幼児・低学年（小学校1、2年）〜

平成24年度に
石川県が
すいせんした図書

石川県優良図書一覧
幼児

幼児〜小学生（低学年）

おうさまジャックとドラゴン
ピーター・ベントリー
ヘレン・オクセンバリー

文
絵

灰島 かり

岩崎書店
1,365円

訳

いつの時代も子どもたちが夢中になる、冒険ごっ

あなのなか
森 あさ子

おばけバースディ
岩波書店
892円

著

佐々木 マキ

らっちさん
絵本館
1,260円

作

杉田 比呂美

ぼくとようせいチュチュ
講談社
1,470円

作・絵

かさい まり

作・絵

ひさかたチャイルド
1,260円

穴の中を探検したいという気持は、子どもなら誰で

おばけっていうと、とてもこわいもののイメージがあ

北の海に住むアザラシのらっちさんへ南の海に住む

もしも妖精が見えたら、一緒に踊ったらどんなに素

も持つことです。穴の中で誰かと会うのかわくわく

りますが、この本のおばけの顔はとってもユニークで

モンさんから、招待状が届きます。らっちさんの南

敵なことでしょう。夏休み、おばあちゃん家の裏山
で、ぼくがチュチュという妖精と経験した出来事を

こを描いた絵本。おうさまジャック、しょうぐん

しながら読みすすめて行くことでしょう。カラフル

可愛いです。ページをめくるごとに、次はどんなおば

の海までの大冒険の始まりです。さて、どんな旅に

ザック、チュッパおうじは、みんなでお城をつく

なデザインで、ひらがなを覚えだした幼児・小学校

けが登場するのかなと期待でわくわくします。友達や

なるのでしょうか。可愛い魚やらっちさんの絵にメ

お母さんもおばあちゃんも信じてくれるとても素敵

り、ドラゴンを退治します。すべてが大きく驚き

低学年には最適です。(2)(6)(8)

家族といっしょに楽しみながら読める一冊です。(1)

ロメロの一冊です。(1)

なお話です。(1)(2)(10)

に満ちている、子どもの目線で描かれた絵もすば
らしい。(6)(8)

あいうえおのうみで
すぎはら ともこ

おいしいよ
かんざわ としこ
ましま せつこ

文
絵

こぐま社
945円

みんなの好きな食べ物がいっぱい。ネコは魚、ニ

講談社
1,260円

作・絵

あべ 弘士

講談社
1,260円

作

藤本 四郎

PHP研究所
1,260円

作・絵

寝る前に読んだ絵本に出てくる

なければならないことです。でも、ただあいうえお

怪 物が本 当にでてきたらどう

氷の島に住む母さんにおんぶしてほしい、ふたごの

おうちを探して、いろいろな場所で体験住まい。で

を唱えてもちっとも楽しくありません。もし、あい

しようと怖がる弟に「大丈夫だ

しろくま。でも母 さんは「もう泳 げるでしょう」

も、なんだかいろんなことがあって住みづらいので
す。困ったとかげさん。最後にとっても良い場所を

見とれているうちに、お腹が空いてくる絵本。ま
るでわらべうたのようなリズミカルな言葉は、声
に出して読んであげてください。(2)(5)

うさこちゃんまほうをつかう
福音館書店
735円

新井 洋行

とかげさんちのおひっこし

「おいうえお」から「わをん」までは１年 生で覚 え

ワトリは米、ゾウはバナナ。色鮮やかな水彩画に

ディック・ブルーナ 文・絵
まつおか きょうこ
訳

徳間書店
1,470円

作・絵

ふたごのしろくま
ねぇ、おんぶのまき

こわいものがこないわけ

うえおから始まる物語だとした

から」と言って励ますお姉ちゃ

と、なかなかおんぶしてくれ

らどうでしょう。わくわくし

ん。けれど、外からきこえる遠

ません。ほかの子 たちはおん

見つけました。さあ、それはどこでしょうか。あち

ますね。単調なあいうえおも楽

吠えや風の音にお姉ちゃんも不

ぶしてもらっているのに。涼

こち訪ね歩き、誰と会うのかわくわくしながら読み

しく覚えられます。大きな声を

安になる。そんな子どもたちを安心させてくれるの

しげな絵 には、しろくまが愛

進めていくことでしょう。カラフルなデザインで、

はりあげて読みたくなる１冊で

は、やっぱりお母さん。こわいものがこないのはお

らしく描かれています。(1)(2)

