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図書館のことを書いた本 ・ 絵本
バスラの図書館員 イラクで本当にあった話
ジャネット・ウィンター／絵と文 長田 弘/訳
晶文社
2006.4
Z010/ｳｲ/
【内容紹介】
バスラはイラクの文化的中心都市です。バスラの女性図書館員・アリアさんは、
戦火から図書館の本を守ろうと、街のみんなの助けを求め、夜、3万冊の本を家
に運びます。図書館が焼失したのは、その9日後でした…。
【利用対象】小初，小中

図書館だいすき
笠原 良郎／作 八十島 理恵/絵
岩崎書店
1988.3
【利用対象】小中

シリーズわくわく図書館
アリス館
【内容紹介】

Z010/ｶｻ/

1～５

2010.8～2010.12

Z010/ｼﾘ/

ぼくはたびをする。本のなかで、とおいくにのしらないまちを。わたしはであ
う。本のなかで、はるかなときをこえておおくのひとと…。子どもたちに本を読
む楽しさ、奥深さを伝える本。
【利用対象】小初，小中

本と図書館の歴史 ラクダの移動図書館から電子書籍まで
モーリーン・サワ／文 ビル・スレイヴィン/絵 宮木 陽子、小谷 正子/訳
西村書店
2010.12
Z010.2/ｻﾜ/
【内容紹介】
人々はどのように文字を記し、保存してきたのか。古代図書館から電子図書館ま
でさまざまな図書館の役割を、イラストを豊富に交えながらわかりやすく紹介す
る。
【利用対象】小上

図書館ラクダがやってくる 子どもたちに本をとどける世界の活動
マーグリート・ルアーズ／著 斉藤 規/訳
さ・え・ら書房
2010.4
Z015.5/ﾙｱ/
【内容紹介】
オーストラリア、アゼルバイジャン、カナダ…。各国のへき地に住む人びとに、
ラクダやゾウ、自転車や船を利用し、あるときは、かついで本を届ける、移動図
書館の図書館員やボランティアの活動を写真で紹介。
【利用対象】小中，小上
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図書館に児童室ができた日 アン・キャロル・ムーアのものがたり
ジャン・ピンボロー／文 デビー・アトウェル/絵 張替 惠子/訳
徳間書店
2013.8
Z016.28/ﾋﾟﾝ/
【内容紹介】
女の人が自分の考えで仕事を選ぶのが珍しかった時代、ニューヨークの町に出て
専門の勉強をすると、図書館で働き始めた女の子がいました。児童図書館サービ
スの先駆者のひとり、アン・キャロル・ムーアの生涯を紹介する。
【利用対象】幼児(3～5歳)，小初

ビブリオバトルを楽しもう ゲームで広がる読書の輪
粕谷 亮美／文 谷口忠大／監修 しもつき みずほ／絵
さ・え・ら書房
2014.3
Z019.9/ｶｽ/
【内容紹介】
本の紹介コミュニケーションゲーム「ビブリオバトル」。そのルールや、子ども
たちが楽しむための留意点などを、子どもたちと司書とのやりとりで説明しま
す。小・中学校や公共図書館などでの実践例、子どもたちの感想も掲載。
【利用対象】小上

本のれきし5000年
辻村 益朗／作
福音館書店
1992
【利用対象】小中，小上

Z020/ﾂｼﾞ/

グーテンベルクのふしぎな機械
ジェイムズ・ランフォード／作 千葉 茂樹/訳
あすなろ書房
2013.4
Z022.33/ﾗﾝ/
【内容紹介】
1450年ごろ、ドイツのマインツ市にふしぎなものが登場した-。グーテンベル
ク印刷機はどのようにして作られたのか? 活版印刷誕生の秘話と、中世ヨーロッ
パの人びとの暮らしぶりをあざやかに伝える歴史絵本。
【利用対象】小中

本はこうしてつくられる
アリキ／作・絵

松岡享子/訳
1991.7
【利用対象】小上，中

日本エディタースクール出版部
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Z023/ｱﾘ/

トマス・ジェファソン 本を愛し、集めた人
バーブ・ローゼンストック／文 ジョン・オブライエン/絵 渋谷 弘子/訳
さ・え・ら書房
2014.9
Z289.3/ｼﾞｴ/
【内容紹介】
わたしは本なしでは生きていけない-。アメリカ独立宣言を書き起こしたトマ
ス・ジェファソンは、また、本をこよなく愛した人だった。そんなジェファソン
の半生を、彼の残した言葉とともに描いた伝記絵本。
【利用対象】小初，小中

職場体験完全ガイド 37 書店員・図書館司書・翻訳家・装丁家
ポプラ社
2014.4
Z366.29/ｼﾖ/37
【内容紹介】
仕事の現場に完全密着、取材にもとづいた臨場感と説得力にあふれる職業ガイ
ド。37では、書店員・図書館司書・翻訳家・装丁家といった本にかかわる仕事
を解説する。
【利用対象】小上
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本のことを書いた絵本
えほんのこども
荒井 良二／作
講談社
2008.11
YZ913.8/ｱﾗ/
【内容紹介】
大きな絵本から飛び出した「えほんのこども」たちが、世界中にちらばって、小
さなお話をはじめます。世界的絵本作家が描く、絵本の素晴らしさを伝える絵
本。
【利用対象】幼児(3～5歳)

ポチポチのとしょかん
井川 ゆり子／文・絵
文渓堂
2003.11
Z913.8/ｲｶﾞ/
【内容紹介】
いつもの時間、いつもの図書館に今日もぼくは行ったんだ。だけどね、あれも読
んだし、これも読んだ。ぼくはちょっとつまらなくなって、窓のほうをちらっと
見たんだ。そしたらね、窓にちょっこりこいぬが座ってた…。
【利用対象】幼児(0～5歳)

