
家庭でのふれあい読書を意味する「家読（うちどく）」は、読書を通して、家族の絆やコミュニケーションを深めることを
目的とし、方法は自由で、各家庭で本の楽しみ方があります。

『精霊の守り人』
上橋菜穂子 作  偕成社★

『夏の庭　The Friends』
湯本香樹実 作　徳間書店（新潮社もあり）

『西の魔女が死んだ』
梨木香歩 著　新潮社

『エンデュアランス号大漂流』
エリザベス･コーディー･キメル 著
千葉茂樹 訳　 あすなろ書房

『クラバート』
オトフリート=プロイスラー 作　中村浩三 訳　偕成社 

『空色勾玉』
荻原規子 作　徳間書店★

『指輪物語』
J.R.R .トールキン 著
瀬田貞二，田中明子 訳　評論社★

『夜のピクニック』
恩田陸 著　新潮社

『科学と科学者のはなし
            寺田寅彦エッセイ集』

『星の王子さま』
サン＝テグジュペリ 作　内藤濯 訳　岩波書店

『アンネの日記』
アンネ･フランク 著　深町眞理子 訳　文藝春秋

『素数ゼミの謎』
吉村仁 著　文藝春秋

池内了 編 岩波書店
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●対象年齢は目安です。シリーズや続編もおすすめしたい作品には、出版社名に★印がついています。
●ここで紹介する本は、千葉県内の図書館司書が所属する、千葉県公共図書館協会が選んだものです。
●このリーフレットは千葉県教育委員会のホームページからダウンロードできます。非営利目的に限り、複製・配布ができます。

