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概要
【講談社出版文化賞（第２１回）】【「TRC MARC」の商品解説】

2014年10月14日 . こんとあきを読んで」 2年○組 ○○○○子. わたしが、この本を読みたいと思ったのは
主人公のあきのかおが、少しわたしににている、と思ったからです。 「こんとあき」は、ぬいぐるみの「こ
ん」がボロボロになってしまったので、なおしてもらうために「あき」と二人で、 おばあちゃんの家まで汽
車で、たびに出るお話です。 わたしは、子どもだけで汽車にのった事がないので、 あきは、こんと二人
でたびをして、 すごいなと思いました。 とちゅうで、こんが汽車からおりておべんとうを買いに行ったとき
は、あきとこんが.
こんとあきの人気イラストやマンガ、小説。6件のイラストが投稿されています。こんとあきの関連に河
了貂、絵本、キングダム、介億、林明子などがあります。
2015年5月15日 . 楽しくて温かい絵本『こんとあき』. 『こんとあき』の表紙画像. 本の扉に描かれてい

るのは、こんを作る為の型紙かな？ きつねのぬいぐるみ・こんは、あきが生まれる少し前に赤ちゃんの
お守りをするためにお婆ちゃんの家からやってきました。あきが生まれ、ハイハイができるようになり、1人
でお婆ちゃんの家に出かけられるくらい大きくなるまで、2人はずっと仲良しの友だちです。 ところがあ
る日、こんの腕がほころびてしまったので、砂丘町に住むおばちゃんを訪ねて直してもらうことに……。
電車に乗ったり砂丘.
話はあきが生まれて間もない頃から始まります。 ベビーベッドの中にいるあきを見守るぬいぐるみのこ
ん。 あきが大きくなっても二人は仲良しでしたが、ある時こんの腕が壊れてしまい直してもらおうと二
人だけでおばあちゃんの家にいこうと決意します。 大人が読んでも胸キュンです. もうボロボロのこん。
壊れてしまったら新しいのを買って・・・とねだるのではなく、 こんの腕を直してあげたいと思うあき。 そ
の思いからたった二人だけの旅がはじまります。 あきにとってはこの壊れてしまったぬいぐるみは、 ただ
のぬいぐるみでは.
カートを見る ｜ マイページ ｜ 初めての方へ ｜ お問い合わせ ｜ サイトマップ · ぬいぐるみを動物で
選ぶ ぬいぐるみをキャラクターで選ぶ ぬいぐるみを雑貨から選ぶ. 商品検索. 赤ちゃん、ベビー用から
選ぶ · スタイ · ギフトセット · ベビーぬいぐるみ · スタジオジブリ（トトロ、ジジなど） · ぬいぐるみをシリー
ズで選ぶ · アランジアロンゾ · おーい！はに丸 · おさるのジョージ · かいけつゾロリ · カナヘイの小動
物 · 崖の上のポニョ · カルビー · こぐまちゃん · こんとあき · TEA TIME クリーム＆ビスケット · コッコ
ローネ · ココちゃん · さる.
絵本で楽しく子育てしましょう！高野優さんが漫画で楽しく絵本の魅力を伝えます。第四回は「こん
とあき」
CD付英語絵本 こんとあき を販売しています。CD付英語絵本 こんとあき のご購入ならいずみ書房
のChaoone!(ちゃおーね）をご利用下さい。
2006年1月7日 . こんはきつねのぬいぐるみ。あたたかな日が差し込む窓際におかれたベビーベッドの
前に座るこんの姿から物語は始まります。 こんは、あかちゃんをまっていました。 こんは、おばあちゃん
に あかちゃんのおもりをたのまれて、さきゅうまちから きたのです。 あかちゃんの名前はあき。あきがまだ
寝返りもできなくてただ上を向いて寝ているだけの頃からずっとこんはあきの隣りにいました。あきがお
おきくなったある日、こんの腕がほころびてしまいます。 そして、二人はその腕を直してもらいにおばあ
ちゃんを「さ.
林明子の作品には他に、『はじめてのおつかい』『こんとあき』『おふろだいすき』等がある。 B エ工が
正しい。『からすのパンやさん』は、かこさとしの作品である。かこさとしの作品には他に、『だるまちゃん
とてんぐちゃん』『はははのはなし』『どろぼうがっこう』等がある。 C イイが正しい。『キャベツくん』は、長
新太の作品である。長新太の作品には他に、『ごろごろにや一ん』『ゴムあたまポンたろう』『ぼくのく
れよん』等がある。 D オオが正しい。『おばけのてんぷら』は、せなけいこの作品である。せなけいこの
作品には他に、『いやだ.
4143 Posts - See Instagram photos and videos from 'こんとあき' hashtag.
こんとあき - 林明子／さく - 本の購入はオンライン書店e-honでどうぞ。書店受取なら、完全送料無
料で、カード番号の入力も不要！お手軽なうえに、個別梱包で届くので安心です。宅配もお選び
いただけます。
2013年5月2日 . MOE 2013年6月号 CONTENTS 巻頭大特集 貴重な作者ロングインタビューが
実現！ 林明子の絵本の秘密 hajimeteno.jpg 『はじめてのおつかい』筒井頼子／文 林明子／絵
福音館書店より ロングセラー絵本『はじめてのおつかい』『こんとあき』『あさえとちいさいいもうと』な
ど、小さな子どもの不安や喜びを見事に表してきた絵本作家、林明子さん。 18年ぶりの絵本『ひよ
こさん』の出版と、作家生活40周年を記念して、ＭＯＥで初めて林明子さんの絵本を特集します。
小動物に囲まれた長野のアトリエで.