ルリユールおじさん
いせ ひでこ／作
理論社
2006.9
Z913.8/ｲｾ/
【内容紹介】
ソフィーの大事な植物図鑑がこわれてしまった。町の人から「ルリユール」のと
ころに持っていくといいと聞いたソフィーは、ある路地裏の工房を訪ねる。そこ
で、本造り職人のおじさんに図鑑を直してもらうことになり…。
【利用対象】小中，小上

ルラルさんのほんだな
いとう ひろし／作
ポプラ社
2005.9
Z913.8/ｲﾄ/
【内容紹介】
ルラルさんは、今日も本をひらいて物語の世界を旅していました。そこにねこが
やってきていいます。「ちょっと読んでみてくださいな。」ルラルさんが庭のみ
んなと本を読みはじめると…
【利用対象】幼児(0～5歳)

ぬいぐるみおとまりかい
風木 一人／作 岡田千晶／絵
岩崎書店
2014.8
Z913.8/ｶｾﾞ/
【内容紹介】
大好きなぬいぐるみを連れて、図書館にやってきたこどもたち。一緒におはなし
会を楽しみ、ぬいぐるみを寝かしつけて帰ります。今夜は、ぬいぐるみだけのお
とまり会です…。図書館の人気イベントを絵本化
【利用対象】幼児(3～5歳)，小初
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おんちゃんは車イス司書
河原 正実／原案 梅田俊作／作・絵
岩崎書店
2006.8
Z913.8/ｶﾜ/
【内容紹介】
ぼくらの町の図書館に、日本で初めての車イスの司書さんがやってきた。何でも
一生懸命なおんちゃんを見てるうちに、ぼくも何かしたくなってきて…。自分を
好きになり、ほかの人を大切に思うことの大切さを訴える絵本
【利用対象】小初

うみのどうぶつとしょかんせん
菊池 俊／作 こば ようこ／絵
教育画劇
2012.6
Z913.8/ｷｸ/
【内容紹介】
どうぶつ村のどうぶつたちは、としょかんの絵本と紙芝居が大好きです。としょ
かんは、島の真ん中にあるので、浜辺に住むどうぶつたちは、なかなかとしょか
んへ行けません。そこで…。パノラマページあり
【利用対象】幼児(0～5歳)

大草原のとしょかんバス
岸田 純一／作 梅田俊作／絵
岩崎書店
1996.9
Z913.8/ｷｼ/
【内容紹介】
今日はポカポカいい天気。草原を歩いていたぼくはおっちゃんに声をかけられ
て、本を山ほど積んだバスに乗るはめになった。広い牧場の真中で牛に絵本を読
んだり、収穫祭でベコ踊りの仲間入りしたり、おかしな一日だった
【利用対象】幼児(0～5歳)，小初

よるのとしょかん
カズノ・コハラ／作 石津ちひろ／訳
光村教育図書
2013.11
Z913.8/ｺﾊ/
【内容紹介】
夜だけ開館している図書館には、カリーナという女の子と3羽のふくろうたちが
働いています。図書館はいつも静かで落ち着いていました。ところがある日、リ
スたちが大きな音で楽器の演奏を始め
【利用対象】幼児(0～5歳)

ブックバード
さとう ゆりえ／著
扶桑社
2009.5
YZ913.8/ｻﾄ/
【内容紹介】
本の形をした鳥、ブックバードの体には、とても面白い物語が書かれている。そ
のせいで人々に追いかけまわされ、うんざりした1羽のブックバードは町を飛び
出すが…。ブックバードが見つけた、本当に大切なものとは?
【利用対象】幼児(0～5歳)
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バムとケロのにちようび
島田 ゆか／作・絵
文渓堂
1994.9
Z913.8/ｼﾏ/
【内容紹介】
犬のバムとかえるのケロは雨の日よう日に何をしたでしょう。ケロは外でビチャ
ビチャどろんこ遊び。バムはお部屋をきれいに片づけて、お菓子をいっぱい作っ
て本を読もうと思ったけれど…。開くたびに新しい発見がある愉快な本
【利用対象】幼児(0～5歳)

ちいちゃんとこどもぶんこ
しみず みちを／作
ほるぷ出版
2003.4
Z913.8/ｼﾐ/
【内容紹介】
ちいちゃんは「いいとこ」に出かけます。お姉さんがおはなししてくれて、本を
貸してくれるところです。みいこところたも一緒に行きますが…。世代を超えて
読みつがれる名作の新版
【利用対象】幼児(0～5歳)

ほんちゃん
スギヤマ カナヨ／さく
偕成社
2009.6
Z913.8/ｽｷﾞ/
【内容紹介】
本の国に住んでいる、ほんちゃんは、大事にしてもらえる本になるため修業中。
まだ中身は真っ白で、どんな本になるかは決めていない。お母さんは「立派な図
鑑になりなさい」と言うけれど…。
【利用対象】幼児(3～5歳)

ハルおばあさんのオルガン
なるみや ますみ／作 高畠純／絵
ひくまの出版
1997.9
Z913.8/ﾅﾙ/
【内容紹介】
森の中の音楽図書館にはハルおばあさんのふしぎなオルガンがあります。そのオ
ルガンを盗み出そうと、どろぼうのビビとベソが忍びこみました。どんな人をも
やさしくするそのオルガンは…。ちょっぴり風刺のきいた絵本
【利用対象】小初，小中

ものしり五郎丸
にしむら かえ／作・絵
文溪堂
2010.4
Z913.8/ﾆｼ/
【内容紹介】
本が大好きな子犬の五郎丸は、とっても物知り。でも一度も外に出たことがあり
ません。そんな五郎丸がある日、初めて、さんぽに行くことに。さあ、どうなる
のかな?
【利用対象】幼児(0～5歳)，小初
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山のとしょかん
肥田 美代子／文 小泉るみ子／絵
文研出版
2010.4
Z913.8/ﾋﾀﾞ/
【内容紹介】
山里にひとりで住むおばあさんは、ある夜、家を訪れたふしぎな男の子に絵本を
読んであげると、男の子は毎夜やってくるようになり…。絵本を読んでもらいた
くなる、心あたたまるお話
【利用対象】幼児(3～5歳)，小初