ひらがなを覚えだした幼児・小学校低学年には最適

す。(1)

母さんのおかげです。(1)(10)

(8)

です。(2)(6)(8)

まるちゃんのけんか
ささき ようこ

古いおうちがこわれてしまったとかげさん。新しい

でんしゃ
ポプラ社
998円

作

「もしわたしが魔 法 を使 えたら」と、空 想を始 め

はっしゃしまーす

まつおか たつひで

偕成社
1,050円

作

おおきなゾウとちいさなゾウ
たしろ ちさと

教育画劇
1,365円

作・絵

たまねぎちゃん
長野 ヒデ子

あららら！

作・絵

世界文化社
1,050円

たうさこちゃん。魔 法 の杖 を振 り、「ホークス、

なかよしわんこの茶 色いまるちゃんと黒 色のくろ

電 車っていつ乗 ってもわくわくしますね。あかり

ちいさなゾウがお母さんとはぐれてしまいます。ひ

たまねぎ家族が旅に出ます。出会う子ども達はみん

ポークス、パークス！」の呪 文で、自 分 のおう

ちゃん。なかよく風船で遊んでいましたが、風船が

ちゃんの赤いひもの電車も一駅ごとに動物が乗車し

とりぼっちになったゾウが一匹の大きなゾウと出会

なたまねぎが嫌いだそうです。そこで、たまねぎの

ちをお城にしました。さてお次は？絵はおなじみ

割れてしまって「もう遊ばない」と宣言しました。

てきます。赤いひもの電車からは動物たちの楽しい

い、なんとかオカバンゴにたどり着きました。大き

家族が、ハンバーグやスープにカレーに大変身！子

の、シンプルな線 と明 るい色 使 い。なお、「うさ

他 の犬 やねこと遊 ぼうとするのですが・
・
・。かわい

話し声が聞こえてきます。そして終点駅に待ってい

なゾウにはとても優しい心を、小さなゾウには大き

ども達の大嫌いが大好きに変わる絵本は、驚きと発

こちゃん」は、英語名「ミッフィー」でも有名で

い絵を見ながら、２匹の仲直りはどうなるのかと読

たことは・
・
・。ハミングしたくなる１冊です。(10)

なゾウの頼もしさを感ずる時間がそこにはあったよ

見がいっぱいです。(1)(5)

す。(6)(8)

み進めたくなります。(1)(2)(8)

おばけのコックさん

小学生（低学年）

福音館書店
840円

西平 あかね 作

うです。(1)(2)(10)

おばけのコックさんぺーたろとぽいぞうがコッ
ク見 習 い中 の、おばけのレストラン「おばけて
い」。そこで出 すことになった新 作「くるぽん
きゅー」とは、いったいどんな料理でしょう？絵
はあたたかいタッチの水彩で、おばけの話でも怖
くありません。おばけの料理を、子どもと一緒に
想像してみてください。(8)

ミアはおおきなものがすき！
光村教育図書
1,470円

カトリーン・シェーラー 作
関口 裕昭
訳

つむぎがかぞくになった日
なりゆき わかこ
小松 良圭

ポプラ社
945円

作
絵

バスがくるまで
森山 京
黒井 健

いちねんせいのようーい
小峰書店
1,470円

作
絵

村上 しい子
田中 六大

どん！
ポプラ社
945円

作
絵

ねずみのミアは、大きなものが大好きです。ミアに

人と人が関わり家族のように守っていこうとする気

バスの停留所におむかえに行くってわくわくしますね。

しゅうくんは、かっこいい靴 で、徒 競争を走 りま

は大きくなったらいいなぁと思っているものが沢山

持ちになります。猫の「つむぎ」を通して優しい関

そして１人でのおむかえは、ちょっぴり大きくなった気

す。一 番になれなくて、かっこいい靴 を「いらな

あります。自然に大きくならないのなら、自分で大

係 、温 かい関 係 の大 切さ

がします。主人公のくまのこもバス停でおばあちゃんを

い」とさけびます。するとかっこいい靴がしゅうく

きくしてやれば良いと考えるミア。たのもしいです

に気 づく温 かい本 です。

待つ、わずかの間にいろいろと思いがけないことが・・・

んをすいこんでしまいました。しゅうくんは戻って

ね。(5)(7)