あきのことをずっと見守っている、きつねのぬいぐるみ、こん。 こんとあきは、さきゅうまちのおばあちゃんの
ところまで一緒に旅に出かけますが… こんとあきの会話にほっこりする絵本と、ふわふわ手作りお布団
の作り方をご紹介！
こんとあき （日本傑作絵本シリ−ズ）. by 林明子. 1 2 3 4 5 (0). Icn mail on Icn mail · Icn fb; Icn

tw. RM78.99 Online Price; RM71.09 Kinokuniya Privilege Card Member Price; Availability

Status : In stock at the Fulfilment Centre. Usually dispatches within 3 to 5 working days. Retail
store and online prices may vary. Arrow up02; Arrow down; ADD TO CART; Icn heart02 off.
domestic delivery FREE Shipping on orders over RM120.00(Peninsular Malaysia) /
RM240.00(East Malaysia). N.B. While.
「こんとあき」は林明子さん作・絵で1989年に発刊された絵本です。 「こん」はきつねのぬいぐるみの
事で、お婆ちゃんに赤ちゃんの面倒を見るよう頼まれてとある街からやってきました。そして「あき」はそ
の赤ちゃんです。「あき」と「こん」が一緒に遊びながら成長していくのですが、ある時こんの腕が大変
な事になってしまいます。
2014年8月16日 . こんとあきが助け合いながら冒険していくストーリーは読む側に勇気や優しい心を
届けてくれると思います。
こんとあき」 こんはきつねのぬいぐるみです。 あきがうまれてからずーっと一緒に過ごしてきました。 あき
がだんだん大きくなると、こんはだんだん古くなって、 とうとうほころびてしまします。 それから、こんとあき
の旅がはじまるのですが、 こんのセリフ「だいじょうぶ だいじょうぶ」に 大人になってから読んだ私は何
度も励ましをもらったものです。 大好きな1冊!!
こんとあき』という絵本を紹介します。 「こん」はきつねのぬいぐるみで、おばあちゃんに赤ちゃんのおもり
をするように頼まれて砂丘町からやってきました。生まれた赤ちゃんの名前は「あき」。あきにとってこん
はなくてはならない相棒となり、ふたりはいつも一緒に遊んでいました。が、時が経つにつれこんは古
びて、とうとう腕がほころびてしまいます。 そこでふたりは、ほころびを直してもらうために、砂丘町のお
ばあちゃんの家をめざすことになりました。列車に乗ってのドキドキした気分と砂丘の不思議な感じが
伝わってくる旅。
2017年9月12日 . 人気絵本「はじめてのおつかい」の発刊４０年を記念した全国巡回展「絵本のひ
きだし 林明子原画展」が、鳥取市歴史博物館で始まった。イラストレーター時代の貴重な挿絵
や、鳥取砂丘がモデルの代表作「こんとあき.
2010年6月28日 . こんとあき』. 林明子/作. 福音館書店 1989年. 今日ご紹介するのは、林明子さ
んの. 『こんとあき』です。 絵本好きの方なら、知らない人はいない はてなマーク. というくらい、たくさん
の方に愛されている. 作品ですよね ニコニコ. 以前、図書館の子どもコーナーで 息子が. 「読んで～」
と持ってきたので、読んでやっていたら、. 周りにいた子どもたちが. ほとんど寄ってきてくれて びっくり 目.
その場で、たくさんの お子さんに向けて. 読んだということがありました。 子どもたちも、みんな『こんとあ
き』が大好き.
2013年1月25日 . 日本のこども達の姿を愛らしく描き続ける林明子さんの絵。きっと一度は読んだこ
とのある、読んでもらったことのある作品が見つかると思います。
2011年12月1日 . 作：林明子、福音館書店、1989年）ぬいぐるみのこんは、あきが生まれた時から
あきを支えてきた。いわば人生の先輩だ。今回の旅でも、こんの明るさと力強さが、心細いあきを引っ
張っていく。大丈夫という言葉には不思議と説得力がある。身体はあきの方がどっしりしている。こん
はふわふわしていて、動作も遅く、破けたり、ちぎれたりする。もう数カ月たてばあきはこんを必要とし
なくなるだろう。変わらぬ時間を生きるこんと、急速に成長しつつあるあきとの貴重な時間。前半での
列車の中と後半の広大な砂丘.
こんとあき」のあらすじ（内容）は？ %e3%81%93%e3%82%93%e3%81. こんは、待っていました。で
も待ち人が中々来ないので、こんは、おばあちゃんのいる「さきゅうまち」に帰りたがっていました。 で
も、次にこんが目を覚ますと、こんはびっくりしました。そこには可愛らしい赤ちゃんがいたのです。その
赤ちゃんの名前をあきと言います。 こんは、赤ちゃんがこんなに可愛いものかと喜びました。こんとあき
はいつも一緒に遊びました。こんはよだれまみれにされても、しっぽを.
2013年6月27日 . はじめての美術 絵本原画の世界2013」が始まって1週間が経った6月22日
（土）。 ワークショップ「こんを作ろう」を午前／午後の2回、開催しました。 “こん”とは、今回の出品
作家の一人である林明子さんの絵本『こんとあき』に登場するきつねのぬいぐるみのことです。 とはい
え、“こん”のように手も足も自由に動く本格的なぬいぐるみを作るのは技術的にも時間的にも大変
なこと。 今回は大人の手の平サイズのマスコットの“こん”を作る体験を、皆さんに楽しんでいただくこ
とにしました。 今回、講師をお願いした.

絵本 こんとあき ◇年齢◇ 読み聞かせは４～５才から。 自分で読む場合は小学校低学年向きで
す ◇ジャンル◇ ◇ファンタジー絵本 ◇シチュエーション◇ ◇おでかけしよう！絵本. 林明子 作 福
音館書店. 初版年月日：1989年06月30日 ISBNコード：4-8340-0830-4. 40ページ 28X22cm 定価
1365円(本体1300円＋税65円).
