１．『世界のだっことおんぶの絵本』（38）
みなさんも

赤ちゃんの時には

だっこや

おんぶをされていましたよね。もしかした
ときどき

ら

いまも時々 されてるかな？だっこやお
おとな

んぶって
する

あんしん

赤ちゃんも大人 も

しあわ

とても安心

すがた

幸 せな 姿 ですね。

この本では世界 1１ヵ国の
このようすや

おんぶやだっ

くらしを知ることができま

ちゅうおう

ねったい う り ん

す。中 央 アフリカの熱帯雨林にすんでいる
ボンヨは

おじいさんにだっこされていま
す

す。おとうさんがミツバチの巣 をみつけて
はちみつをとるところです。ボンヨもこう
して

おとなたちのなかまいりをしている

のですね。

２．『さかなのたまご』（487）
おたまじゃくしのたまごは
いますよね。でも
たくさん

みなさんしって

みずのなかには

いろいろなさかなのたまごがある

のです。かわやみずうみでくらす
ぎょは

もっと

どのようにして

たんすい

たまごをまもって

いるのでしょう。さかなたちは

いろいろな

くふうをしています。たとえば

タナゴは２

まいのからをもつ
うみつけるし

かいのなかに

たまごを

サケはたまごを かわぞこの

じゃりにかくすんですって。ほかにも「すご
いなぁ」とおもうような まもりかたが
さん

しゃしんでみることができます。

たく

３．『くらやみのなかのゆめ』（E2）
クリスは、まっくらやみが こわくてたまりません。
だって、エイリアンたちがやってくるかもしれない
から・・。
そんなクリスのゆめは、うちゅうひこうし になる
ことでした。ある日、クリスは ほんものの うちゅ
つき

うひこうしが 月におりたつ テレビをみて
びっくりします。だって、うちゅうが こんなに
まっくらだなんて しらなかったから。この日から
クリスはかわります！ やみのなかで クリスのゆ
めは、どんどんふくらみ・・。
ほんもの

うちゅう ひ こ う し

うちゅう

みりょく

本物 の宇宙 飛行士 クリス･ハドフィールドがかいた
えほん

宇宙の魅力がたっぷりの絵本です。

４．『ちょろりんととっけー』（E１）
とかげの ちょろりんにきたのは、なつや
すみに いとこの ちょさりんのうちへの
おさそいの てがみ。
はじめは ひとりででかけたちょろりんで
したが、 おとうとの とっけーも あとか
らそっと ついてきて・・
さあ、ふたりのぼうけんの はじま り で
す！おじいちゃんに かいてもらった ち
ずをとちゅうでなくして おまけに とっ
けーともはぐれてしまい、ピーンチ！
さて、ふたりは ぶじに ちょさりんの
うちに つけるのかな。はらはらどきどき
のおはなしです。

５．『サイモンは､ねこである』（E2）
「こんにちは。ぼくサイモンです。
ぼくたち、にてますね」
こねこのサイモンは、ライオンやトラたち
に、こうはなしかけて大わらいされてしまし
ます。
でもね、するどい は、とがった つめ、
まっくらやみでも よく みえる おお き な
め・・・。
おやおや、なんだか ほんとうに にてるみた
い。大きさはちがうけど、みーんな おんな
じ ねこ なんだ！