(1)(2)(4)

くまのこの一挙手一投足にほほえみながら読める一冊で

これるのでしょうか。(1)

す。(1)

おやすみなさいをするまえに
ほるぷ出版
1,365円

ジリアン・シールズ 文
アンナ・カリー
絵
松井 るり子
訳

とてものどかな一日を終えて、おやすみなさいを
言 う前 に、家 族 の温 かい夕 飯と後 片 付 けに着 替
え、そして、読み聞かせを聞いて、ゆっくりと眠

ピーターサンドさんのねこ

子 どもたちにとって電 車が「ガッチャン」と連

トビイ・ルツ

PHP研究所
1,155円

作・絵

茂市 久美子
よしざわ けいこ

作
絵

講談社
1,155円

はずかしがり屋さんって顔がトマトのように赤くな

しまうまの誕生日を巡って、準備を進めようとした

うさぎのお店 「おひさまや」には不 思議なものが

りますね。ミリアムはすごいはずかしがり屋 さん

動物たち。体の大きさも耳の形も鼻も口も性格もみ

いっぱい売っています。その中でもたんぽぽの花の

の人たちは島にいる間だけ、ピーターサンドさんの

で、故にあだなはトマトっこ。でもある日、みんな

んな違うから、することがバラバラでうまく準備が

お返事シールはおひさまやの自慢の品物です。１人

ねこを借ります。でもそんな町

の前で発表しなければならないことに。ちょっとし

進みません。けれど、ケーキ探しを通して、体の大

ぐらしのおばあさんがすすめられたのはこのシール

の人 たちに、動 物を飼 うとい

たきっかけでトマトっこからことりのミリアムへ。

きさも耳 の形 も鼻 も口 も性 格もみんな違 うからこ

でした。おばあさんはこのシールのおかげで友達の

う意味を気付かせてくれます。

楽しい絵と話が一体となり、読み終わるとほっとす

そ、ケーキを見つけることができる。仲良くできる

輪 が広 がっていきます。心 がほんわかする癒 しの

(1)(2)(4)(10)

る一冊です。(1)

コツがここにあります。(1)(2)(4)(10)

一冊です。(1)

れんけつガッチャン
学研教育出版
1,050円

作（株）ひさかたチャイルド
１,575円
訳

おひさまやのおへんじシール

ル島に住んでいます。夏になって島にやってきた町

心がとても温まる絵本です。(1)(2)(4)(6)(10)

作・絵

ロール・モンルブ
マイア・バルー

しまうまのたんじょうび

ピーターサンドさんは、たくさんのねこたちとホタ

りにつく子ども達。ゆったりとした世界の中で、

こぐれ けいすけ

あすなろ書房
1,365円

ルイス・ストボドキン 作
清水 眞砂子
訳

はずかしがりやのミリアム

おかあさんの手
まはら 三桃
長谷川 義史

こぎつねトンちゃんきしゃにのる
講談社
1,155円

作
絵

二見 正直

教育画劇
1,155円

作

おひさまやのたんぽぽスプレー
茂市 久美子
よしざわ けいこ

講談社
1,155円

作
絵

カステラやさんのバースデーケーキ
堀 直子
神山 ますみ

作
絵

小峰書店
1,155円

結 することはとても楽 しい響 きです。「ガッチャ

お月見の夜、お母さんと娘が二人でおだんご作りを

汽車を毎日楽しみにしているこぎつねのトンちゃん

２年生のさとしは走るのがとても苦手。ある日、う

ン」と声に出し、電車と電車をつなげることで、

します。娘を大切に思うお母さんの心は、とても温

は、男 の子 に化 けて、汽 車 に乗 ることになりまし

さぎのお店から、たんぽぽスプレーを買いました。

カステラ屋さんのナナが一人でバースデーケーキを
作ることになりました。イタチのハナママが３匹の

もっと楽しい世界になっていき、とても楽しい絵

かい手で娘の手を励ましてくれます。母と娘が、手

た。おかげで友達のリコちゃんはひとりぼっち。き

このスプレーは走ることが大好きになるのですが速

子 どもをつれて応 援にきました。おいしいケーキ

本となっています。(1)(5)(7)