こんとあき、林 明子：1000万人が利用するNo.1絵本情報サイト、みんなの声432件、とっても、とって
も、とってもよかったー。：この絵本には、たくさんの素晴らしいものが、たくさん、たくさん.、あきの誕生
をじっと座って待っているこの子は、ぬいぐるみのこん.、ためしよみ、投稿できます。
2016年4月13日 . 今月のPick UP記事 この記事では林明子さんの絵本「こんとあき」の読み聞かせ
動画を紹介します。 あらすじは・・・
2017年5月18日 . 前駐日米国大使のキャロライン・ケネディさんがお気に入りとして紹介した『こんと
あき』は、鳥取砂丘が登場する旅絵本だ。出版は1989年で、95刷を数え、今も世代を超えて読み
つがれている林明子さんの代表作の一つ。ケネディさんのお子さんが4歳の時に、ケネディさんのお母
さんがプレゼントされたとのこと。日本駐在中に、お子さんたちと.
上演時間 約４０分 対象年齢 ０歳～１０歳. 初演 わらべ館 （２００３年１０月２５日・２６日）. こん
とあきは鳥取にゆかりのある作家林明子さんが鳥取砂丘での幼少時代の体験を描いたといわれる
有名な絵本です。 この印象的な物語を小さな子供向けにアレンジしふたり芝居として上演し旗揚
げ公演では３５０名の方にご来場頂きました。 このお芝居は多数再演依頼をうけ保育園など各地
で再演いたしました。 こんとあきメンバー.
8 Feb 2015 - 8 min - Uploaded by えほんよみきかせ隊読んであげるなら、４才から。自分で読むな
ら小学校初級むき。
2016年4月23日 . こんとあき / 林明子 ある作家さんのエッセイで取り上げられていたこの絵本。なぜ
かきつねが出てくる童話には昔から弱くて。新美南吉の「ごんぎつね」や「てぶくろをかいに」、宮沢賢
治の「雪渡り」なんかの影響だろうか。 「あき」が赤ん坊の頃からそばでずっと見守ってきた「こん」は、
おばあちゃんの手縫いのぬいぐるみ。ほころびが目立ってきた「こん」を繕ってもらうため、おばあちゃん
のおうちに小さな旅に出る「こん」と４才になった「あき」。 不安げなあきをリードする「こん」がかわい
い。
林明子の絵本表現 : 『はじめてのおつかい』から『こんとあき』へ Akiko Hayashi's Picture Book
Expression From Hajimete no Otsukai to Kon to Aki. 内海 幸代. この論文をさがす. NDLOPAC · CiNii Books. 著者. 内海 幸代. 収録刊行物. 絵本学 : 絵本学会研究紀要 : bulletin
of Ehon-gakkai Associates. 絵本学 : 絵本学会研究紀要 : bulletin of Ehon-gakkai Associates
(4), 5-12, 2002. 絵本学会. Tweet. 各種コード. NII論文ID(NAID): 40020755649. NII書誌
ID(NCID): AA11728290. 本文言語コード: JPN.
こんとあき（日本傑作絵本シリーズ） [絵本]の通販ならヨドバシカメラの公式サイト「ヨドバシ.com」
で！レビュー、Q&A、画像も盛り沢山。ご購入でゴールドポイント取得！今なら日本全国へ全品
配達料金無料、即日・翌日お届け実施中。
鳥取県の美術展・博物展、絵本のひきだし 林明子原画展～はじめてのおつかい、こんとあき、そし
てひよこさんまで～のイベント情報です。鳥取砂丘がモデルとなった「砂丘まち」を舞台にした『こんと
あき』をはじめ最新作『ひよこさん』まで、名作絵本を数多く送り出した林明子さんの絵本原画の
数々を紹介。誰も…
2017年5月16日 . 前駐日米国大使のキャロライン・ケネディさんがお気に入りとして紹介した『こんと
あき』（福音館書店）は、鳥取砂丘が登場する旅絵本です。ケネディさんのお子さんが４歳の時に、
ケネディさんのお母さんがプレゼント…
喫茶 OSCAR (鏡石/カフェ)へのこんとあきさんの口コミです。
2014年1月27日 . そしてこの絵本『こんとあき』もまた私の好みであり名作なのであります。 やはり絵
がいいんです。登場人物のほんのちょっとした仕草からも気持ちが伝わってくるようです。特に林明子
さんはホントに小さい子どもを書かせたら天下無敵ですね。何と言いますか勝手に大人の理想のこど
も化されてたり、性格をお話用にデフォルメされたりしていない、どこにでもいる素のままのこどもなので
す。だからすごくリアルです。 ぬいぐるみのこんが当然のようにしゃべったり動いたりするファンタジーの面

があります。
私がオススメしたい好きな絵本は「こんとあき」です。この本は、『あきちゃん』という女の子と、あきちゃ
んが赤ちゃんの頃から持っている、きつねのぬいぐるみ『こん』とのお話です。ある日、あきちゃんはこん
と共におばあちゃんの家まで電車で旅にいきます。途中でこんが野犬に襲われてしまい体がボロボロ
になってしまう場面は自分があきちゃんになった気分で心がとても痛かったです。最終的には無事お
ばあちゃんの家へたどり着いてこんの体を治してもらい、安心しました。たどり着くまでの間、ハラハラド
キドキが止まりませ.
2011年4月21日 . 林 明子（作） 福音館書店 1989年06月30日 発行日本傑作絵本シリーズ 読ん
であげるなら ４歳から自分で読むなら 小学校初級向き あきちゃんとぬいぐるみの「こん」が、二人だ
けで電車に乗り、おばあちゃんのお家まで行く冒険のおはなしです。 あきと一緒にドキドキしたり、心
配したり。 途中、涙がこぼれそうにもなりますが、 最後はもちろんハッピーエンドです♪ 内容は・・・・ こ
んは、赤ちゃんを待っています。 こんは おばあちゃんに赤ちゃんのお守を頼まれて、 砂丘町からやって
きたのです。 こんは待ち.