みさきめぐりのとしょかんバス
松永 伊知子／作 梅田俊作／絵
岩崎書店
1996.6
Z913.8/ﾏﾂ/
【内容紹介】
ここは北海道の根室半島。ノサップみさきをめざして、としょかんバスがはしり
ます。小さな小学校の子どもたちやいつものおばあさんがまっていてくれます。
クマおじさんと、新米司書みっちゃんの、あつい一日のおはなし
【利用対象】幼児(0～5歳)，小初

としょかんのねこ
みやかわ けんじ／さく たばた ごろう／え おの みちよ／ぶん
新世研
2001.9
Z913.8/ﾐﾔ/
【内容紹介】
小さな町の小さな図書館に暮らすネコがいた。ネコはたくさんの本を読み、図書
館の外の広い世界に憧れていた。そしてネコの夢がついにかなう日がきた…。
「O gato da biblioteca」の日本語版
【利用対象】幼児(0～5歳)

きみのえほん
山岡 ひかる／作・絵
文溪堂
2005.5
Z913.8/ﾔﾏ/
【内容紹介】
本屋のすみっこで一冊の本が眠っていました。誰にも気づいてもらえずに、長い
ことひとりぼっちで。どうしてこの絵本だけ、こんなところにいたのでしょう
…。貼り絵の美しい絵本
【利用対象】幼児(0～5歳)

ぼくの図書館カード
ウイリアム・ミラー／文 グレゴリー・クリスティ／絵 斉藤規／訳
新日本出版社
2010.11
Z930.278/ﾐﾗ/
【内容紹介】
本と出会った「ぼく」は、肌の色がちがっても、「自由」を求めてやまない人び
とがいることを知った-。1920年代のアメリカ南部に生きる黒人の子どもを主
人公に、本を読む楽しさや図書館の魅力について描いた絵本
【利用対象】小初，小中
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しんとしずかな、ほん
デボラ・アンダーウッド／文 レナータ・リウスカ／絵 江國香織／訳
光村教育図書
2011.1
Z933.7/ｱﾝ/
【内容紹介】
しずかさには、いろいろある。家中で最初に起きた人の、しんとしたしずかさ。
内緒話をしているな、と思うときの、きまずいしずかさ…。子どもの日常の、
様々な「しん」とする場面を描いた絵本
【利用対象】幼児(0～5歳)

ほんやのいぬくん
ルイーズ・イェーツ／さく・え ほんじょう まなみ／やく
岩崎書店
2010.3
Z933.7/ｲｴ/
【内容紹介】
いぬくんは本が大好き。とうとう自分で本屋を開くことにしましたが、お客さん
はさっぱり。しょんぼりするいぬくんですが、立ち直りははやいのです。棚から
本を取り出して、読み始めたいぬくんは…。
【利用対象】幼児(3～5歳)

ろばのとしょかん コロンビアでほんとうにあったおはなし
ジャネット・ウィンター／文と絵 福本 友美子／訳
集英社
2011.3
Z933.7/ｳｲ/
【内容紹介】
本を読むのが大好きなルイスの家には、読み終わった本がたくさんありました。
あるとき、ルイスは、本が1冊もない人たちが住む、はるか遠い山のむこうの村
に、ろばで本を届けようと思いつき…
【利用対象】小初

よめたよ、リトル先生
ダグラス・ウッド／作
岩崎書店
【内容紹介】

ジム・バーク／絵
2010.7

品川 裕香／訳
Z933.7/ｳﾂ/

字が読めなかったぼくが本を好きになったわけは-。ADHDで字が読めなかった
ダグラス少年と、字を読む指導をしてくれたリトル先生との心温まる物語
【利用対象】小初，小中

ステラのえほんさがし
リサ・キャンベル・エルンスト／作 藤原 宏之／訳
童心社
2006.6
Z933.7/ｴﾙ/
【内容紹介】
図書館で借りた本をなくしてしまったステラ。5時までに返さないと、グラハム
先生に叱られてしまいます。最後に本を見たのは…? 別の人の手から手へ、町の
みんなを巻き込んで、ステラの本さがしが始まります
【利用対象】小初

8

としょかんねずみ
ダニエル・カーク／さく わたなべ てつた／やく
瑞雲舎
2012.1
Z933.7/ｶｸ/
【内容紹介】
サムは図書館に住むネズミです。とにかく本を読むのが大好き。いろいろな本を
たくさん読んで、とうとう素晴らしいことを思いつきました。「自分で本を書い
てみよう!」 サムは夜のうちに自分の本を図書館の棚に並べて…
【利用対象】幼児(0～5歳)

スミス先生とおばけ図書館
マイケル・ガーランド／作 山本 敏子／訳
新日本出版社
2011.9
Z933.7/ｶﾞﾗ/
【内容紹介】
スミス先生のワンダーランドへようこそ! なにやら不気味な図書館へこどもたち
を連れていったスミス先生。へんてこな司書の先生がおはなしを読み始めると、
本の中から次々と登場人物が飛び出してきて…
【利用対象】小初

ルピナスさん 小さなおばあさんのお話
バーバラ・クーニー／さく かけがわ やすこ／やく
ほるぷ出版
1987.10
Z933/ｸﾆ/
【内容紹介】
全米図書賞（1983年度）
【利用対象】小初

