
小さな赤い手ぶくろ。右と左はいつもいっしょ。ちびちゃんの
手がつめたくないように、ふわふわでいようねって決めている。
ある日、ちびちゃんが右の手ぶくろを森でおとしてしまった。キツネ
がそれをみつけて枝にかけたけれど、強い風がふいてきて……。
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１．令和 2年（2020 年）11 月から令和３年（2021 年）11 月に発行された絵本の
　　中から、15 冊を選んでいます。
２．配列は、書名の 50 音順になっています。
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令和 4 年（2022 年）7月1日発行　西宮市学校図書館協議会・西宮市立図書館

1.  あかいてぶくろ
林木林 文　岡田千晶 絵　 
小峰書店　32P　28×24cm　1,600 円　〔創作絵本〕

昔々、ねぼすけさんという男がいた。カラスが頭に落とした
柿の実が芽を出し実をつけた。村人達は珍しがって、柿はうりきれ。
ひと晩たつと甘い柿がまたどっさり。柿うりはおもしろくない。
ねぼすけさんが寝ている間に、頭の木を切ってしまった。

2.  あたまにかきのき
いもとようこ 文・絵　 
金の星社　32P　29×23cm　1,400 円　〔昔話絵本〕 
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丘の上の草むらの中にあるお店「アリィのおとどけやさん」は
大忙し。もっ！もっ！もっ！とやってきたのはいもむしのイモムー。
「アリィ。いっしょにあそぼうよ！」その時、ばったのバターくん
がアリィに「これを、いとこのところへとどけてくれない？」

3.  アリィはおとどけやさん
大久保雨咲 作　吉田尚令 絵　 
ひさかたチャイルド　32P　 21×25cm　1,300 円　〔創作絵本〕  

みなとまちのそばにすんでいるエリン。海にでたいけど、
おおきくてのこぎりみたいなまっくろ岩があるからだめなんだ。
でもエリンはひみつでいっぱいのまっくろ岩を探検したい。そこ
で、さかなのあみにかくれてママのふねにこっそりのりこんだ。

4.  エリンとまっくろ岩のひみつ
ジョー・トッド = スタントン さく　せなあいこ やく
評論社　33P　 28×24cm　1,600 円　〔創作絵本〕

遠い海の上に、二つの島があった。一つは、かつおどりの島。
もう一つは、最近引っ越してきたあほうどりの島。かつおどりは、
あほうどりが気になって仕方ない。隣の島をのぞいてみると……
なんとあほうどりもこちらをみていた。しんぞうがドキドキ。

5.  かつおどりとあほうどり
谷口國博 作・絵　 
童心社　32P　 20×27cm　1,300 円　〔創作絵本〕

スーパーに並ぶしいたけ、なめこ、えのきたけ。林や森では
もっとたくさんのきのこがみられるよ。ピンクや青など色とり
どり。どくがあるものや、もしゃもしゃまんまるふしぎな形。
けむりみたいなものがでているきのこもあるよ。なんだろう？

6.  きのこのこのこふしぎのこ
白水貴 監修
ひさかたチャイルド　27P　21×24cm　1,300円　〔知識絵本〕

山の上にたっているきんたろうようちえん。子ども達は
ロープウェイにのってのぼってくる。ロープウェイを動かす
のは、園長のきんたろうせんせい。とてもおおきくて、もの
すごく力もちで、いろんな動物のことばを話せるんだ。

7.  きんたろうようちえん
やぎたみこ 作　 
あかね書房　32P　27×22cm　1,400 円　〔創作絵本〕
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おとうさんがとっても大きなくまちゃんをくれた。ぼく、
大きなくまちゃんがすき。犬が吠えたってくまちゃんのうしろに
かくれちゃえばこわくない。ある朝、あれっ、くまちゃんが
小さくなってる。「おとうさん、くまちゃんがちぢんじゃった」

8.  くまちゃんがちいさくなっちゃった
トム・エリヤン 文　ジェーン・マッセイ 絵　なかがわちひろ 訳　 
光村教育図書　25P　26×26cm　1,400 円　〔創作絵本〕

ぼくはドクターイエロー。おきゃくさんをのせない、とくべつ
なしゃりょう。せんろのこしょうをみつけるおいしゃさんなんだ。
しんかんせんたちが元気にしゅっぱつできるように、せんろを
しっかりしらべてきたよ。安心して、いってらっしゃい！