2013年7月6日 . 息子が9歳の誕生日を迎える3日前のこと。 絵本「こんとあき」に出てくる「こん」が
ほしい！と。 翌日、布やさんに出かけ 生地を買って、チクチク・・・.
こん ぬいぐるみ(M) 「こんとあき」の通販なら通販ショップの駿河屋で！ゲーム・古本・DVD・CD・ト
レカ・フィギュアなど 通販ショップの駿河屋は、豊富な品揃え！最新から懐かしのレトロゲームまでな
んでもあります！ぜひご利用ください！
こんとあきにつたえたいこと. 竹原小学校 ２年 日下部 七瀬. 私は「こんとあき」の本を読んで、こんが
りっぱだと思ったところは、あきをまもって 「だいじょうぶ、だいじょうぶ」。 と、言うところです。どうしてかと
いうと、すごくなぐさめてくれるようなやさしいことばなので、私の心があたたかくなりました。 私もこんと
いっしょで、妹をまもってあげるという体けんをしました。これから妹と合しょうだんの話をします。 私と妹
は、歌を歌うことがすきなので、四月から下呂市の南ひだ少年少女合しょうだんに入だんしました。
妹はほいくえんじで.
2016年11月21日 . 伊丹ひまわり保育園は、「市立伊丹病院」・「阪神北広域こども救急セン
ター」・「スワンホール」・「市立きぼう園」などがある医療福祉ゾーンにあります。
2014年3月27日 . こんとあき林明子絵本である。このブログでは、絵本をとりあげたことはまだなかった
はずだが、ちょっと面白く、なかなか感じる内容だったのでここにとりあげてみる。「絵本」と呼ばれるも
のの中で、その多くは確かに「子供」を対象としたものだ。しかし中には子供だけでなく明らかに「大
人」を意識したもの、あるいはもう完全に子供は忘れて「大人」を中心読者と考えているものもある。
よくできた絵本は、「子供向け」と侮れない。単なるひとつの解決や結論、二元論的な善悪や悲喜
に終始せず、一種の諦観、.
2006年1月17日 . 我が家の「こん」です。 次女の３歳の時の誕生日のプレゼントに作りました。 林明
子さんの「こんとあき」に登場するぬいぐるみのきつねです。 こんとあき. 作者: 林 明子; 出版社/メー
カー: 福音館書店; 発売日: 1989/06; メディア: 大型本. 林明子さんはこの絵本を描くにあたり、ご自
分で実際にきつねのぬいぐるみを作成してから、絵を描かれたそうです。 作り方を見て作る私たちとは
違い、ご自分で試行錯誤していらっしゃいます。 絵本の裏表紙にはその型紙の図が載っています。
私は「母の友」という雑誌の.
2015年3月15日 . 100年後の親御さんに児童文学や絵本を紹介致します、という設定のブログ
No.013『こんとあき』 1989 福音館 [FOR A.D.2112 未来の親御さんに向けたレビュー] ぬいぐるみの
こん と、少女あきが、二人三脚でおばあちゃんの家を目指す。 赤ちゃんとして家にやってきた あき を
眺める こん、大きくなって友…
林 明子（はやし あきこ、1945年3月20日 - ）は、日本の絵本作家。『こんとあき』の作者、『はじめて
のおつかい』の共著者として知られる。 目次. [非表示]. 1 来歴; 2 主な児童向け作品. 2.1 単著;
2.2 共著. 2.2.1 合作; 2.2.2 童話. 3 その他書籍等. 3.1 カレンダー; 3.2 特集誌; 3.3 英語版. 4 海
外版. 4.1 中国; 4.2 台湾; 4.3 韓国; 4.4 フランス; 4.5 アイルランド; 4.6 オランダ; 4.7 デンマーク; 4.8
イギリス; 4.9 タイ; 4.10 アメリカ; 4.11 スペイン; 4.12 ベトナム; 4.13 フィンランド; 4.14 インドネシア;
4.15 カナダ; 4.16 ドイツ; 4.17.

2017年9月12日 . 今日は、きとねっこ幼稚園の遠足。 松崎駅に集合。 ばぶぅちゃん、ピースができる
ようになったでしゅ。 大集合。 大雨のため？ 遅れてたけど、来た！ JRで鳥取駅、それからバスで、
やまびこ館へ。 「林明子」原画展。 「おふろだいすき」. 引き出しを開けると・・・. 「こんとあき」でしゅ。
やまびこ館、広いでしゅ。 みんなで。 みんなで・・・ばぶぅちゃん？ 楽しー ♪. 楽しすぎて・・・. 帰りも。
松崎駅で、絵本の時間。 「こんとあき」. 「こんとあき」の旅でしゅた。
林明子さん作の絵本『こんとあき』に出てくる「こん」はきつねのぬいぐるみ。こんとあきとの心の交流、
おばあちゃんとのきずな、そして旅を通して成長するあきの姿を生き生きと描いた『こんとあき』は、
1989年の発行以来、たくさんの人に愛されてきました。特にこんの愛らしさ、けなげさは、こんなぬいぐ
るみの友達がいたらな、と思わせます。 このこんを、作者の林明子さんは自分で考案し、製作したぬ
いぐるみをモデルに描きました。その型紙が図案化され、絵本の初めと最後のページに載っています。
しかしこれには部分の名前.
2014年12月4日 . 以前も大人も泣ける絵本特集させていただきましたが今回も前回の特集では紹
介しきれなかった大人も泣ける絵本ご紹介させていただきます！ ----------------------------------- こ
んとあき (出典 amazon) (出典 amazon) 《あらすじ/内容》 「こん」はきつ.