このあかいえほんをひらいたら
ジェシー・クラウスマイヤー／文 スージー・リー／絵 石津 ちひろ／訳
講談社
2013.1
Z933.7/ｸﾗ/
【内容紹介】
赤い絵本を開くと、てんとう虫がいた。てんとう虫が開こうとしている小さな緑
の絵本を開くと、だいだい色の絵本を持ったかえるが。さらに小さなだいだい色
の絵本を開くと…。こんがらがった世界が広がるしかけ絵本
【利用対象】幼児(0～5歳)

オオカミ
エミリー・グラヴェット／作 ゆづき かやこ／訳
小峰書店
2007.12
Z933.7/ｸﾞﾗ/
【内容紹介】
図書館で「オオカミ」を借りたウサギ。しかし、灰色オオカミの生態に読みふけ
るあまり、オオカミの体の上を歩いていることに気づかず…。絵本の中で図書
「オオカミ」をリアルに表現。図書館の貸出カードや返却催促の手紙付き ケイ
ト・グリーナウェイ賞（2005年度），ネスレ子どもの本賞（2005年度）
【利用対象】小中
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としょかんへいくピープちゃん
クレシッダ・コーウェル／さく 佐藤 見果夢／やく
評論社
1999.5
Z933.7/ｺｳ/
【内容紹介】
ピープちゃんはひつじかい。ひつじがまいごになっちゃった。ひつじをさがし
て、ピープちゃんは図書館へ行きますが…。「マザー・グース」をはじめとする
童話やおとぎ話がちりばめられた絵本
【利用対象】幼児(0～5歳)

ほんをよめばなんでもできる
ジュディ・シエラ／文 マーク・ブラウン／絵 三辺 律子／訳
セーラー出版
2010.12
Z933.7/ｼｴ/
【内容紹介】
本を読んだら、何でもできちゃう「読む天才」サムが、町にやってきた大きなあ
かんぼう「グルンダルーン」相手に大活躍! 読む楽しさと勇気と智恵に溢れた絵
本
【利用対象】幼児(0～5歳)

本、だーいすき!
ジュディ・シエラ／文 マーク・ブラウン／絵 山本 敏子／訳
新日本出版社
2013.1
Z933.7/ｼｴ/
【内容紹介】
モリーは、移動図書館用の車をまちがって動物園に入れてしまった。動物園で図
書館を開き、声に出して本を読みだしたとたん、動物たちが巣やすみかからぬけ
出してきて…
【利用対象】小初

ぼくはぼくのほんがすき
アニタ・ジェラーム／さく おがわ ひとみ／やく
評論社
2002.5
Z933.7/ｼﾞｴ/
【内容紹介】
ぼくはぼくの本が好き。みためも好きだし、てざわりも大好き。ぼくをいろんな
場所につれてってくれる。本の中には魔法の森があって、すてきな花が咲いてい
て、大好きな友だちもたくさんいるんだ! うさぎが案内する本の世界
【利用対象】幼児(0～5歳)

よにもふしぎな本をたべるおとこのこのはなし
オリヴァー・ジェファーズ／作 三辺 律子／訳
ヴィレッジブックス
2007.9
Z933.7/ｼﾞｴ/
【内容紹介】
ヘンリーは本が大好き。でも、ほかのみんなが本を好きっていうのとはちょっと
ちがう。ヘンリーは、本を「たべる」のが好きだった。たべればたべるほど、頭
が良くなって、とうとう学校の先生よりも頭が良くなって…
【利用対象】幼児(0～5歳)，小初
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はちうえはぼくにまかせて
ジーン・ジオン／さく マーガレット・ブロイ・グレアム／え もり ひさし／やく
ペンギン社
1981.8
Z933/ｼﾞｵ/
【利用対象】幼児(0～5歳)，小

だいすきなほんくん
クリスティン・オコンネル・ジョージ／ぶん

マギー・スミス／え

山口 文生／やく

評論社
2006.2
Z933.7/ｼﾞﾖ/
【内容紹介】
ぼくのもらったプレゼント、中身は本くん。ページを開いて、ページを閉じて、
いっぱい、いっぱい楽しい時間が過ごせるよ! 本をもらった喜びを伝えるカラフ
ルな絵本
【利用対象】幼児(0～5歳)

ビバリーとしょかんへいく
アレクサンダー・スタッドラー／作 まえざわ あきえ／訳
文化出版局
2003.6
Z933.7/ｽﾀ/
【内容紹介】
図書館で借りてきた本が面白くて、ビバリーは返す日を忘れてしまいました。牢
屋に入れられてしまう? 高い罰金を払わなくちゃいけない? 初めて自分の貸し出
しカードで本を借りたビバリー、いったいどうなるのでしょう
【利用対象】幼児(0～5歳)

エリザベスは本の虫
サラ・スチュワート／文 デイビッド・スモール／絵 福本 友美子／訳
アスラン書房
2003.10
Z933.7/ｽﾁ/
【内容紹介】
エリザベスは、ものごころついたときから本のとりこ。読んで、読んで、読みふ
けった本の数々…。大人になって気づいたときには、家の中はどこもかしこも本
だらけ。ためらうことなく、エリザベスがとった行動とは?
【利用対象】小初

これはちいさな本
レイン・スミス／作 青山 南／訳
BL出版
2013.4
Z933.7/ｽﾐ/
【内容紹介】
赤ちゃんサルくんが本を読んでいると、本を知らない赤ちゃんロバくんが「そ
れ、なあに?」と訊ねました。嚙むもの? かぶるもの? それともメールにつかう
もの? 紙の本のよさを問いかける絵本。
【利用対象】幼児(0～5歳)，小初
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これは本
レイン・スミス／作 青山 南／訳
BL出版
2011.4
Z933.7/ｽﾐ/
【内容紹介】
パソコンが得意なロバくんと、本が大好きなサルくん。本を知らないロバくん
は、サルくんに本の使い方を聞きますが…。本の良さってなんだろう? シンプル
に問いかける絵本
【利用対象】小初