『あのころはフリードリヒがいた』
ハンス・ペーター・リヒター 作 　
上田真而子 訳　岩波書店

 『影との戦い（ゲド戦記1）』
ル＝グウィン 作  清水真砂子 訳　岩波書店★

『ともしびをかかげて 上・下』
ローズマリ・サトクリフ 作　猪熊葉子 訳　岩波書店★ 

『ものぐさトミー』
ペーン・デュボア 文・絵　松岡享子 訳 　岩波書店

『がんばれヘンリーくん』

『スーホの白い馬』

ベバリイ・クリアリー 作　松岡享子 訳　学研★　

『火曜日のごちそうは
　　　　　 　ヒキガエル』
ラッセル・E・エリクソン 作　佐藤凉子 訳　評論社★

『小さなスプーンおばさん』
アルフ=プリョイセン 著　大塚勇三 訳　学研★

『大どろぼうホッツェンプロッツ』
オトフリート＝プロイスラー 作　中村浩三 訳　
偕成社★ 大塚勇三 再話　赤羽末吉 画　福音館書店

『時計つくりのジョニー』
エドワード・アーディゾーニ 作　あべきみこ 訳　
こぐま社

『セロひきのゴーシュ』
宮沢賢治 作　茂田井武 画　福音館書店

『ぼくは王さま』
寺村輝夫 作　理論社

『百まいのドレス』
エレナー・エスティス 作 石井桃子 訳　岩波書店

『くまのパディントン』
マイケル・ボンド 作　松岡享子 訳　福音館書店★

『ゆかいなホーマーくん』
ロバート・マックロスキー 文・絵　石井桃子 訳　
岩波書店

『長くつ下のピッピ』
リンドグレーン 作　大塚勇三 訳　岩波書店★

『イギリスとアイルランドの昔話』
石井桃子 編・訳　福音館書店

『版画のはらうた』
くどうなおことのはらみんな 詩　
ほてはまたかし 画　童話屋★

『ポリーとはらぺこオオカミ』
キャサリン・ストー 作　掛川恭子 訳　岩波書店★

『だれも知らない小さな国
　　　　（コロボックル物語1）』
佐藤さとる 作　講談社★

『わらしべ長者 日本民話選』
木下順二 作　岩波書店

『魔女の宅急便』
角野栄子 作　福音館書店★

『二分間の冒険』
岡田淳 著　偕成社

『トムは真夜中の庭で』
フィリパ・ピアス 作　高杉一郎 訳　岩波書店

『アラスカたんけん記』
星野道夫 文･写真　福音館書店

『二年間の休暇』
J・ベルヌ 作　朝倉剛 訳　福音館書店

『ふたりのロッテ』
ケストナー 作　高橋健二 訳　岩波書店

『チョコレート工場の秘密』
ロアルド・ダール 作　柳瀬尚紀 訳　評論社

『魔法使いのチョコレート・ケーキ』
マーガレット・マーヒー 作　石井桃子 訳　
福音館書店

『モモ』
ミヒャエル･エンデ 作　大島かおり 訳　岩波書店　

『ルドルフとイッパイアッテナ』
斉藤洋 作　講談社★

『ライオンと魔女
　（ナルニア国ものがたり1）』

C.S.ルイス 作　瀬田貞二 訳　岩波書店★

『冒険者たちガンバと15ひきの仲間』
　斎藤惇夫 作　岩波書店★

『絵で読む広島の原爆』
那須正幹 文　西村繁男 絵　福音館書店

E.B.ホワイト 作　さくまゆみこ 訳　あすなろ書房
『シャーロットのおくりもの』

E.L.カニグズバーグ 作　松永ふみ子 訳　
岩波書店

『クローディアの秘密』

『ピーナッツなんきんまめ
　　　　　　 　らっかせい』『みどりいろのたね』

たかどのほうこ 作　太田大八 絵　福音館書店　

『エルマーのぼうけん』
ルース・スタイルス・ガネット さく
わたなべしげおやく　福音館書店★

『おおきくなりすぎたくま』
リンド・ワード 文・画　渡辺茂男 訳　ほるぷ出版

『きえた犬のえ（ぼくはめいたんてい1）』
　　マージョリー・W・シャーマット ぶん　
マーク・シマント え　光吉夏弥 やく　大日本図書★

『ペレのあたらしいふく』
エルサ･ベスコフ さく･え
おのでらゆりこ やく　福音館書店

『王さまと九人のきょうだい』
赤羽末吉 絵　君島久子 訳　岩波書店

『ちいさいおうち』
ばーじにあ・りー・ばーとん　ぶんとえ
いしいももこ やく　岩波書店

『あおい目のこねこ』

こうやすすむ 文　中島睦子 絵　福音館書店

『たんぽぽ』
平山和子  ぶん・え　福音館書店

『はじめてのキャンプ』
林明子 さく･え　福音館書店

『なぞなぞのすきな女の子』
松岡享子 さく　大社玲子 え　学研

『おしいれのぼうけん』

『すずめのくつした』
ジョ－ジ・セルデン ぶん　光吉郁子 やく
大日本図書　

『ロバのシルベスターと
　　　　　 　まほうの小石』
ウィリアム・スタイグ さく　せたていじ やく　評論社

『番ねずみのヤカちゃん』

『子どもに語る日本の昔話』
稲田和子，筒井悦子 再話 　こぐま社

『ひとまねこざると
　　　　 　きいろいぼうし』
H.A.レイ 文・絵　光吉夏弥 訳　岩波書店★

『こいぬがうまれるよ』
ジョアンナ･コール 文　ジェローム･ウェクスラー 写真
つぼいいくみ 訳　福音館書店

エゴン･マチーセン さく･え　せたていじ やく
福音館書店

ふるたたるひ，たばたせいいち さく　童心社

リチャード･ウィルバー さく　松岡享子 やく　
大社玲子 え　福音館書店
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　○家族で同じ本を読み、感想を話す ○家族で絵本を読みながら楽しい時間を過ごす

　○大人が子どもに本を読み聞かせる ○家族で読書の日や読書タイムを設ける

　○子どもが大人や家族に本を読む ○大人が子どもに読書の思い出を語る　 など

図書館司書が選んだ
子どもに読んでほしい本100選

（乳幼児向け）

保護者の皆様へ

子どもはおもしろい本に出会うと、その本の世界に入り込み、主人公とともに冒険をします。
主人公が危険な目にあうとドキドキし、ゆかいなできごとには大笑いし、幸せな結末に心から満
足します。
　子どもたちは、読書によって様々な出会いを経験することになります。

子どもの読書活動は、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにします。
読書が習慣化すると、学ぶ力が育つことはもとより、人生をより深く、心豊かに生きる力が身に
付きます。 

ここに紹介する１００冊の本は、千葉県内の図書館司書が、子どもたちやご家族の方にぜひお
すすめしたい本として選んだものです。家庭で過ごすひととき、お子さんと一緒に本を読んでみ
ませんか？
　乳幼児期の読み聞かせはお子さんとの絆を深める大切な時間となり、保護者の皆様も読書の
楽しさを改めて発見できるのではないでしょうか。
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松谷みよ子 文
瀬川康男 え
童心社