６．『千びきおおかみ』（JA ﾑﾗ）
いちや

まっくらな山の中、木の上で一夜を明かす
しょうにん

よなか

ことにした 商 人 でしたが、夜中になると、
しょうにん

む

木の下には 商 人 をねらう、おおかみの群
れが・・！おおかみたちは、はしごのよう
につらなり、その上をしっぽがふたまたに
ねこ また

わかれたおそろしい猫 又 がかけあがって
きたのです！！
いき

てんかい

ひょうだいさく

息 をのむ展開 の 表 題 作 「千びきのおおか
ほん

ば

み」のほか、この本には「くもの化けもの」
こそだ

「子育てゆうれい」など、日本のこわいお
わ

はなしが６話はいっています。
なつ

夏は、こわいおはなしですずしくなろう！

７．『ともだちはわに』（JA ﾑﾗ）
にんげんの しのぶには、わにのともだち
きよしくんがいます。ふつうに おしゃべり
したり、あそんだりするけど、けっこうや
んちゃで しっぱいもするから、しのぶは
ハラハラすることばかり。ぜんぜんへこた
れないきよしくんに みえていたけど、じつ
はよわみがあって、それをなきべそかいて
うちあけられたときに、 おたがいにほんと
うに なかよくなれたみたいです。クラスメ
ートの かすみちゃんの たんじょうびのプ
レゼント、しのぶの かんがえてたのとは、
だいぶちがったものになったけど、かえっ
て とてもよろこばれたよ。さて、なんだっ
たでしょう？

８．『猫魔ヶ岳の妖怪』（E7）
でんせつ

わ

ばんだいさん

福島県の伝説が 4話はいっています。磐梯山
にし

ようかい

やま

おく

の西に妖怪のすむ山がありました。奥がたを妖
との

怪にさらわれた殿 さまは
しに

うでのいいりょう

妖怪たいじをめいじました。けれども

りょうしは
てっぽう

妖怪が何ものかわからなければ

鉄砲 はうてないと

こ

や

その山にはいって小屋 を

く

つくり暮らし始めました。すると
ぴきのねこがあらわれ

そこにいっ

りょうしはこのねこ

をかわいがっていっしょ暮らすことにするの
ですが・・・
ほかにも

おおすぎ

「天にのぼった若者」「大杉とむす

め」「おいなりさまの田んぼ」など
おはなしが
れています。

ふ

し

ぎ

不思議な

あたたかみのある絵であらわさ

９．『グリムのむかしばなし』Ⅰ（JB38）
くら

森にすてられた兄妹が、暗い森をさまよいみつ
けのは、ケーキやクッキー、キャンディなどで
か

し

できたお菓子の家でした！でも、そこにすんでい
まじょ

たのは 子どもを食べるわるい 魔女 だったので
す･･･！！
ひょうし

さ

表紙の挿し絵のお話し「ヘンゼルとグレーテル」
にはじまり、
「かえるの王子」
「シンデレラ」など、
しょうかい

この本には７つの昔話が 紹 介 されています。
おさな

幼 いころから たっぷり昔話を聞いて育った絵

本作家ガアグの 生き生きとしたおはなしとコミ
さ

あじちが

カルな挿し絵で、ひと味違うグリムの世界を楽し
んでみませんか
（『グリムのむかしばなし』Ⅱ もありますよ！）

１０．『フングリコングリ』（オカ）
アスカは一年生。算数の時間、たし算の
れんしゅう もんだい

練 習 問題 が終わったアスカは

余った時

ゆび あそ

ひとさ

間で指 遊 びをはじめました。右手の人差 し
指と左手の親指をくっつけて、それよりも
少し上のところで、右手の親指と左手の人
差し指をくっつける。「フングリコングリ」
という遊びです。ところが、それをくりか
ちゅう

えしているうちに
きはじめ

アスカの体は 宙 にう

みるみるうちに

てんじょう

教室の 天 井

にすいこまれていったのです。さあ

たい

へんみん なはアス カ をおいか けるのです
とうめいにんげん

が”
・・・ほかにも透明人間になる話や
てらにし くん

エルになった寺西 君 の話など
る楽しい話が

６話

カ
お

学校で起 こ

はいっています。

11．『パイパーさんのバス』（クラ）
うんてんしゅ

バスの運転手のパイパーさんは、バスが大すきでし
かぞく

かえ

た。でも、家族がいないので家に帰ると１人きり、
ちょっぴりさびしいな・・と思うこともあります。
そんなある日、パイパーさんのところに１ぴきのま
よい犬がやってきます。さらに、ひよこや、ネコの
おくさんもくわわって、家の中はにぎやかになりま
した。もう、さびしくありませんね。
おおや