いたずらハーブえほんのなかにおっこちる
ローレン・チャイルド／さく なかがわ ちひろ／やく
フレーベル館
2003.8
Z933/ﾁﾔ/
【内容紹介】
ハーブは絵本が大好き。おまけにいたずらも大好きで、絵本はらくがきでいっぱ
い。ある晩、3びきのクマの家で目が覚めて…。文字がさかさまになったり乱れ
たり、シールやいたずら書きなど、いたずらを表現した楽しい絵本
【利用対象】幼児(0～5歳)

がちょうのペチューニア
ロジャー・デュボワザン／作 まつおか きょうこ／訳
冨山房
1999.1
Z933.7/ﾃﾞﾕ/
【内容紹介】
がちょうのペチューニアは、ある日、本をひろいました。本を持っていると頭が
よくなると聞いたのでいつも小脇に抱えていましたが、ちっともよくなりません
…。1978年佑学社刊「おばかさんのペチューニア」の改題
【利用対象】幼児(0～5歳)，小初

モラッチャホンがきた!
ヘレン・ドカティ／文 トーマス・ドカティ／絵 福本 友美子／訳
光村教育図書
2013.10
Z933.7/ﾄﾞｶ/
【内容紹介】
うさぎのエリザが住む森では、どの家の子どもたちもみんな、おやすみ前に本を
読んでもらう。ところがある晩、とつぜん本が消えた。エリザは本を積み上げ、
寝たふりをして本泥棒を待ちかまえた。するとそこに…
【利用対象】幼児(0～5歳)

アンディとらいおん
ジェームズ・ドーハーティ／ぶん・え
福音館書店
1961.8
【利用対象】幼児(3～5歳)

12

むらおか はなこ／やく
Z933.7/ﾄﾞﾊ/

としょかんライオン
ミシェル・ヌードセン／さく ケビン・ホークス／え 福本 友美子／やく
岩崎書店
2007.4
Z933.7/ﾇﾄﾞ/
【内容紹介】
ある日、まちの図書館にライオンが入ってきました。人々は大あわて。でもメリ
ウェザー館長は、静かにお行儀よくできるのなら来ていいですよ、と言いまし
た。やがてライオンは、みんなと仲良しに。ところがある日…
【利用対象】幼児(0～5歳)，小初

さみしかった本
ケイト・バーンハイマー／文 クリス・シーバン／絵 福本 友美子／訳
岩崎書店
2013.9
Z933.7/ﾊﾞﾝ/
【内容紹介】
大勢の子どもたちに読まれた図書館の本。古ぼけてしまうと、もう誰にも読まれ
ずさみしくてたまりませんでした。ひとりの女の子が、本をみつけてページをめ
くってくれるまでは…。本と女の子の出会いをやさしく描いた絵本
【利用対象】小初，小中

ごほん!ごほん!ごほん!
デボラ・ブラス／ぶん ティファニー・ビーク／え おがわ ひとみ／やく
評論社
2005.3
Z933.7/ﾌﾞﾗ/
【内容紹介】
まきばのどうぶつたちが、そろってとしょかんへ出かけた。けれど、司書さんに
はどうぶつたちの言葉がわからない。これじゃあいつまでたっても本がかりられ
ない。そこで、めんどりが言ったことは?
【利用対象】幼児(0～5歳)，小初

しずかでにぎやかなほん
マーガレット・ワイズ・ブラウン／さく

レナード・ワイスガード／え

谷川 俊太郎／やく

童話館出版
1996.9
Z933.7/ﾌﾞﾗ/
【内容紹介】
ちっちゃなこいぬのマフィンは耳がいい。夜、とっても静かな音で目がさめた。
何だろう、何の音? ありのはう音? バターのとける音? 静かな音の例がたくさん
出てきて、最後にそれはね、とわかるんだけど、何だと思います
【利用対象】幼児(0～5歳)

しずかに!ここはどうぶつのとしょかんです
ドン・フリーマン／作 なかがわ ちひろ／訳
BL出版
2008.4
Z933.7/ﾌﾘ/
【内容紹介】
「どうぶつたちも、ほんをよみたいかもしれないな」 図書館が大好きなカリー
ナがカウンターに座るとどうでしょう! カナリアに続いて、ライオン、くま、ぞ
う…。動物たちが図書館にぞくぞくと入ってきて…
【利用対象】幼児(0～5歳)
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ぼくのブック・ウーマン
ヘザー・ヘンソン／文 デイビット・スモール／絵 藤原 宏之／訳
さ・え・ら書房
2010.4
Z933.7/ﾍﾝ/
【内容紹介】
今から、80年前のアメリカ。学校に通えない不便な場所でくらしている子ども
たちへ図書館の本を運び続ける人たちがいた-。実在していた女性図書館員をモ
デルにした物語
【利用対象】小初，小中

ほんなんてだいきらい!
バーバラ・ボットナー／ぶん マイケル・エンバリー／え さんべ りつこ／やく
主婦の友社
2011.3
Z933.7/ﾎﾞﾂ/
【内容紹介】
読書週間や読み聞かせなんて、なくなっちゃえばいい! 本がどうしても好きにな
れない1年生の女の子。でも、しかたなく手にした1冊の本をひらいてみたら…
【利用対象】幼児(3～5歳)，小初

もっかい!
イアン・ホワイブロウ／ぶん セバスチャン・ブラウン／え 中川 ひろたか／やく
主婦の友社
2005.12
Z933.7/ﾎﾜ/
【内容紹介】
夜ねる前の「おはなしの時間」は、子どもたちのとっておきのお楽しみ。ほら、
今夜もまた、わくわくどきどき、楽しそうな声が聞こえてきたよ…。読み聞かせ
にぴったりの絵本
【利用対象】幼児(0～5歳)

