『おばあさんのひっこし』
エドナ・ベッカー作

福音館書店

１･２年生

（Ｅ2）
おばあさんのあかいおうちは、ずい
ぶんふるくなってしまいました。
そこで

おばあさんはきれいな

うちにひっこすことにしました。
ねことろばとめうしを
まっすぐ

まっすぐ

つれてね。
とことこ

いくときれいなきいろいうちが
みつかりました。みんなはここが
きにいるかな？

『ソフィーとガッシー』
ﾏｰｼﾞｮﾘｰ･ﾜｲﾏﾝ･ｼｬｰﾏｯﾄ文

１･２年生

ﾘﾘｱﾝ･ﾎｰﾊﾞﾝ絵

BL 出版

（JA ｼｬ）

ふたりはりすのおんなのこ。むかしからのともだち
です。ある日、ガッシーはソフィーをおとまりにさ
そいました。ガッシーはおりょうりをつくったり、
おそうじもねんいりにして、おもてなしのじゅんび
はばっちりです。ところが
りのでんわが

ソフィーからおことわ

かかってきました。たのしみにして

いた、ガッシーはあきらめきれません。そして

と

ってもいいことをおもいつきましたよ。ぜんぶで４
つのおはなしがはいっています。つづきのほん『ソ
フィーとガッシー

いつもいっしょに』もあります

『教会ねずみとのんきなねこ』 1～3 年生
グレアム・オークリー作・絵

徳間書店（E2）
きょうかい

イギリスの小さな町の 教 会 で、ねずみのアー
サーとねこのサムソンは なかよく くらして
いました。でも、のんきなサムソンはいねむ
りばかり・・。もっとなかまがほしくなった
きょうかい

アーサーは、町のねずみをさそい 教 会 につ
れてきます。ところがある日、大じけんがお
きょうかい

き、ねずみたちは 教 会 をおわれることに!?
さあ、どうする、どうする？
教会のねずみたちとサムソンのゆかいなくら
しっぷりを 細部まで描かれた絵で、ゆっくり
楽しんください。
シリーズで『教会ねずみとのんきなねこのメ
リークリスマス』
『教会ねずみとのんきなねこ
のわるものたいじ』もお楽しみください。

『こんにちは、いたずらっ子エーミル』1～3 年生
ｱｽﾄﾘｯﾄﾞ･ﾘﾝﾄﾞｸﾞﾚｰﾝ作

ﾋﾞﾖﾙﾝ･ﾍﾞﾘｲ絵

徳間書店（E2）

エーミルは

ほとんどまいにち

なにかいた

ずらをします。いもうとのイーダを
はしら

かわりにはたをあげる 柱 に

はたの

ひっぱりあげ

ばち

たり、スープ鉢 にあたまをつっこんで

とれ

なくなったり…そのたびに木工小屋にとじこ
められて

木の人形をけずらなくてはなりま

せん。けれど
わけでは

エーミルはわるい子

ありません。げんきな

という
かわいい

おとこのこです。ほかにもどんなたのしい
いたずらをするのか おたのしみに？

『たべられるしょくぶつ』
森谷憲 ぶん

寺島龍一 え

福音館書店

１年生から
（E3-8）

キャベツも、キュウリも、スイカも、らっか
せいも、みんなしょくぶつ。しょくぶつだか
ら、たねまきしたら、めがでて、花がさいて、
み

実 をつける。でも、きゃべつのたねって見た
ことある？スイカの花ってどんな花？らっか
せいって、どんなふうになっている？みじか
にあってもいがいと知らない、食べられる
しょくぶつのひみつ、この本を読めばわかり
ます。
じゃがいもは、たねをまかないってしってた
かな？

『ポップコーンをつくろうよ』
トミー・デ・パオラ 作

光村教育図書

１年生から

（６１）

れきし

みんなが大すきなポップコーン。その歴史は
たいりく

はっけん

古く、なんとコロンブスがアメリカ大陸を発見
せんじゅうみんぞく

した時には すでに、先 住 民族の人たちはポッ
プコーンを売ったり、アクセサリーにしたりし
ていたんですって！
そんなポップコーンの”おいしい”ひみつを
し

知り、ポンポンとはじけるおいしいポップ
つく

コーンを作ってみましょう！
（レシピもついてるよ。）

『スプーン王子のぼうけん』
竹下文子 作

こばようこ 絵

すずき出版

２･３年生
（タケ）

ある国にみんなからスプーン王子とよばれる王子
ようせい

がいました。（妖精 が たんじょういわいにくれた
スプーンが お気に入りだったからですよ。）
スプーン王子は食いしんぼうで、しりたがり！
りゅう

７才になって 竜 たいじに行くことになりました。
よろいのかわりに レインコート、やりのかわりに
スキーのストック、かぶとのかわりに バケツをか
ぶり、首からはスプーンをさげて、さあ、出発で
す！
いさ

りゅう

勇ましく出かけたスプーン王子。 竜 をやっつける
ことはできるのかな?