ところが、大家のおかみさんに「動物たちをどこか
お

にやらないと、追い出しますよ！」と言われてしま
い・・。
しごと

ふる

仕事を休み、古いみどり色のバスで、動物たちの新
しい家をさがしに出かけたパイパーさん。
さて、動物たちに ぴったりの家はみつかるのでしょ
うか？

１２．『すごいぞ！ニッポン美術』（70）
この本は、世界の名画を 紹介した『見て
ごらん！名画だよ』の日本編として 作られ
たものです。
すみ

りゅう

ただ一色の墨で 描かれたふすま絵の 龍
はくりょく

の 迫 力 や 生きものみたいな 海の波のすご
さ、真っ赤なお寺の門に 雪がしんしんとふ
る 静けさなどを こんなにも 豊かにあらわ
してきたなんて、日本の美術は なんてすご
いんだろう！
それを子どもたちに向けて、アートディレ
クターの結城昌子さんが、国宝を中心に ２
かんしょう

４点の 絵や作品が どんなふうに 鑑 賞 され
か

ち

てきたか、どんな価値があるかを やさしい
かいせつ

語り口で 解説しています。

１３．『ひらけ蘭学のとびら』（28）
かいぼうしょ

ほんやく

かいたいしんしょ

オランダの解剖書を翻訳した『解体新書』を作っ
げん ぱく

らんぽうい

おさな

た杉田玄 白 と蘭方医 たちのお話しです。 幼 いこ
ろから玄白は

大切な人たちとの別れの連続で

した。母親は、玄白を産んだ時に亡くなりました。
弟のようにかわいがっていた犬の四朗も病気で
死にました。その後も次々と大事な人たちが死ん
はんい

すく

でゆくのです。藩医である父がいても救えないい
げんじつ

いしゃ

のち。その現実を前にして、玄白は医者になるこ
ぎもん

とに疑問を持ちます。このとき

姉の奈美の言葉

に思いを新たにするのです。やがて玄白は江戸で
しんりょう

町民の 診 療 をはじめ

ふ

わ

とうとう腑分 け（解剖）
な

と

を見る機会に恵まれます。何かを成し遂げること
の

わくわくした思いが伝わる一冊です。

１４．『タイムチケット』（フジ）
マサオが 熱中しているしゅみは きっぷ
集め。今ほしいのは、きっぷの日付が 自分の
たんじょう日の昭和４４年４月４日の数字４
がならんだもの、ずっと前だから むりかな
あ。そんなある日、耳の黒いねこにみちびか
れるように歩いた先に、
「タイムチケット」な
るものを 手に入れた。それはのぞんだ日付を
かきこむと その日にとべるという 時間旅行
への招待状なんだって。うたがいながら書い
てみたら、なんとその日にとんじゃった！さ
て、マサオはそこで だれにあったと思う？
今の自分だけじゃなく、まわりの人たちも
見直すことができた、すてきなきっかけにな
ったよ。

１５．『青い月の石』（B ドラ）
この物語は、日本の「はないちもんめ」のような
あそ

オランダの古い遊び歌から始まります。

どこから来たの？
マホッフ、マホッフ、マホッヘルチェ
よ

子どもたちの歌う この歌が、マホッヘルチェを呼
び出してしまったのか・・・！？
ある昼休み、学校の校庭の地面がおし上げられ、
あらわ

マホッヘルチェが 現 れました。いじめられっこの
ゆうき

少年ヨーストは勇気をふりしぼり、１人でつづき
を歌います。

ぼくに何をもって来てくれた？
マホッヘルチェは答えます。

きらめく青い月の石
「青い月の石」とはなんなのか？それを手に入れ
るためには、マホッヘルチェが支配する地下世界
へ行かなければなりません。どうする、ヨースト！
まほう

ゆうじょう

だいぼうけん

地上と地下をかけめぐる魔法と 友 情 の大冒険の
はじ

始まりです！