としょかんねこデューイ
ヴィッキー・マイロン、ブレッド・ウィター／文

スティーヴ・ジェイムズ／絵

三木 卓／訳

文化学園文化出版局
2012.3
Z933.7/ﾏｲ/
【内容紹介】
図書館の返却ポストに捨てられていた子猫のデューイは、図書館のヴィッキーさ
んに助けられ、図書館で暮らすことに。人気者になったデューイは、みんなの役
に立とうと決意して…。実話に基づく、楽しくて心あたたまる物語
【利用対象】幼児(3～5歳)，小初

わたしのとくべつな場所
パトリシア・マキサック／文 ジェリー・ピンクニー／絵 藤原 宏之／訳
新日本出版社
2010.9
Z933.7/ﾏｷ/
【内容紹介】
肌の色がちがうというだけで、差別を受けた1950年代のアメリカ南部。黒人の
女の子パトリシアは「とくべつな場所」をめざして、ひとりで家を出ます。そこ
へたどり着くまでに、さまざまな差別の表示を目にしますが…
【利用対象】小初，小中
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ほんがすき！
Ｄ・マクフェイル／ぶん・え しみず ゆうすけ／やく
アリス館
1987.2
Z933/ﾏｸ/
【利用対象】幼児(0～5歳)

ヴィックは本なんてだいきらい!
リタ・マーシャル／文 エティエンヌ・ドレセール／絵 うみ ひかる／訳
西村書店
2000.10
Z933.7/ﾏｼ/
【内容紹介】
ヴィックは「本なんてだいきらい!」病にかかっています。ところがある日、白い
コートをきたワニのおじさんが本の中からぬーっと現れて…。米国・フランクリ
ン賞受賞作「I hate to read!」子供向けバージョン
【利用対象】幼児(0～5歳)，小初

ねえ、ほんよんで!
レイン・マーロウ／作・絵 福本 友美子／訳
徳間書店
2009.1
Z933.7/ﾏﾛ/
【内容紹介】
何をするにもゆっくりじっくりのかめくんと、いつもせかせかしているうさぎく
ん。ある日、ふたりでいっしょに本を読み始めると…? 性格が正反対の友だち同
士をやさしく温かな色づかいでユーモラスに描くかわいい絵本
【利用対象】幼児(3～5歳)

おばけとしょかん
デイヴィッド・メリング／さく 山口 文生／やく
評論社
2005.9
Z933.7/ﾒﾘ/
【内容紹介】
ある夜、ボーが魔女のお話を読んでいると、明かりが消えてあやしい影が! 本と
いっしょに空にとびだし、ついたところは「おばけとしょかん」。いったいここ
は、なんなの!?
【利用対象】小初

トマスと図書館のおねえさん
パット・モーラ／ぶん ラウル・コローン／え 藤原 宏之／やく
さ・え・ら書房
2010.2
Z933.7/ﾓﾗ/
【内容紹介】
メキシコ移民の子どもであるトマスは、両親がアメリカ中を移動しながら農家の
仕事を手伝っているため、あまり学校に通うことができなかった。ある日、親切
な図書館員と出会ったトマスは、本を読むよろこびを知り…
【利用対象】小初
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きんぎょ
ユ テウン／作 木坂 涼／訳
セーラー出版
2009.5
Z933.7/ﾕ/
【内容紹介】
1冊の赤い本のなかに消えたきんぎょを追って、ジェジェは不思議な世界を旅す
ることに…。森の奥のふるい図書館でおきた出来事を描いた、静かなファンタ
ジー絵本
【利用対象】小初

ママ、お話読んで
バシャンティ・ラハーマン／文 ローリ・М・エスリック／絵 山本 敏子／訳
新日本出版社
2010.4
Z933.7/ﾗﾊ/
【内容紹介】
ジョーゼフはお話を聞くのが大好き。図書館から借りてきた本を、お話上手のマ
マに読んでもらおうと思いますが…。本を読む楽しさや図書館の魅力について描
いた絵本
【利用対象】小初，小中

コウモリとしょかんへいく
ブライアン・リーズ／作・絵 さいごう ようこ／訳
徳間書店
2011.8
Z933.7/ﾘｽﾞ/
【内容紹介】
「今夜は窓が開いてるよ!」という知らせに、コウモリたちは大喜びで図書館へ飛
び込みます。本に夢中になるコウモリたちの姿を、楽しく描いた絵本。絵の中
に、児童書の名場面がひそんでいます インディーチョイス絵本賞（2009），
ワシントン・チルドレンズブック賞（2010），ビル・マーティン・ジュニア絵
本賞（2010）
【利用対象】幼児(3～5歳)

としょかんのよる
ローレンツ・パウリ／文 カトリーン・シェーラー／絵 若松 宣子／訳
ほるぷ出版
2013.10
Z943.7/ﾊﾟｳ/
【内容紹介】
ネズミを追いかけたキツネがたどり着いたのは図書館でした。文字が読めないキ
ツネは、図書館や本がどんなものなのか知りません。けれどネズミが出してくれ
た絵本はおもしろそうです。それからキツネは毎晩図書館へ通って…
【利用対象】幼児(0～5歳)

じがかけなかったライオンのおうさま
マルティン・バルトシャイト／さく・え かのう のりたか／やく
フレーベル館
2007.10
Z943.7/ﾊﾞﾙ/
【内容紹介】
ライオンのおうさまは、あるめすライオンを好きになりました。手紙を出そうと
しましたが、おうさまは字が書けません。そこで…。ほのぼのと楽しい、ドイツ
のおはなし
【利用対象】幼児(0～5歳)，小初
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えほんをよんで、ローリーポーリー
リリ・シャルトラン／作 ロジェ／絵 徳永 玲子／訳
ポプラ社
2006.11
Z953/ｼﾔ/
【内容紹介】
太っちょモンスターのローリーポーリーがこわ〜い声で脅かすと、子どもたちは
みんな逃げていきます。あれ? 女の子が何かを落としていったよ。「おりょっ、
何だろう?」 モンスターが絵本に夢中になっちゃった!?
【利用対象】幼児(0～5歳)

