『チャーリー、こっちだよ』
キャレン・レヴィス／さく チャールズ・サントソ／え
いわじょうよしひと／やく ＢＬ出版 2020
ぼくじょうに、めの みえない うまの チャーリーが きました。い
つも ひとりの ヤギの ジャックは、きになって しかたありません。
ある あらしのひ チャーリーが たおれてきた きの したじきにな
りました。ジャックは ほかの どうぶつたちを よんで チャーリー
を たすけます。

『ここにいる』
あおきひろえ／作

廣済堂あかつき

2020

はたけしごとや こどもたちに えを かいて みせるのが すきだっ
た おとうさん。１８さいで わたしが いえをでた ときも けっこ
んあいてを つれてきた ときも おとうさんは おうえんして くれ
ました。じんせいの たびだちの ひには にわのはなが いっせいに
さいて みおくってくれました。

『わっははぼくのなつやすみ』
おのりえん／作

タダサトシ／絵

こぐま社

2020

おじいちゃんちに ひとりで とまることになった ぼく。おじいちゃ
んは むしはかせ。ジャコウアゲハ、ギンヤンマ、カブトムシ。おじい
ちゃんと いっしょに いろんな むしを つかまえます。ぼくは、
しゅくだいや ゲームを するのも わすれるくらい ドキドキわくわ
くの なつやすみを すごします。
い

『サンゴと生きる』
中村征夫／写真・文

大空出版

2020

しゅじんこうは サンゴに すむ オオアカホシサンゴガニ。おきなわ
の サンゴに ついて えがかれた しゃしんえほんです。サンゴが
どんな かんきょうで うまれて そだち どんな いきものたちと
いっしょに いきているのかが よく わかります。サンゴの うみの
たいせつさも つたわってきます。

『プラスチックのうみ』
ﾐｼｪﾙ・ﾛｰﾄﾞ/作 ｼﾞｭﾘｱ・ﾌﾞﾗｯﾄﾏﾝ/絵 川上 拓土/訳 小学館

2020

にんげんが すてた たくさんの ごみが うかぶ うみを ４にんの
こどもたちが ボートで すすんで いきます。よごれた うみを
およぐ さかなや ぎょせんが すてた あみを みつけて うみを
よごすのは にんげんだと きづきます。 しょうがくせいが にほん
ごに やくした かんきょうを かんがえる えほんです。
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『つかまえた』

『えだまめ』
こがようこ／ぶん・え

大日本図書

田島征三／作

2020

偕成社

2020

えだまめが ピュッと とびだしたら、パクッと たべます。 また
ピュッと とびでて パクッ パクッ。 またまた ピュピュピュッと
とびでて パクッ パクッ パクッと。 どんどん たのしい おとが
でてきて いっしょに たべたくなります。

なつの あるひ、かわで おおきな さかなを みつけました。そっと
ちかづきましたが、あしを すべらせて おちてしまいます。みずの
なかで のばした ゆびが さかなに ふれると、むちゅうになって
つかまえました。でも さかなが ぐったりして にがして やること
に しました。

『ラスチョのせんすいかん』

『じごくにアイス』

アンヴィル奈宝子／さく

福音館書店

2020

ラスチョは すごい いぬ。 あるひ ラスチョは、せんすいかんを
つくりました。ところが うみの なかに かばんを おとして しま
い、みんなで さがしに でかけます。ようやくみつけた かばんの
なかには いったい なにが はいっているの でしょうか。

『かいてけって』

ナカオマサトシ／作

澤野秋文／絵

ひさかたチャイルド 2020

アイスやさんの こたろうが あしを すべらせてきがつくと、そこは
じごくの いりぐち。じごくでは かじが おきてしまい こたろうは
かじを けすのを てつだって だいかつやく。ひけしで あつくなっ
た おにに 「つめたいものが たべたい」 といわれ、じごくでの
アイス づくりが はじまりました。

『どんなふうにみえるの？』
新島誠／作

集文社

2020

林木林／作

はたこうしろう／絵

鈴木出版

2020

てで かいて あしで けって。ひらおよぎを おそわった ぼくは、
かえりみちでも かいて けって。かいて けって。いつのまにか
そらの うえで かいて けって。 ママの くるまを おいかけながら
かいて けって。 いったい どこまで つづくのでしょうか。

くさのうえで だいのじに なったら、ちきゅうを おんぶしている
みたいに みえるかな？ むぎわらぼうしで とんぼを とったら
ちきゅうに ぼうしを かぶせたみたい？ おそらの くもから みた
ら、どんなふうに みえるのか まねして みたくなります。

『ちびクワくん』

『きょうは泣き虫』

な

やましたこうへい／作

ほるぷ出版

むし

2020

たけがみたえ／作

好学社

2019

チビクワガタの ちびクワくんは ほかの むしたちに なかまに
いれて ほしくて とくいの しんだふりを みせますが あいてに
されません。よるも うちに もどらずに みんなに じまんできる
とくいな ことを かんがえます。そして、つちの なかに トンネル
ほりを してみたのでした。

いじわるな クワガタは、つきの ひかりを ひとりじめしたくて、
ほかの むしを おいだしました。じまんの はさみを ふりかざす
クワガタでしたが、おおきな カブトムシに まけてしまいます。でも
まんげつの よる、 むしたちの なかまに いれてもらいたくて、とう
とう なきだして しまいました。

『しおかぜにのって』

『やねうらべやのおばけ』
かじりみな子／さく

偕成社

2020

ラビッタちゃん かぞくに あかちゃんが うまれます。じいじと ばあば
が みんなに あいにくる というので、ラビッタちゃんたちは くうこう
まで むかえにいく ことに しました。やまを こえ うみを わたり
ぺっかぽっかじまへ ぶじ たどりつける でしょうか。

しおたにまみこ／作

偕成社

2020

ふるい いえの やねうらべやに、おばけが ひとりで すんでいまし
た。いままで そとに でることは なかったのですが、つきの きれ
いな よる、いえの まわりを とんでみました。すると いえに
すむ おんなのこが やねうらべやに やってきて、ともだちに なり
ました。