『げんきなぬいぐるみ人形ガルドラ』3･4 年生
ﾓﾄﾞｳｨﾅ･ｾｼﾞｳｨｯｸ 作

大杜玲子 絵

福音館書店

（セジ）
かみ

黒いボタンの目に、黒い毛糸の髪の、手づく
りのぬいぐるみ人形、ガルドラ。今日は持ち
主の女の子メリーベルにつれられ、お人形た
さんぽ

ちみんなといっしょに川へお散歩。ところが
川に落っこちて、メリーベルにも気づいても
らえない。どんどん流され、お家もみんなも
遠ざかる…さあ大変！でも、ガルドラはちっ
ともあわてません。魚と友達になったり、
こまっている鳥を助けたりの大かつやく！
…ところで、お家には帰れたの？
明るく元気なぬいぐるみ人形ガルドラの、
ぼうけん

すてきに楽しい冒険のお話４つ入りです。

『ルイージといじわるなへいたいさん』3･4 年生
ルイス・スロボドキン 作・絵

徳間書店
ルイージは

（スロ）
土曜日になるとイタリアとスイス

こっきょう

の 国 境 をこえるバスに乗って

バイオリンを習

いにいきます。バスには

国境けいびのへいたい

さんたちがのってきて

乗客のにもつけんさを

します。あるときから新人のへいたいさんんがの
ってきて、ルイージのおべんとうや先生へのおみ
やげのケーキをメチャメチャにするようになり
ました。バイオリンの先生はカンカンにおこっ
て、ルイージといっしょにバスにのりこむことに
しました。先生はなにをしようとしているのでし
ょうか？

『町家えほん』
山口珠瑛 作・絵

ＰＨＰ研究所

３年生から
（５２）
まちや

町屋ってなんだろう？それは、むかしながら
の、お店と住まいがいっしょになった建物の
こと。
この本では、町屋を改ぞうした「カフェ桜」
の福ねこさんとお豆さんが、町屋のならぶ
こうじ

「えびす小路」を案内してくれます。お店の
くら

後ろには庭、一番おくには火事に強い蔵、商
こうし

売にあわせて形を変える格子…町屋には、む
かしの人のくふうがいっぱい。読めばあなた
も住んでみたくなる？！
問題：「おくどさん」「かんぬき」ってな～ん
だ？答えは本に書いてあります

『ねこじゃら商店世界一のプレゼント』４年生から
富安陽子 作

平澤朋子 絵

ポプラ社

（トミ）

おのぞみのものがなんでも手にはいる「ねこ
しらぎく まる

じゃら商店」店のあるじは白菊丸という名の
年とったぶちネコです。
ある時、このお店に世界一のプレゼントを買
いに来た男の人がいました。
ところで”世界一のプレゼント”ってなんで
しょう・・・？

宝石？それとも ドレス？

なやんでいるお客に白菊丸はとっておきの
品物をすすめてくれましたが、、、。
「世界一のプレゼントを買いにきた男の話」
の他、４つのおはなしが入っています。あな
たもねこじゃら商店をのぞいてみませんか。

な ん き ょ く

に

っ

き

『ソフィー・スコットの南極日記』４年生から
アリソン・レスター 作

小峰書店（４０）
なんきょく

ソフィー･スコットは９才の女の子。 南 極 へ行く
船の船長さんのパパといっしょに南極へ行くこと
になりました！
ひょうざん

氷 山 にびっくりしたり、ペンギンやアザラシと出
ふぶき

あったり、オーロラに目をみはったり、吹雪で船
にもどれなくなったり・・・毎日がわくわく、ど
きどきの れんぞくです！
この本は、その 30 日におよぶ日々をつづった旅
日記。しゃれたさし絵と共に 写真や 子どもたち
じっさい

まじ

が実際に描いた絵も交え、親しみやすく美しい
一冊になっています。
さあ、本を開いて、ソフィーといっしょに南極へ
ぼうけん りょこう

冒険旅行に出かけましょう！

『山のトムさん』
石井桃子 作

５･６年生

福音館書店（イシ）
せんそう

戦争 がおわって食べるものも

まだ十分でないこ

のころのおはなしです。北国の山あいにひっこし
てきた人たちがいました。地元の人たちはその人
かいこんしゃ

たちのことを山の開墾者 とよびました。山に畑を
作って自給自足しようとしているからです。人が
住みはじめた山のいえには

ネズミも大量にやっ

てきました。そこで、ネズミ退治のために

ネコ

を飼うことにしました。その名はトム。ネコは本
来

ネズミ退治のために

す。そのことを

ひとに飼われた動物で

トムの活躍は思い出させてくれ

ます。そして、トムは大事な家族の一員なのです。
何度読んでも、心のほっとするおはなしです。

『みんなでつくる１本の辞書』
飯田朝子 文

寄藤文平 絵

福音館書店

５･６年生

（８１）
えんぴつ

だいこん１本、鉛筆1 本、桜の木 1 本…あなた
は、どんなものを「１本」と数えますか？長いも
の？細いもの？…でも、長くて細くても、「ヘビ
１本」とは数えないよね。サッカーのシュート、
テレビ番組、宝くじの当たり、全部「１本」だけ
ど、長くも細くもない…。調べるほどに奥深い「１
てっていてき

本」の世界、徹底的に調べてみました。机、いな
ずま、サングラス、手品、かんおけ…集めに集め
たその数３５０種類！もちろん、これで全部じゃ
ありません。「１本」という数え方をとことん追
いかけた、世界初の「１本の辞書」です。

『江戸の象吉』
太田大輔 作

講談社

５･６年生

（オオ）
ぞう きち

えん

花のお江戸にやってきた旅の象、象吉。縁あっ
うお けん

ほうこう

しゅうしょく

て日本橋の魚屋「魚犬」に奉公（ 就 職 ）する
ことになった象吉。上品なものごしと、大きな
体に似合わぬ器用さで、たちまち江戸の人気者
になり、おかげで「魚犬」も大はんじょう。
ところが、これをねたましく思った商売がた
まご べ

え

きのイタチ孫兵衛が、よからぬことをたくらん
で…。
人間の代わりに動物たちがくらす、もうひと
つうかい にんじょう

つの江戸を舞台にした、痛快 人 情 時代劇！パ
オーンッ！

