『スズムシくん』
木坂涼/文 廣野研一/絵

福音館書店

2013

スズムシの いっしょうを しっていますか？たまごから かえっ
て、はんとしごには しんでしまいます。でも、まいとし いのちを
つないで、うまれてくる スズムシ。みなさんもきっと スズムシ
について きょうみが でてきますよ。

『ハナちゃんのトマト』
市川里美/さく BL 出版 2013

トマトのなえを みつけた ハナちゃん。おねだりして、だいすきな
トマトを そだてることに なりました。なつやすみ いなかの おば
あちゃんに おしえて もらいながら、だいじに だいじに そだてま
す。ハナちゃんの トマトは できたのでしょうか。

『へちま』（かがくのとも特装版）
吉見律子/さく 福音館書店

2013

はるに めをだした へちまは まきひげを しちゅうに まきながら
ぐんぐん おおきく なっていきます。 なつには はながさき しぼ
むと へちまのみが できてきます。 そして おおきく なったみを
たわしにしたり、くきから へちますいを とったりします。へちま
の かんさつえほんです。

『うみべのいえの犬ホーマー』
エリシャ・クーパー/作・絵 きたやまようこ/訳 徳間書店 2013

うみべのいえに としとった ホーマー という いぬがいます。
「ホーマー、いっしょに あそぼう」 と さそっても ホーマーは
「ぼくはいいよ」と みんなのことを のんびり みています。あた
たかい かぞくのなかで おだやかに くらす いぬの いちにちを
ゆったりと えがいた ほんです。

『海のこと』
キャスリン・シル/文

ジョン・シル/絵 原田佐和子/訳
玉川大学出版部 2013

せかいのうみは、とても ひろい。そこには、いろいろな いきもの
が すんでいます。きれいなえを みながら、きみも いろいろなう
みへ たびに でかけよう！おわりの ほうには、えほんに でてきた
しぜんかんきょうや いきものの かいせつが ついています。
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『うみ

ざざざ』
ひがしなおこ/さく きうちたつろう/え くもん出版

『すいかのめいさんち』
2012

平田昌弘/作 平田景/絵

すずき出版

2013

うみにつくと、あおいそらとうみ、しろいすなはまが、めに と
びこんできます。すなはまが さくさく、なみが ざざざざざ、
しろいあわが ざわざわざわ、なめると しょっぱい、つやつや
の うきぶくろで、うみに ぷっかりこ、すなはまで たべる あ
かいすいか。からだぜんたいで うみを かんじています。

ぼくが すんでる まちは、すいかの めいさんち。ぼくは、すい

『ほら

『ぼくのあいす』

そっくり』
accototo ふくだとしお＋あきこ/作・絵 教育画劇

2009

かが だーいすき。いつでもたべほうだい、まるごと ぜんぶ ぼ
くの もの だったら いいのになあ。おもわず すいかが たべた
くなる おはなし です。

ヒトミマイコ/ぶん 藤本タクヤ/え

文芸社

2013

ちいさな ふたつの おみみ、だれの おみみに にているのでし
ょうか。いろいろな どうぶつが おやこで とうじょうします。
ぜひ、よみきかせを しながら いっしょに たのしみたい あか
ちゃんえほんです。

「ぼくの たからものは アイスクリームです」 はっぴょうし
たら みんなに わらわれてしまいます。アイスを かってもらっ
て、おとうとの ひろくんと ひとくち こうかんしようと やく
そくしました。そのよる ひろくんは にゅういん してしまい―
おさない きょうだいの こころあたたまる おはなしです。

『あめだあめだくわっくわっくわっ』

『くすのきだんちのなつやすみ』

澤口たまみ/ぶん 降矢なな/え 福音館書店 2013

武鹿悦子/作 末崎茂樹/絵 ひかりのくに 2013

あつい あつい なつが やってきました。せみは ないて、あげ
はちょうは ゆりの はなの みつを すいます。あまがえるは は
っぱの うえで あめが ふるのを まっています。なつの あつさ
と、あめが ふる よろこびを かんじられる えほんです。

なつやすみになり くすのきだんちの
かけをします。 そこに ルスアラシが
を ぬすもうとします。 かんりにんの
くすのきの せみたちが おいはらって
だんちの なつの できごとです。

『おーい

『むしとりにいこうよ』

おひさま』

よこたきよし/作 西村敏雄/絵 ひさかたチャイルド

じゅうにんたちは おで
やってきて いえのもの
もぐが こまっていると
くれました。 くすのき

2013

はたこうしろう/作 ほるぷ出版 2013

まいにち あつくて あつくて、みんなは うんざり。とうとう お
こった ぴょんは、おひさまに あつくするのは やめてくれと
さけびました。おひさまは、つぎのひ から かおを みせなくな
りました。なつの あつい きせつに ぴったりの えほんです。

おにいちゃんと いっしょに きょうも むしとりに いきます。
おにいちゃんといると ふしぎと むしが いっぱい みえてくる
のです。 むしのなまえも いっぱい おしえてくれます。 おに
いちゃんは むしとりの めいじんです。 なつやすみには むし
とりに いきたくなりますね。

『まよなかのほいくえん』

『たろうめいじんのたからもの』

いとうみく/作 広瀬克也/絵 WAVE 出版 2013

こいでやすこ/さく 福音館書店 2013

きょうは おとまりかいです。ねるまえに みんなは せんせいに
こわい おはなしを してもらいました。おはなしが おわって
みんなが ねむっても、こうたは ちっとも ねむれません。ゆう
きを だして ひとりで トイレに いった こうたは、ようかいた
ちに であいます。

きつねの きっこは いたちの ちいと にいが くびから さげて
いる、みどりの いしが ほしくて たろうめいじんに およぎを
おしえてもらいに いきました。「あわてず、ゆっくり」たろう
めいじんは きっこに いいました。およぎに いきたくなる え
ほん です。