2015年7月29日 . こんとあき 今日紹介するのは、 林明子 作 【こんとあき】 ４歳ごろから～ ＜福音
館＞ *―ﾟ+.｡ｏ○*☆*○ｏ｡.+ﾟ―**―ﾟ+.｡ｏ○*☆*○ｏ｡.+ﾟ―* みなさんは、「だいじょうぶ」という言葉
をどう思いますか？ 私は、無責任な言葉だなと思います。 だって、根拠なんてなにもないじゃないで
すか。 けれど、この言葉を聞くと、 とても安心するし、勇気も出るし、希望がわく。 そんな不思議な
魔法の言葉、「だいじょうぶ」。 この絵本には、「だいじょうぶ」が何度も出てきます。 言っているのは、
あきという女の子といつも一緒にいる“.
この写真『こんとあき』のおばあちゃんだぁ～！ ／マリオ祇園店. 2017年08月15日. 記念日スタジオ
スタジオメリオ広島・祇園店. 広島市近郊にお住まいのみなさま、こんにちは！ スタジオマリオ祇園
店のえほん大好きっこのまーちゃんです. 夏休みもあと残りわずかとなりましたね. 夏休みの最後のお
出かけにえほんの原画展にいってみませんか？ 現在、ひろしま美術館で開催中の. 絵本のひきだし.
林明子原画展. ２０１７．８．２７．sunまで. 林明子さんの代表作『はじめてのおつかい』から. 最新
作の『ひよこさん』までの絵本の.
こんとあき』 林明子／作、福音館書店1989年. [こんとあき. 私が幼い頃出会ったであろう沢山の絵
本たち。多くは残念ながら手元を離れ、タイトルやストーリーをすぐに思い出せない等記憶の中でも
曖昧になってしまっています。そんな中なぜか忘れなかった本のうちの一冊がこの『こんとあき』です。
お話は、きつねのぬいぐるみの「こん」と「あき」という女の子が、古くなったこんを修理してもらう為さきゅ
うまちのおばあちゃんの所へ向かう、というものです。こんは人間と同じように話したり動き回ったり出来
るとても素敵な.
デジタル大辞泉プラス - こんとあきの用語解説 - 林明子による絵本作品。1989年刊行。祖母の住
む町へ行く女の子とぬいぐるみの道中を描く。1990年、講談社出版文化賞絵本賞受賞。
2008年12月25日 . こんとあき (日本傑作絵本シリーズ) 林明子・作作品名をクリックして頂けます
と、amazonの商品ページに行けます。 作者名をクリックして頂け.
【クレヨンハウス】落合恵子主宰。絵本・木のおもちゃ・オーガニックコスメ・雑貨が勢ぞろいです。ラッ
ピング無料! 10800円（税込）以上の注文で送料無料（一部地域除く）こんとあき.
育児支援コンサートで「こんとあき」. ＜2011年3月5日 5才10ヶ月＞ 5日（土曜日）の午後は、紺太
郎と二人で 東京都中央区の晴海トリトンスクエア内、第一生命ホールで行われた「育児支援コン
サート」へ行ってきました。 （夫は仕事） こちらのコンサートは、 第1部では、大人＆小学生以上の
子どもはホールでコンサートを、 4歳から6歳の子どもは別の場所で4つのグループに分かれてリズム遊
びや楽器を使ったワークショップをそれぞれ体験します。 第2部では、親子一緒にホールで絵本の朗
読と音楽のコラボレーションを.
こんは砂丘町のおばあちゃんのところに行って直してもらうことにし,あきと一緒に出かけました。汽車に
乗ったり,砂丘に行ったりしているうちにぼろぼろになったこんを今度はあきがおんふ'しておばあちゃんの
家に着きました。おばあちゃんはこんを出来たてのように匿してくれました。あきの成長と二人の友情
の美しさが,作者の故郷(鳥取)を舞台にのびやかに描かれ,ほのぼのとした思いに包まれます。我が家

の子どもはこの本を何度も読んでとほしがりました。ある日、砂丘にいったとき、子どもは「ここに,こんと
あきがきたのか」.
2014年8月24日 . 放送日・・・２０１４．８．２４＆３１（日） 出演・・・柳沢彩美アナウンサー タイト
ル・・・こんとあき 作・・・林明子 出版社・・・福音館書店 朗読者からヒトコト・・・ 子どものころ大好
きだった本です。ぬいぐるみの「こん」とおばあちゃん家へ旅に出るあき。ぬいぐるみのこんがまるで人間
のように振る舞い、２人が兄弟のように見えてきます。 page up. ©あきやまただし・CBC. 本サイトに
掲載されている全ての画像、文章、データの無断転用、転載をお断りします。詳しくはこちら。
「こんとあき」など、「こ」の絵本・児童書を紹介しています.
2010年8月23日 . 夏休みも残り１０日ほどになりました。まだまだ残暑も厳しいので、行こうか行くま
いかと迷っていたのですが、 ええぃ！！行っちゃえ [あせあせ（飛び散る汗）] ・・・ と、きのうは暗いうち
から出かけてきました。 行き先は、以前から行ってみたいと思っていた、絵本「こんとあき」の原風景と
なった場所です。 その「こんとあき」と言うお話とは [バッド（下向き矢印）]. こんとあき (日本傑作絵
本シリーズ). 作者: 林 明子; 出版社/メーカー: 福音館書店; 発売日: 1989/06/30; メディア: 大型
本. 赤ちゃんや幼い女の子を描か.
こんとあき (日本傑作絵本シリーズ) on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers. こ
んとあき (日本傑作絵本シリーズ) [JP Oversized] .