9.  せんろをまもる！ドクターイエロー
鎌田歩 さく　 
小学館　32P　19×27cm　1,300 円　〔創作絵本〕

ホテルグッスリドーゾは、冬眠ホテル。3匹のうさぎたちが
おでむかえ。ヤマネやリス、くま、アナグマが眠りについた。
「おやすみなさい、グッスリドーゾ」しばらくしてアナグマが目を
覚ました。「ねむれない、ねむれない、ねむれない！」

10.  とうみんホテルグッスリドーゾ
かめおかあきこ 作　 
岩崎書店　32P　29×21cm　1,400 円　〔創作絵本〕

トミーは『ゆうしゃになるほん』を見つけた。「勇者だって！
すごいぞ！」本にかかれたお城をめざし、ジャングルをかきわけて
いくと、大きなぞうが「綱引きで勝負しよう」ととおせんぼ。
トミーは本を取り出して、ぞうのページを急いで開いた。

11.  トミーのぼうけん ―たのしくチャレンジ！キッズヨガ―

おのけいこ 作　星野イクミ 絵　 
ひさかたチャイルド　32P　28×22cm　1,300 円　〔創作絵本〕

ぼくはカメのかめた。とくいわざはにんぽう石のふり。
うみちゃんという女の子と、かくれんぼやかけっこをしている。
ぼく、けっこうはしるのはやいんだ。ある日、うみちゃんが
言った。「かめた、いたくない？こうらがはがれてる！！」

12.  ぼくかめた
長澤星 作　
WAVE 出版　24P　22×21cm　1,200 円　〔創作絵本〕
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共に
学び
・考え

・行動する
消費者市民社会の実現をめざして

西宮市では、
自分で考え、行動できる消費者の

育成を目指し、消費者教育を推進します。

西宮市消費生活センター［相談専用］   TEL 0798-64-0999
または 消費者ホットライン   188（いやや）

●契約は慎重に！！おかしいなと思ったら、ご相談ください●

大　野　裕　美

清　水　鮎　美

藤 川 優 子

西　尾　美　和

（高 木 幼 稚 園）

（春 風 幼 稚 園）

（大 社 幼 稚 園）

（中 央 図 書 館）

小河内　めぐみ

福　田　むつみ

谷 口 陽 子

（南甲子園幼稚園）

（越木岩幼稚園）

（北 口 図 書 館）

真夜中、トイレにいきたくなったひろこに、ぬいぐるみのみいこ
がいった。「わたしのしっぽにつかまっていけばだいじょうぶ」
みいこと一緒に薄暗いろうかをゆっくりと歩いていき、そうっと
トイレのドアをあけると、なんと中にはやぎがいる！

13.  まよなかのトイレ
まるやまあやこ さく
福音館書店　28P　27×20cm　900 円　〔創作絵本〕

静かな森。森はなにもしゃべらないけれど、いつだってきみを
見ている。木の穴からアカリスが、木の枝の上からはこぐまが
見ている。ゆうぐれには木のむこうからトナカイが、暗い夜には
フクロウが見ている。杉の木のかげからは、だれが見ているかな？

14.  もりはみている
大竹英洋 文・写真
福音館書店　24P　22×21cm　900 円　〔知識絵本〕

庭のゆきだるまと家の中のかがみもち。ぼくたちはなんてよく
にているんだ。いっしょにあそんでみたいなあ。ふたりはガラス
戸ごしに見つめあっていた。そこでこの家のおじいさんがいねむり
している間に、ゆきだるまはさくさくずりずり、家の中へ。

15.  ゆきだるまとかがみもち
林木林 作　岡本よしろう 絵
鈴木出版　28P　27×22cm　1,400 円　〔創作絵本〕

★この目録は「読んでごらんおもしろいよ２０２２」（５７号）の中から幼児むき１５冊を抜き出した

ものです。「読んでごらんおもしろいよ」の冊子は西宮市立図書館・分室で配布しています。

◇選 定 委 員◇

子ども安全メール from 消費者庁
子どもの事故に関する情報や豆知識をあなたの携帯電話に配信します！

登録はコチラ⇒
消費者庁携帯サイト

QRコード
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