と心を重ね合わせる様子は、こちらも温かい気持ち

つねの化かし合いからトンちゃんとリコちゃんは仲

く走れるわけではありません。しかし、３年生にな

で、男の子とお父さんの楽しい時間を作ることがで

になっていきます。(1)(2)(4)

直り。何があったのでしょうね。(1)(2)

るとさとしは運動会で１位になるのです。本当に大

きました。とっても心 が温 かくなるお話 です。(1)

切な宝物は何かと考えさせてくれる１冊です。(10)

(2)(10)

わたしのくつ
柴田 愛子
まるやま あやこ

文
絵

ポプラ社
1,365円

ぷちぷちまめこ
作
絵

岩崎書店
1,365円

小学生（低学年〜中学年）

お母さんに買ってもらった新しいお花模様がある

川北 亮司
相野谷 由起

くつ。うれしくてうれしくて、大事に大事に使お

まめこは枝豆が大好き。枝豆を好きなだけ食べるこ

うとする気 持 ちは、だれもが経 験する気 持ちで

とだけ考えていました。このすさまじいまでの執念

す。そんな大事にする気持ちを持ちながら、自分

でとんでもないことに巻き込まれるのです。でも負

のものにしていく様子を描いています。自然に友

けません。まめこは枝豆をおなか一杯食べたいので

達と一緒に遊ぶようになるわたしの成長を描くお

思わずついたウソが広まったら困りますよね。小学校２年生のゆうくんは大好きなゆ

す。迫力のある絵とともにまめこの執念に吹き出し

話です。（1)

きなちゃんに軽くいってしまったウソが広まってしまいます。このあとどうしようか

絵本（本書）からワニが飛び出し家事をします。心のやさしいワニの表

てしまう一冊です。(1)

主人公と一緒に考えながら、子供たちは読み進めていくことでしょう。(1)(4)(8)

情を豊かに描いた絵本が児童の動物愛護につながるでしょう。(2)

ちょっとだけタイムスリップ
花田 鳩子
福田 岩緒

作
絵

こころやさしいワニ
PHP研究所
1,155円

石 川県では、毎年みなさんの読書の手引きとして、優良図書のすいせんをしています。平成24年度、石川県がすいせんした68冊のうち、幼児・低学年（小学校

ルチーア・パンツィエーリ
作
アントン・ジョナータ・フェッラーリ 絵
さとう のりか
訳

※郷土愛‥‥ふるさとを愛する心

１、２年）
〜向けの図書を紹介します。たくさんのみなさんがよい本と出会い、読書のよろこびやたのしさを少しでも知ることができればと思っています。

倫

理‥‥善悪の基準（ものさし）

下に記されている(1)〜(10)は、これらの本をすいせんした基準です。

観

念‥‥かんがえかた

(1) 人としての愛情を豊かに育てるもの

(6) 美に対する感覚を洗練し、情操を高めるもの

(2) 動物愛護等、自然に親しむ豊かな心を育てるもの

(7) 観察力、思考力又は判断力を養うもの

(3) 郷土愛をかん養にするもの

(8) 健全な娯楽作品として優れたもの

(4) 社会生活における良識、責任感及び倫理観念のかん養に役立つもの

(9) 社会参加活動への意欲を高めるもの

(5) 知識を高め、教養を深めるもの

(10) その他青少年の健全な心身の成長に役立つもの

石川県庁のホームページにも掲載されています。
問い合わせ先

石川県少子化対策監室

岩崎書店
1,575円

かん養‥‥やしなう、育てること
洗

練‥‥うまく、しあげること

情

操‥‥すなおに感動するゆたかな心

価格は税込表示です。

http://www.pref.ishikawa.jp/kodomoseisaku

TEL.076-225-1422

FAX.076-225-1423

