれかにみせようと、よもぎのはらに
やってきました。きつねのこ、うさぎのこ、ねずみ
のこがせおってみたいといったけれど…？
せおいましょう。みんな、ぴったりのランドセル。

みなさんは、鉛筆や消しゴムがどうやって書いたり、
消したりできるか知っていますか？
ノートの上を走り回った色鉛筆やボールペンを消す
にはどうしたらよいでしょう？「書くこと」「消すこと」の
しくみがわかる絵本です。
春休みの間、もしかしたらみなさんの机の上でもこん
なおしゃべりがあっているかも？

みなさんの前には未来へのドアがたくさんあります。
その向こうには新しいこと、驚くこと、おもしろいこと、
反対に何もみつからないこと、たくさんのことがまっ
ています。
新しいことに一歩ふみだす時に応援してくれる絵本
です。
今日、あなたのドアの向こうには何があるんだろう？

ﾌｪﾘｰﾀﾞ･ｳﾙﾌ／ﾊﾘｴｯﾄ・ｻｳﾞｨｯﾂ／文 ｴﾚﾅ･ｵﾄﾞﾘｵｿﾞｰﾗ／絵
光村教育図書
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高学年から

『王さまと九人のきょうだい』

星川ひろ子・星川治雄／写真・文
ポプラ社

11

中学年から

『ぶんかいきょうだい』