おはなしこねずみロミュアルド
アンヌ・ジョナス／さく フランソワ・クロザ／え なかい たまこ／やく
フレーベル館
1999.11
Z953.7/ｼﾞﾖ/
【内容紹介】
ロミュアルドは、図書室の小さなねずみ穴で暮らす小ねずみ。ある日、こっそり
穴から抜け出して「本」と出会い、物語の楽しさを知りました。ところが、そこ
に猫のチベールが現れて…
【利用対象】小初

としょかんたんていゆめきちくん
J‐B.バロニアン／ぶん L.L.アファノ／え 佐藤 見果夢／やく
評論社
1999.11
Z953.7/ﾊﾞﾛ/
【内容紹介】
バクのゆめきちくんは本が大好き。いちばん好きなたんていの本は、読みはじめ
るとやめられない。ある日、図書館に行くと買ったばかりの明智・ホームズたん
ていの本がなくなっていて…
【利用対象】幼児(0～5歳)

ほんとに本はやくにたつ
クロード・ブージョン／文と絵 末松 氷海子／訳
セーラー出版
1991.7
【利用対象】小初

Z953/ﾌﾞｼﾞ/

そらをとんだ本
ピエール・ロリ／文 レベッカ・ドートゥルメール／絵 中井 珠子／訳
講談社
2005.9
Z953/ﾛﾘ/
【内容紹介】
ほら、とんでごらんよ。マリオンのかばんから、すべり落ちてしまった「本」。
かささぎの巣の中で、ひなたちにイカロスの話をするうちに、自由に空を飛んで
みたくなって…。知らない世界に飛び出しちゃった本のお話。
【利用対象】幼児(0～5歳)，小初

図書館だいすき
マルタ・アビレス／文・絵 清水 透／訳
蝸牛社
1996.7
Z963/ｱﾋﾞ/
【内容紹介】
ぼく、図書館ってだーいすきさ。図書館は本の町。だからぼくの楽しみは、その
町の秘密をさがしだすことなんだ。本を読むことの楽しさを素直に教えてくれる
絵本。
【利用対象】幼児(0～5歳)，小初
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日本の絵本

そらにげろ
赤羽 末吉／さく
偕成社
1978.11
【利用対象】幼児(0～5歳)

Z726.5/ｱｶ/

やこうれっしゃ
西村 繁男／さく
福音館書店
1983.3
【利用対象】幼児(3～5歳)，般

Z726.6/ﾆｼ/

きかんしゃやえもん
阿川 弘之／文 岡部 冬彦／絵
岩波書店
1959.12
【利用対象】幼児(3～5歳)，小初

Z913.8/ｱｶﾞ/

あさになったのでまどをあけますよ
荒井 良二／著
偕成社
2011.12
【利用対象】幼児(3～5歳)

YZ913.8/ｱﾗ/

うさぎのくれたバレエシューズ
安房 直子／文 南塚 直子／絵
小峰書店
1989.10
【利用対象】幼児(0～5歳)，小初

Z913.8/ｱﾜ/

がたんごとんがたんごとん
安西 水丸／さく
福音館書店
1987.6
【利用対象】幼児(0～5歳)

Z913.8/ｱﾝ/

ちいさなねこ
石井 桃子／さく 横内 襄／え
福音館書店
1967.1
【利用対象】幼児(0～5歳)，小初

Z913.8/ｲｼ/

ふしぎなたいこ
石井 桃子／ぶん 清水 崑／え
岩波書店
1953.12
【利用対象】幼児(0～5歳)，小初
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Z913.8/ｲｼ/

天人女房
稲田 和子／再話 太田 大八／絵
童話館出版
2007.7
【利用対象】小初

Z913.8/ｲﾅ/

１４ひきのあさごはん
いわむら かずお／さく
童心社
1983.7
【利用対象】幼児(0～5歳)

Z913.8/ｲﾜ/

すやすやタヌキがねていたら
内田 麟太郎／文 渡辺 有一／絵
文研出版
2009.3
【利用対象】幼児(3～5歳)，小初

Z913.8/ｳﾁ/

ともだちや
内田 麟太郎／作 降矢 なな／絵
偕成社
1998.1
【利用対象】幼児(3～5歳)

Z913.8/ｳﾁ/

だるまさんが
かがくい ひろし／さく
ブロンズ新社
2008.1
【利用対象】幼児(0～2歳)

Z913.8/ｶｶﾞ/

からすのパンやさん
加古 里子／絵と文
偕成社
1973.9
【利用対象】幼児(3～5歳)，小初

Z913.8/ｶｺ/

だるまちゃんとてんぐちゃん
加古 里子／さく・え
福音館書店
1967.2
【利用対象】幼児(3～5歳)，小初

Z913.8/ｶｺ/

お化け屋敷へようこそ
川端 誠／作
BL出版
【利用対象】小初

2008.7

Z913.8/ｶﾜ/

川端 誠／[作]
クレヨンハウス
1998.4
【利用対象】小初，小中

Z913.8/ｶﾜ/

じゅげむ

たまごのあかちゃん
かんざわ としこ／ぶん やぎゅう げんいちろう／え
福音館書店
1993.2
Z913.8/ｶﾝ/
【利用対象】幼児(0～5歳)
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ぽとんぽとんはなんのおと
神沢 利子／さく 平山 英三／え
福音館書店
1980.2
【利用対象】幼児(3～5歳)，小初