林明子さん原画展昨年の暮れに行ってきました。 小学生の時に一度行ったことがあるのですが、 内
容をあまり覚えてなかったのでもう一度観ることができて良かったです。 「はじめてのおつかい」に出てく
る「めがねおじさん」が他の作品にもちょいちょい出てることにも初めて気付きました。 #こんとあき #は
じめてのおつかい #びゅんびゅんごまがまわったら #おふろだいすき #とんことり #よく読んでた絵本 #本
当に素敵な絵の数々 #アカウント作って多分半年ぐらい #ようやく投稿 #写真のサイズ中途半端 #
みなさま 、フォローの.
2017年2月8日 . 林明子「こんとあき」の書評です。5歳女子とキツネのぬいぐるみの二人旅。けなげ
な「こん」に涙。感想など。
はじめてのおつかい'、'こんとあき'、そして'ひよこさん'まで ベストセラー絵本『はじめてのおつかい』は
2016年に40周年を迎えました。林明子にとって初めての物語絵本となったこの作品をきっかけに、『こ
んとあき』など、時代を超えて愛される数々の名作が生み出されています。子供たちが見せる一瞬の
心の揺らぎやしぐさ、葉っぱ一枚一枚の瑞々しさまで優しく繊細に描きだした林明子の美しい絵本
原画約200点を一堂に展示します。 ※当展覧会とコレクション展示（フランス近代美術）は共通の
チケットとなります。 画像：『こん.
2015年11月8日 . 11月の おはなしの森を楽しむ会では、 絵本『こんとあき』の こんちゃんを制作中
です。 完成まで、 あと少し。 森のこんちゃんは ベストを編んでもらいました。 うれしくて にっこにこで
す。 ベストのお礼に. こんちゃんが. おいしいレシピを. 教えてくれました。 あきと一緒に. 列車の中で食
べた、. あの. 駅弁のレシピです。 以前、. 『こんとあき』の. 後日談を紹介しましたが、. 今回は. レシ
ピも公開します。 こんとあきの あげどんべんとう （2013年母の友5月号より）. 材料(４人分) 油あげ ４
枚 水 １５０ｍｌ しょうゆ ２０ｍｌ
6 Mar 2016 - 11 min - Uploaded by あずまあつみ絵本読み聞かせ「こんとあき」＠あつみ先生 こん
にちは！男性保育士のあつみです！ 絵本「こんとあき」の .
こんとあき (日本傑作絵本シリーズ)の感想・レビュー一覧です。
2016年3月28日 . 画像をクリックすると拡大できます。 シート構成・意匠. シート構成. はじめてのお
つかい; きょうはなんのひ？ とん ことり; なないろ山のひみつ; はっぱのおうち(1); おでかけのまえに; ひよ
こさん; サンタクロースとれいちゃん; こんとあき; おててがでたよ. シート背景：はっぱのおうち(2). 1シート
10枚. 売価, 1シート820円. 印面寸法, 縦 35.5mm×横 25.0mm. 小切寸法, 縦 38.5mm×横
28.0mm. シート寸法, 縦 222.5mm×横 140.0mm. 原画作者, 林 明子（絵本作家）. 切手デザイ
ン, 貝淵 純子（切手デザイナー）.
2016年3月2日 . 「ロードムービー絵本」の傑作『こんとあき』 世間に絵本好きな方々は数多くいます
が、実態としてその多くは女性で、男性で絵本好きを公言する人は少数派であり、またその傾向とし
て、オタクやマニアに近い人が多いように思います。私もそのうちの1人で、やはり趣味は「絶版絵本

蒐集」というマニアックなものです。同じ趣味の人にオフラインで会ったのはこれまでに2回しかなく、い
つか仲間をつくって「絶版絵本ネタ限定の飲み会」を開催したいと思っています。
共催）鳥取市歴史博物館. 4/15（土）～5/21（日）, 無料 （常設展別途）. 【企画展】. やまびこ館っ
てこんなとこ～学芸員イチオシ 名？迷？品展～. 6/3（土）～7/2（日）, 無料 （常設展別途）. 【鳥
取市歴史博物館・あおや郷土館共催展】. 夏泊の海女～女房海士名人之由（にょうぼうのあまめ
いじんのよし）～. 7/15（土）～8/27（日）, 無料 （常設展別途）. 【朝日新聞社・鳥取市歴史博物
館共催展】. 絵本のひきだし 林明子原画展. ～はじめてのおつかい。こんとあき、そしてひよこさんま
で～. 9/9（土）～10/22（日）, 500円 （常設展含む）.
こん」は、「あき」の生まれる前におばあちゃんが作ってくれたキツネのぬいぐるみ。 ある日、こんの腕が
ほつれていることに気付いたふたりは、直してもらいにおばあちゃんに会いに行くことになりました・・・。
子どもが夢中になる要素がぎゅっと詰まった、これぞ日本を代表する創作絵本のひとつだと思います。
実は、こんは、亡くなったおじいちゃんの外套をおばあちゃんがリフォームして作られたという設定とか。
すみずみにまでこころ配りされた物語と、連続性の良いあたたかみのある絵、最高のハッピーエンド。
すべての子ども.
2015年11月30日 . 11月30日が「絵本の日」であることにちなみ、キャロライン・ケネディ駐日大使が
YouTubeに、お気に入りの絵本についての動画を投稿した。 その絵本とは、林明子さんの『こんとあ
き』。砂丘の街に住む祖母に会うために、ぬいぐるみの「こん」と旅した、「あき」という少女の話だ。 こ
んは、あきの祖母によって作られたぬいぐるみ。あきが成長するにつれ、こんは古び、あるときついに、
腕がほころびてしまった。こんを.