ねこ、くま、きつねが次々に出てきて
「いないいない」と言った後、ぺージを
めくると「ばあ」の顔をする。その繰り
返しが心地よく、赤ちゃんの笑顔を
誘う。最後に「いないいないばあ」を
するのは誰かな？
1967年発行のロ
ングセラー。

『いない いない ばあ』

「にんじんのすきなこだあれ」の問い
かけに次々と登場するのは、馬やき
りん、いろいろな動物たち。「ああ、お
いしい」と、みんなにんじんが大好き
と、うれしそうに食べている。独特の
質感の切り絵が楽しい絵本。

『にんじん』

自動車が「ぶーぶーぶーぶー」、水が
「じゃあじゃあじゃあ」、紙が「びりびり」、
擬音語のリズミカルな繰り返しが
心地良く、赤ちゃんの興味を引く。
シンプルではっきりした絵で、首が
座る頃から楽しめる。小型で丈夫な
厚紙絵本。

『じゃあじゃあびりびり』

いろいろな色をした小さな玉が階段
や坂道を「ころころころ」と上ったり、
下りたり。ページごとに変わる背景と
色だまを追っていくと、色だまは終
点にたどり着く。鮮やかで動きのあ
る絵とリズムのある言葉を楽しめる。

『ころころころ』

金魚鉢から逃げた金魚が、カーテン
の模様に隠れ、植木鉢の花に隠れ、
キャンディの中に隠れ、そして、また
逃げる。最後に金魚は、「もうにげな
いよ」と仲間と一緒に池で泳ぐ。探し
絵あそびと「こんどはどこ」の繰り
返しの言葉が
楽しい。

『きんぎょがにげた』

しろくまちゃんがお母さんと一緒に
ほっとけーきを作る。材料を揃え、フラ
イパンを火にのせて、ぴちぴち、ぷつ
ぷつ。焼けたかな？そして、こぐまちゃ
んを呼んで、２人で食べ、お皿も洗う。
作る面白さ、とも
に食べる楽しさが
伝わってくる。

『しろくまちゃんの
　　  ほっとけーき』

『ととけっこう よがあけた』

みずみずしく描かれたくだものが、
一口サイズになって「さあ、どうぞ」。
思わず手をのばしてしまうほど、お
いしそう。写実的な絵とやさしい語
りかけが魅力。

『くだもの』

ねこ、らいおん、さるなどの動物のお
母さんが子どもたちを運ぶ。温かみ
のある絵で動物の赤ちゃんとお母さ
んの触れ合いを描いた、ゆったりとし
た気持ちになる絵本。

『どうぶつのおかあさん』
もしも真っ白なきれが空から降ってき
たら？うさぎはミシンでワンピースを
作り、それを着て散歩に出かける。す
ると、あら不思議、お花畑ではワン
ピースが花模様に、雨が降ると水玉
模様に変わる。詩のような「ラララン 
ロロロン」の繰り
返しも楽しい。

『わたしのワンピース』
冬の森、おじいさんが雪の上に落と
した手袋にねずみがもぐりこむ。かえ
るやうさぎ、次々に大きな動物たちが
入っていき、ぎゅうぎゅうづめの手袋
の家に「わしも入れてくれ」と、熊まで
やって来た。動物
たちの会話も楽
しいウクライナの
民話絵本。

『てぶくろ ウクライナ民話』

ティッチは小さな男の子。兄さんと姉
さんは自転車を持っているのに、三輪
車しか持っていないティッチ。楽器も
大工道具もティッチのものはどれも
小さくて…。でも、ティッチの小さな種を
まくと、ぐんぐん大
きくなり、大逆転の
結末にティッチは
得意顔になる。

『ティッチ』

３匹のやぎのがらがらどんが、山の草を
食べて太ろうと山を登る。途中の谷川
に住む怪物のトロルが、「きさまをひと
のみにしてやるぞ」とどなるが、小さい
やぎと二番目に小さいやぎが機転を
利かせて逃れたあと、
大きいやぎがトロルを
谷川へ突き落とす。

『三びきのやぎの
　　  がらがらどん』

おじいさんの植えたかぶは、とてつも
なく大きくてとても一人では抜けな
い。おばあさんやまご、ねこやねずみ
を呼んできて、力を合わせて「うんと
こしょ どっこいしょ」。やっと抜けた
ときの達成感とリズム感のある言葉
の響きが楽しめるロシアの昔話。

