としょかんがすすめるなつやすみのほん（１・２年向き）
「ジオジオのかんむり』

『しょうぼうじどうしゃじぷた』

『ステラとカモメとプラスチック』

『はまべでひろったよ』

岸田 衿子／作

渡辺 茂男／さく 山本 忠敬／え

ジョージナ・スティーブンス／作

ひさかたチャイルド（407 ハ）

福音館書店（E ヤ・シ）

イジー・バートン／絵 岩崎書店（E バ・ス）

中谷 千代子／画

福音館書店（E ナ・ジ）
たまごがぜんぶなくなってしま

とも

ステラの友だちのカモメは、

じぷたは、ほかのしょうぼう

落ちています。どんなものが、

う みべ

ったとりのために、ジオジオは、

しゃのように、ながいはしごも、

海辺にすてられたプラスチック

じぶんのかんむりのなかに、すを

ちからのつよいポンプももって

ごみを食べたせいで、ぐあいが

つくるよういいます。そして、かんむりのなかで、こ

いません。でも、ちいさなじぷただからこそ、できるこ

わるくなってしまいます。

とりがうまれたとき、ジオジオはどんなきもちだっ

とがあるのです。

そこで、ステラは海辺でのごみ

なが

どうやって、はまべに流れつい

た

たのでしょう。

う みべ

『オニタロウ』

ひろいをはじめることに…。

たのでしょう。

こさか まさみ／文 北村 人／絵

『ポケットのないカンガルー』
『トゥクパをたべよう』
プラバ・ラム ほか／ぶん シルパ・ラナデ／え
イマジネイション・プラス

（E ラ・ト）

いえ

かえ

をつきながら家に帰るとちゅう、
ばん

みんなを晩ごはんにしょうたいし
き ょう

H.A.レイ／え エミイ・ペイン／さく

『みしのたくかにと』

偕成社（Ｅレ・ポ）

松岡 享子／作

いえ

おとこ

ふだ

た

だ

『おともださにナリマ小 』

しょう

むら

はる

さ

たかどの ほうこ／作 にしむら あつこ／絵

なつ

ねんせい

１年生のハルオは、はじめてひと

にい

がっこう

とう

むら

うへいった兄さんのかわりに、父さんといっしょに村
う

い ちば

でとれたくだものを売りに、市場へでかけます。

まいにち

い

みち

『こんにちは,バネッサ』
マージョリー・W・シャーマット／作
リリアン・ホーバン／絵
岩崎書店（933 シ・コ）

『おじいちゃんがおばけになったわけ』

ねずみのバネッサは、はずかし
がりやでともだちがいません。だけ
ゆ うき

ちゅう

りで学校へ行くとちゅう、道がわか

ど、勇気をだして、じゅぎょう 中

らなくなってしまいます。ようやく

におおきな声で手をあげ、こくばんにこたえをかきま

がっこう

す。すると、バネッサの 心 に変化があらわれます。

こえ

て

こころ

学校にたどりついたハルオですが、

あさん。ありがたいお 経 だと信じて、毎日となえて

にん

ブンになってくれるこたちをさがしますが…。

フレーベル館（913 タ・オ）

さんのくだものがみのる、うつ

いました。ある日、ふたりの家に入りこんだどろぼう

い

小林 豊／作・絵

ポプラ社（E コ・セ）

く

き

王子は、どんなものが育つのか気になってしかたがあ

くさんの花が咲き、夏にはたく

はい

み

たのしみ」という札をたてました。この札を見かけた
そだ

つぎ

やくそく

りません。ついには食べてみたいと言い出し…。

きょう

いえ

とう

にわ

『せかいいちうつくしいぼくの村』

こ

ひ

にん

ブンが 30人いる」とウソをついてしまいます。さら

ふだ

い

むら

しん

とう

あわせると約束までしてしまいます。オニタロウはコ

くしい村です。ヤモは、せんそ

きょう

き

さがおかもしれない、すいかかもしれない、とにかく

はな

らめなお 経 をおぼえてしまったおじいさんとおば

み

どものためにどうしてもポケットがほしいケイティ

み

ヤモが暮らす村は、春にはた

家にとめた 男 の子がとなえたでた

よ うす

に、お父さんが次に来るときまでに 30人のコブンに

く

福音館書店（E オ）

ひ

で見つけたタネを庭にまき、
「あ

むら

梶山 俊夫／画

く

ていました。ある日、様子を見に来たお父さんに、
「コ
だいどころ

だ いす

瀬田 貞二／再話

な かよ

ぶためのポケットがありません。こ

ツェリンの大好きな「トゥクパ」

『おんちょろちょろ』

どうぶつ

い子で、動物たちと仲良く暮らし

ふとっちょおばさんは、台 所

お うじ

ちゅう、ていでんがおきてまっくらに…。

こ

大社 玲子／絵

のおなかには、こどもを入れてはこ

は、ポケットをさがしに町へ行くことにします。

だからです。ところが、トゥクパをつくっているさい

こ

こぐま社（913 マ・ミ）

おかあさんカンガルーのケイティ

まち

ばん

ます。だって、今日の晩ごはんは

福音館書店（913 コ・オ）
オニの子のオニタロウはやさし

い

め

目のみえないツェリンは、つえ

はまべには、いろんなものが
お

よ うす

へ んか

みんなの様子がおかしくて…。

気持ちがかわります。

ケネス・グレアム／作 インガ・ムーア／絵

『のんきなりゅう』

きょう

たちは、このお 経 をきいておどろきます！

キム・フォップス・オーカソン／文

『しょうたとなっとう』

エヴァ・エリクソン／絵

『ぺちゃんこスタンレー』

あすなろ書房（E エ・オ）

ジェフ・ブラウン／文 トミー・ウンゲラー／絵

星川 ひろ子 ／写真 星川 治雄／写真・文
ポプラ社（619 シ）
なっとうがきらいなしょうた。
おじいちゃんがつくってくれた
た

なっとうは食べられるかな？

へ

や

し

エリックの部屋に、死んだはずの
おじいちゃんがおばけになってあら

徳間書店（933 グ・ノ）
とも

やさしいりゅうと友だちになっ

あすなろ書房（933 ブ・ペ）
め

さ

あつ

おとこ

こ

むらびと

た 男 の子。しかし、村人たちは
き

目が覚めると、厚さ 1.3 センチの

りゅうをあくとうだと決めつけ、

ぺちゃんこのからだになっていたス

騎士をよんで退治してもらうこと

と、人はおばけになるらしいんだけど、おじいちゃんの

タンレー。はじめは、ぺちゃんこの

に。はたして、 男 の子はりゅう

わすれものってなんだろう？

生活を楽しんでいましたが…。

よ

われた！この世にわすれものがある
ひと

せいかつ

たの

き

し

た いじ

おとこ

まも

こ

を守ることができるのでしょうか。