絵本｢こん と あき｣の裏表紙にある型紙で、本当に｢こん｣を作られた方いますか？ 質問１ あの、
パーツで本当に全身 完成するんですか。 質問２ また、制作時間はどの程度でしたか。もし、出来
るなら、作ってみたくて、ワ.

2017.12.27 水娘のリクエストで、孫にクリスマスにプレゼントした絵本「こんとあき」にでてくる、「こん」の
お人形。 娘が好きな絵本でした。 その古い絵本を今、娘が持ち帰って子どもに読んであげてます。
* 子育て時代、ある施設の園長先生に「子供の時に絵本を読んでもらった子、 何か手作りを作っ
てもらった子は、大丈夫。 どんなこ. 460 32 4 days ago. クリスマスの日の朝、僕のお布団にやってき
てくれた柔らかな毛並みのコンちゃん。ばぁばサンタからのプレゼント。子どもの頃に大好きだったコン
ちゃんが、こうして我が.
【定価32％OFF】 中古価格￥948（税込） 【￥456おトク！】 こんとあき／林明子【著】／中古本・
書籍／ブックオフオンライン／ブックオフ公式通販・買取サイト。1500円以上のご注文で送料無料。
2016年11月8日 . こんとあき(大門果琳). こんにちは火曜日担当かりんです！ 題名の こんとあき は
ね、私が小さい頃から好きな本の題名だよ！読んだら優しい気持ちになれるから読んでみてね . サ
イン入りチェキ当たった人いるかな私は花がいっぱいチェキがお気に入り . これからアイドルさんのライ
ブみにいくんだ〜楽しみ . またね〜 . 26時のマスカレイド Official Web Site.
2016年8月8日 . こんばんは、庭師すずめです。 最近お手紙って書いていますか？ 手紙はおろか、
メールからも遠ざかり、LINEづくめの日々ですが郵便局にふと寄った際に、かわいすぎるものを発見し
てしまったので、衝動買いしちゃいました。 それがこちら！ 20160808_01. すごい！「はじめてのおつか
い」が切手になってる！！！ ああ！「はっぱのおうち」も「こんとあき」も「サンタクロースとれいちゃん」
まである！！！！ …絵本、とくに林明子さん好きには必須アイテムですよ！ 1シート10枚…を3セッ
トも買っちゃったけど、.
あきの誕生をじっと座って待っているこの子は、ぬいぐるみのこん。遠く離れた「さきゅうまち」に住むおば
あちゃんに頼まれて、あきのお守りにやってきたのです。赤ちゃんのあきの可愛さに胸がドキドキするこ
ん、あきのお守り役、遊び相手として大活躍するこん。そのうちに、あきがこんの背を追い越し、古く
なったこんの腕がほころびると、おばあちゃんに直してもらおうと、こんはあきを連れ、きしゃに乗って出
かけます。健気なこんは、なかなか頼もしい存在です。でも、小さなぬいぐるみのこんとの二人旅。何
事もなく到着するわけも.
【こんとあき】のmixiコミュニティ。心が温かくなり、やさしい気持ちになれるそして癒され励まされる絵

本「こんとあき」この絵本が大好きな人のコミュです。 「こんとあき」単一でのコミュニティはなかったので
作りました。好きな場面、この絵本との.
Amazonで林 明子のこんとあき (日本傑作絵本シリーズ)。アマゾンならポイント還元本が多数。林
明子作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。またこんとあき (日本傑作絵本シリーズ)
もアマゾン配送商品なら通常配送無料。
2013年7月23日 . プリ画像には、こんとあき林明子の画像 は1枚あります。
こんは、おばあちゃんが作ったキツネのぬいぐるみ。ある日なかよしのあきと２人で、お… Pontaポイント
使えます！ | こんとあき 日本傑作絵本シリーズ | 林朋子 | 発売国:日本 | 書籍 | 9784834008302 |
HMV&BOOKS online 支払い方法､配送方法もいろいろ選べ､非常に便利です！
小根是一个会说话的狐狸布偶，小秋还没降生，它就已经等在摇篮边上了。这回，它陪小
秋一起坐火车去外婆家……如果你留意，就会在小根和小秋的这趟旅行中邂逅许多我们
熟悉的人物。在书的封面我们仔细看才可以看到，对面站台上喜剧大师卓别林在向爱丽
丝告别。隐藏在绘画中看起来毫无关系，是作者经意或不经意之间留下的好玩细节。 「あ
き」のおもり役としておばあちゃんのところからやって来た、キツネのぬいぐるみの「こん」。あきが大きくな
るにつれて、こんもだんだん古くなり、とうとう腕がほころびて.
2013年9月2日 . かわいくできたので、庭に椅子を置いて、ちょっときどってポーズをとっているところをパ
チリ。以前友人が作っていて、時間が出来たら作ろう！と思っていました。8月30日から作り始めて出
来上がったのが９月２日。ミシンの調子が悪く４日間もかかりました。「こんとあき」林明子作（福音館
書店）は鳥取砂丘が舞台になっていて市立図書館の貸し出しカードにもなっています。我が家の居
間にこの こん がいるとすごい存在感です。こんの作り方は昔の「母の友」に掲載されていたと聞きまし
たが、ネットで検索.
2012年5月20日 . 先日ご来店のお客さんは、妹さんに出産祝いとして「こんとあき」の絵本とこんのぬ
い.
2003年2月12日 . 『こんとあき』のあげどんべんとう with でかプリン」家族中が大好きな絵本『こんとあ
き』に出てくるおいしそうな駅弁。いそいで買いに行ったこんはしっぽをはさまれて･･･。さきゅうまちのお
ばあちゃんが、「帰りの電車でこんのしっぽがはさまれないように」２人にお弁当を作ってくれました。 材
料:油揚げ、水、しょうゆ..