『おおきなかぶ』

日曜日の動物園。11時になっても寝
ているかばは、男の子に、「おきてくれ
かばくん」と声をかけられる。たくさん
の見物客がやってきて、なんだかうる
さいと思ったり、キャベツを丸ごと食
べたり。簡潔な文章と温かみのある
絵でかばの１
日を描いた楽
しい絵本。

『かばくん』

せなけいこ さく・え
福音館書店

まついのりこ さく
偕成社

元永定正 さく・え
福音館書店

五味太郎 作
福音館書店

「がたんごとん がたんごとん」とやっ
てきた汽車に、「乗せてくださーい」と
乗りこむのは、ほにゅうびん。そして、
コップやスプーンも次々と･･･。リズム
感のある言葉や
繰り返しのおは
なしが、心と体を
弾ませる絵本。

『がたんごとん
　　 がたんごとん』

暗くなった空にまん丸いお月さまが顔
を出したが、雲が出てきてお月さまを
隠した。再び顔を出すお月さま。正面
をむいたお月さまの表情とストーリー
で赤ちゃんの心
をつかむ絵本。

『おつきさま
　　　 こんばんは』

わかやまけん さく
こぐま社

こばやしえみこ 案
ましませつこ 絵
こぐま社

平山和子 さく
福音館書店

小森厚 ぶん
藪内正幸 え
福音館書店

「ととけっこう　よがあけた…♪」や
さしい歌で、寝ている動物たちを起こ
して歩くのはニワトリさん。最後はみ
んないっしょに「おはよう」。赤ちゃん
の目覚めの時に歌ってあげたい、わ
らべ歌絵本。

林明子 さく
福音館書店

安西水丸 さく
福音館書店
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にしまきかやこ えとぶん
こぐま社

マーシャ・ブラウン え
せたていじ やく　
福音館書店

岸田衿子 さく
中谷千代子 え
福音館書店

Ａ.トルストイ 再話
内田莉莎子 訳  
佐藤忠良 画  
福音館書店

パット･ハッチンス さく・え
いしいももこ やく　
福音館書店

エウゲーニー・Ｍ・ラチョフ え  
うちだりさこ やく 
福音館書店

筒井頼子 さく
林明子 え
福音館書店

長谷川摂子 作  
ふりやなな 画
福音館書店

冨成忠夫,茂木透 写真
長新太 文
福音館書店

狼の服を着て騒ぎ、お母さんに寝室に
放り込まれたマックス。寝室に木が生
え、波が打ち寄せ、船に乗り1年と1日
航海すると、そこはかいじゅうたちの
いるところ。王様になり、かいじゅうたち
と思い切り遊ん
だマックスは、や
がて家が恋しく
なり帰ってくる。

『かいじゅうたちの
　　　　 いるところ』

飛び方を教わったばかりのこすずめ
は、お母さんすずめとの約束を破り、遠
くまで飛んでいく。やがて飛び疲れ、休
むところを探すが、みつけた鳥の巣で
は「仲間じゃない」と断られてしまう。疲
れ果てた時、こすずめを探していたお
母さんすずめに出会う。

『こすずめのぼうけん』

おふろ嫌いな黒いぶちのある白い犬、
ハリー。外で遊んで真っ黒になり家に
帰るが、得意の芸当を披露しても家族
は誰もわからない。そこで、前に埋め
たブラシを掘り出し、自分からおふろ
に入れてとお願いする。ユーモアに
あふれた絵とストー
リーが子どもをひき
つける。

『どろんこハリー』

紙の帽子にらっぱをもった「ぼく」が森
へ散歩に出かけると、らいおん、ぞう、
くま、色々な動物が行列を作ってつい
てくる。「はんかちおとし」や「ろんど
んばしおちた」で遊んだあと、かくれ
んぼうをすると…。黒一色と地味だ
が、幼い子の空想の世界を描いている。

『もりのなか』

郵便屋のくまさんは一人暮らし。クリ
スマスイブもいつものように配達に
出かけ、行く先々で喜ばれる。家に帰
るとお風呂に入り、ご飯を食べながら
自分あての小包の中身を考え、ベッド
に入る。きちんとしたくまさんの一日
には楽しみとともに安心感がある。