絵本作家・林明子さんが1976 年にはじめて手がけた物語絵本『はじめてのおつかい』が誕生して40
年が経ちました。この作品をきっかけに、林さんは『こんとあき』『おつきさまこんばんは』『はじめての
キャンプ』『はっぱのおうち』など数々の作品を生み出してきました。子どもたちが見せるわずかな心の
揺らぎや、葉っぱ一枚一枚のみずみずしさまでやさしく繊細に描き出した作品は、世代を超えて多く
の人に愛されています。 本展では、林さんの代表作『はじめてのおつかい』『こんとあき』から最新作
『ひよこさん』までの絵本.
こんとあき：本・コミックならセブンネットショッピング 。 7net、西武・そごう、イトーヨーカドー、アカチャン
ホンポ、LOFTが集結した「オムニ7」。nanacoポイントが貯まりセブン-イレブンでの店舗受取・返品が
可能、セブン＆アイの安心安全なネットショッピングです。
2016年8月11日 . 生まれてくる赤ちゃんのおもり役として“さきゅうまち”からやってきた、キツネのぬいぐ
るみ「こん」。赤ちゃんは「あき」と名付けられ、だんだん大きくなりました。その一方でこんはだんだん古
くなり、とうとうある日、腕ががほころびてしまいます。こんとあきは、ほころびた腕を直してもらうために、
汽車に乗っておばあちゃんの住む“さきゅうまち”に向かいますが…。 見開き. 大人の付き添いなしの
旅というのは、子どもにはワクワク、ドキドキ、ハラハラの大冒険です。あきも、こんとふたりだけで乗る
汽車にワクワクし.
こんとあき （日本傑作絵本シリーズ）/林 明子（児童書・絵本） - 【講談社出版文化賞（第２１
回）】【「TRC MARC」の商品解説】.紙の本の購入はhontoで。
今、注目されているこんとあき グッズのチケット情報。フエルサ ブルータ ＷＡ【２０１８年１月公演】な
どのチケット販売情報の他、コンサート、ライブ、スポーツ、プロ野球、演劇、イベント、レジャー、映画
などあらゆるエンタメ情報をお届けします。
2017年1月30日 . こんにちは、絵本専門店・えほにずむの店主です。 現在、我が家の絵本棚には

１２００冊以上の絵本が並んでいます。 それだけの数があると、何度でも読んでもらえる絵本も絞ら
れてきます（もちろん、選考者は息子です）。 今回紹介する「こんとあき」は、そんな熾烈なレギュラー
争いを勝ち抜いた一冊です。 作・絵：林明子. 出版社：福音館書店. 発行日：１９８９年６月３０
日. 林さんの絵本を紹介するのはこれで３度目ですが、彼女の作品の中では私自身もこれが一番
のお気に入りです。 相変わらず、絵が.
こんとあき - 林明子 - 本の購入は楽天ブックスで。全品送料無料！購入毎に「楽天スーパーポイン
ト」が貯まってお得！みんなのレビュー・感想も満載。
2010年1月22日 . おふろだいすき 』『 こんとあき 』. 小学校での 朝の 本読み。 ２学期は ４年生に
読んでいた ハブシリーズ 「けっ！」を紹介する予告を出していたが、 記事に入れて 書き上げる余裕
ないまま ３学期は２年生担当になった。 ２年生から「けっ！」もどうかな？ と 寒いし 先週は 『おふろ
だいすき』 を 読んできた。 いやあ 名作中の名作。 何度読んでも この 息もつかない展開に のぼせ
る。 小学校で 何年か前に読んだとき 「さあ シャワーをかけてやるぞ～！」 その階全部に 響くくらい
の声で 読んだら廊下を歩いてた 校長.
2015年4月15日 . 読み聞かせにおすすめの絵本. こんとあき (日本傑作絵本シリーズ). おすすめの
年齢：3才. こんとあき絵本のあらすじやおすすめポイント. あきちゃんという女の子と、あきちゃんにとっ
ては赤ちゃんの頃から大切なぬいぐるいみのこん（きつね）とのお話です。 あきちゃんの成長をずっと見
守っていたこんは、最近所々、ほころびができてきました。 あきちゃんがおばあちゃんの家まで電車で
独り旅に出るお供をします。あきちゃんとこんは、協力しながら旅をし、おばあちゃんの家になんとかた
どり着きます。
2011年3月5日 . モーツァルト：ピアノ・ソナタK.330 第1楽章／ピアノ・ソナタK.310 第3楽章ショパン：
幻想即興曲シューマン：子どもの情景よりリスト：ラ・カンパネラ○子どものための音楽スタジオ（2004
年4月2日～2007年4月1日生まれの幼児対象） 年齢順に分かれて楽器を知ってもらうワークショッ
プ＆ミニ・コンサート ＜第2部＞（約45分） ○みんな一緒のコンサート出演者全員によるステージ・ド
ヴォルザーク：ピアノ五重奏曲イ長調op.81より音楽と絵本「こんとあき」（絵・作：林明子 福音館書
店出版）. チケット. 全席指定.
See Tweets about #こんとあき on Twitter. See what people are saying and join the conversation.
稲垣達也 STARDUST Live 7月 ナレーター・ボイスパーフォーマーの 大風あゆみさんがゲスト。 私
も大好きな絵本『こんとあき』(林明子作)の朗読と私のピアノとのコラボレーション。 大風さんは小さ
い頃、毎晩お母さんが絵本を読み聞かせてくれたそうで、この本はその中でも一番好きなお話しとの
こと(^^) 林さんの暖かく優しい絵のタッチとストーリー---ほっこり心が暖かくなります。 全シーン作曲し
ました。もちろん即興も！ ピアノソロを交えて <ステージ> 1st 7:30〜 2nd 9:00～ <チャージ > 一般
2000円 学生1000円(学生証.