『ゆうびんやのくまさん』

フィービと
セルビ・ウォージントン
　　　　　　 さく・え
まさきるりこ やく
福音館書店

マリー・ホール・エッツ
　　　　　　ぶん・え
まさきるりこ やく  
福音館書店

ジーン・ジオン ぶん
マーガレット・ブロイ・グレアム え
わたなべしげお やく
福音館書店

加古里子 さく・え
福音館書店

渡辺茂男 さく
山本忠敬 え
福音館書店

ルース･エインワース 作
石井桃子 訳
堀内誠一 画
福音館書店

モーリス・センダック さく
じんぐうてるお やく
冨山房

初めてお使いを頼まれた５歳のみい
ちゃん。走る自転車に驚いたり、転ん
でお金を落としたり。お店でも小さな
声しか出せず気づかれない。やっと頼
まれた牛乳を買って帰ると、坂の下で
ママと赤ちゃんが待っていてくれた。
初めての体験を子どもの視点で温か
く描く。

『はじめてのおつかい』

田舎のパーティーに招かれたネッドく
ん。友達に飛行機を借りたものの途中
で爆発。運よくパラシュートで助かるが
穴があいていて…。「よかった」はカ
ラー「でもたいへん」は白黒のページ
で、ネッドくんに起
こる出来事を交互
に描き、幅広い年
齢の子が楽しめる。

『よかったねネッドくん』

ピーターに妹ができ、自分のゆりかご
やおもちゃがピンク色に塗られてしま
う。居場所をなくしたと感じるピー
ターは大好きなものを持って家出し、
塗り替えられていない青い椅子に座
ろうとするが…。妹を受け入れるまで
のピーターの
気持ちが貼り
絵で描かれる。

『ピーターのいす』

じぷたは、ジープを改良した小さな消
防車。大きい火事では出動できず、仲
間の消防車たちや子どもたちも誰も
気にかけてくれない。ある日山小屋が
火事になり、じぷたは山道を登って大
活躍する。小さくても働き者のじぷた
の姿が子ども
の共感をよぶ。

『しょうぼうじどうしゃ
　　　　　　じぷた』 冬の公園や雑木林で、木の芽を見て

ごらん。ほら、よく見るとウサギがいた
りコアラがいたり。動物たちの顔に見
えるところは落葉した葉の柄がつい
ていた跡。身近に見られる木の芽の
冬姿を拡大して写した愉快な写真絵
本。写真に添
えられた言葉
も楽しい。

『ふゆめがっしょうだん』

てんぐちゃんの持ちものと同じもの
を欲しがるだるまちゃん。おとうさん
のだるまどんが出してくれるものは
どれもちょっと違う。団扇、帽子、履き
物、花、結局だるまちゃんは家の中か
ら自分なりに似たものを探しだす。だ
るまどんが出
す沢山の物の
絵も楽しい。

『だるまちゃんと
　　　てんぐちゃん』

神社まで行ったけれど遊ぶ友だちが
誰もいないかんた。大声でめちゃく
ちゃな歌を歌うと、へんてこりんなお
化けがいる不思議な世界へ。もんも
んびゃっこやしっかかもっかか、おたか
らまんちんとかんたの大冒険。ダイナ
ミックな挿絵
も魅力的。

『めっきらもっきら
　　　 どおん どん』

お母さんやぎの留守におおかみは七
ひきのこやぎをだまし、柱時計の箱に
隠れたこやぎを残して丸飲み。お母さ
んやぎは野原で寝ているおおかみを
見つけ、おなかをはさみで切ると…。
落ち着いた色の絵が魅力。

『おおかみと
　  七ひきのこやぎ』

エズラ＝ジャック＝キーツ
　　　　　　　 さく・え
きじまはじめ やく
偕成社

レミー・チャーリップ さく
やぎたよしこ やく
偕成社

いつも仲良しぐりとぐら。2匹が森を
散歩していると大きな卵を発見。お料
理好きのぐりとぐら。2匹が力を合わ
せて何ができるかな？絵本からとって
もおいしそうなにおいがしてきそう。
子どもの心に残る1冊。

『ぐりとぐら』

デパートのおもちゃ売り場で売れ残っ
ていたくまのコールテンくんは、大冒
険の末、お金持ちではないけれどや
さしいリサの家へ。暖かい色の絵で、
人とのつながりや、穏やかなくらしの
大切さを伝える。

『くまのコールテンくん』
川に橋を架けることを頼まれた大工。
困っているところに出てきたのは川
に住む鬼。橋を架けるかわりに目玉を
よこせと大工に迫る。大工と鬼のやり
とりが何とも楽しい。迫力ある絵が魅
力的な昔話絵本。

『だいくとおにろく』

「もこ」や「にょきにょき」という不思議
な言葉のリズムと、それにふさわしい
絵が子どもの純粋な感覚を刺激する
絵本。
赤ちゃんから小学生まで幅広く楽し
める。

『もこ　もこもこ』

おかあさんねこの見ていない間に、子
ねこが部屋から飛び出した。こどもに
つかまりそうになったり、車にひかれ
そうになったり、大きな犬に追われた
りと、ハラハラ・ドキドキのこねこの冒
険を描く。小さな子どもでも楽しめる
1冊。

『ちいさなねこ』

たにかわしゅんたろう さく
もとながさだまさ え
文研出版

ドン＝フリーマン さく
まつおかきょうこ やく
偕成社

なかがわりえこ さく
おおむらゆりこ え
福音館書店★

トミー＝アンゲラー さく
いまえよしとも やく
偕成社

松居直 再話
赤羽末吉 画
福音館書店

石井桃子 さく
横内襄 え
福音館書店

黒マントに黒い帽子がトレードマーク
の泥棒三人組。誘拐した女の子に、
お宝の使い道を聞かれ、思いついた
こととは。前半の泥棒の怖い印象と
は違って、後半は
心温まる、すてき
なお話。

『すてきな三にんぐみ』

グリム童話 　
］著［ ムリグ

フェリクス・ホフマン え
せたていじ やく
福音館書店
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くろいっしょく じ み

おさな こ くうそう せ かい えが

ぼう し もり

しんかん

ね

びき やま くさ

す かい ぶつ

ちい

に ばん め き てんちい

き のが

おお

がわたに つ

ちい

じ

も がっ き

だい く どう ぐ

ちい ちい たね

おお

だいぎゃくてん

けつ まつ

とく

ふゆ もり ゆき うえ お

て ぶくろ

つぎ つぎ おお どう ぶつ

はい て ぶくろ

いえ い くま

き どう ぶつ

かい わ たの

みん わ え ほん

い がお

てんしゃ も さんりん

しゃ

おとこ こ にい ねえ

お

ふとた やま のぼ とちゅう たにがわ

きら

そと あそ ま くろ いえ

かえ とく い げいとう ひ ろう か ぞく

だれ まえ う

ほ だ じ ぶん

い ねが

え

こ

くろ しろ いぬ

と かた おそ

かあ やくそく やぶ

と と つか やす

さが とり す

なか ま ことわ つか

は とき さが

かあ

おおかみ

ほう こ しん しつ き は

なみ

かい

おう さま

おも き あそ

いえ こい

かえ

う よ ふね の ねん にち

こう

ふく き さわ かあ しん しつ

で あ

とお

も おな じん じゃ い あそ とも

だれ おおごえ

うた うた

ば ふ し ぎ せ  かい

だい ぼう けん

さし え

ふゆ こう えん ぞう き ばやし き め み

み

どうぶつ かお み

らくよう は え

あと み ぢか み き め

ふゆ

ほん しゃ しん そ

こと ば

たの

すがた かくだい うつ ゆ かい しゃしん え

りょくてきみ

ほ

で

ちが うちわ ぼう し は

もの はな けっきょく いえ なか

じ ぶん に さが

で

たく さん もの

え たの

かいりょう ちい しょう

ぼう しゃ

こま しょうぼうしゃ だれ

き ひ やま ご や

か

かつ やく ちい はたら もの

すがた こ

いもうと じ ぶん

いろ ぬ

い ば しょ かん

だい す も いえ で

ぬ か あお い す すわ

いもうと う い

き

え

いなか まね

ともだち ひ こう き か とちゅう

ばくはつ うん たす

あな

しろ くろ

お

で き ごと こう ご

えが

れい

はじ つか たの さい

はし じ てんしゃ おどろ ころ

かね お みせ ちい

こえ だ き たの

ぎゅうにゅう か かえ さか した

あか ま

はじ たい けん こ し てん あたた

えが

こ たの

はばひろ ねん

えが

も は

きょうかん

じ やま みち のぼ だい

おお か じ しゅつどう なか

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

          

          

          

          

          

          

   

          

 

●対象年齢は目安です。シリーズや続編もおすすめしたい作品には、出版社名に★印がついています。