Z913.8/ｶﾝ/

かばくん
岸田 衿子／さく 中谷 千代子／え
福音館書店
1962.9
【利用対象】幼児(3～5歳)，小初

Z913.8/ｷｼ/

なにをたべてきたの？
岸田 衿子／文 長野 博一／絵
佼成出版社
1978.5
【利用対象】幼児(0～5歳)

Z913.8/ｷｼ/

かにむかし
木下 順二／文 清水 崑／絵
岩波書店
1959.12
【利用対象】幼児(3～5歳)，小初

Z913.8/ｷﾉ/

いないいないばああそび
きむら ゆういち／さく
偕成社
1988.12
【利用対象】幼児(0～5歳)

Z913.8/ｷﾑ/

ノンタンおねしょでしょん
キヨノ サチコ／作絵
偕成社
1978.4
【利用対象】幼児(0～5歳)

Z913.8/ｷﾖ/

わにわにのごちそう
小風 さち／ぶん 山口 マオ／え
福音館書店
2002.2
【利用対象】幼児(0～5歳)

Z913.8/ｺｶ/

おかあさん、げんきですか。
後藤 竜二／作 武田 美穂／絵
ポプラ社
2006.4
【利用対象】幼児(0～5歳)，小初

Z913.8/ｺﾞﾄ/

さる・るるる
五味 太郎／作・画
絵本館
1979.11
【利用対象】幼児(0～5歳)

わにさんどきっ

Z913.8/ｺﾞﾐ/

はいしゃさんどきっ

五味 太郎／作・絵
偕成社
1984.5
【利用対象】幼児(0～5歳)
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Z913.8/ｺﾞﾐ/

花さき山
斎藤 隆介／作 滝平 二郎／絵
岩崎書店
1969.12
【利用対象】幼児(3～5歳)

Z913.8/ｻｲ/

ぼくおかあさんのこと…
酒井 駒子／文・絵
文渓堂
2000.5
【利用対象】幼児(0～5歳)

Z913.8/ｻｶ/

やっぱりおおかみ
ささき まき／さく・え
福音館書店
1977.4
【利用対象】幼児(3～5歳)，小初

Z913.8/ｻｻ/

おおきなきがほしい
さとう さとる／ぶん むらかみ つとむ／え
偕成社
1971.1
【利用対象】幼児(3～5歳)，小初

Z913.8/ｻﾄ/

せんたくかあちゃん
さとう わきこ／さく・え
福音館書店
1982.8
【利用対象】幼児(3～5歳)，小初

Z913.8/ｻﾄ/

おじさんのかさ
佐野 洋子／おはなし・え
銀河社
1974.7
【利用対象】幼児(0～5歳)

Z913.8/ｻﾉ/

100万回生きたねこ
佐野 洋子／作・絵
講談社
1977.10
【利用対象】幼児(0～5歳)

Z913.8/ｻﾉ/

ちいちゃんとさんりんしゃ
しみず みちを／作
ほるぷ出版
1983.4
【利用対象】幼児(0～5歳)

Z913.8/ｼﾐ/

エンソくんきしゃにのる
スズキ コージ／さく
福音館書店
1986.7
【利用対象】幼児(3～5歳)，小初

Z913.8/ｽｽﾞ/

ねないこだれだ
せな けいこ／さく・え
福音館書店
1969.11
【利用対象】幼児(0～5歳)
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Z913.8/ｾﾅ/

わんわんわんわん
高畠 純／作
理論社
1993.4
【利用対象】幼児(0～5歳)

Z913.8/ﾀｶ/

とべバッタ
田島 征三／作
偕成社
1988.7
【利用対象】幼児(0～5歳)

Z913.8/ﾀｼ/

じごくのそうべえ 桂米朝・上方落語・地獄八景より
田島 征彦／作
童心社
1978.5
【利用対象】幼児(0～5歳)

Z913.8/ﾀｼﾞ/

ねずみさんのながいパン
多田 ヒロシ／作
こぐま社
2000.6
【利用対象】幼児(0～5歳)

Z913.8/ﾀﾀﾞ/

トマトさん
田中 清代／さく
福音館書店
2006.7
【利用対象】幼児(3～5歳)，小初

Z913.8/ﾀﾅ/

もこもこもこ
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
1977
Z913.8/ﾀﾆ/
【利用対象】幼児(0～5歳)

ありとすいか
たむら しげる／作
リブロポート
1990.6
【利用対象】幼児(0～5歳)

Z913.8/ﾀﾑ/

チューチューこいぬ
長 新太／さく
BL出版
1992.1
【利用対象】幼児(0～5歳)

Z913.8/ﾁｮ/

ちへいせんのみえるところ
長 新太／作
ビリケン出版
1998.10
【利用対象】幼児(0～5歳)，小初

Z913.8/ﾁﾖ/

はみがきシュッシュッ
つちだ よしはる／作
リーブル
2005.5
【利用対象】幼児(0～5歳)

22

YZ913.8/ﾂﾁ/

おしゃべりなたまごやき
寺村 輝夫／作 長 新太／画
福音館書店
1972.12
【利用対象】幼児(0～5歳)

Z913.8/ﾃﾗ/

どんどこももんちゃん
とよた かずひこ／さく・え
童心社
2001.9
【利用対象】幼児(0～5歳)

Z913.8/ﾄﾖ/

ぐりとぐら
中川 李枝子／作 大村 百合子／絵
福音館書店
1963.12
【利用対象】幼児(0～5歳)，小初

Z913.8/ﾅｶ/

ぞうくんのさんぽ
なかの ひろたか／さく・え なかの まさたか／レタリング
福音館書店
1977.4
Z913.8/ﾅｶ/
【利用対象】幼児(0～5歳)，小初

そらいろのたね
中川 李枝子／さく 大村 百合子／え
福音館書店
1979.5
【利用対象】幼児(3～5歳)，小初

Z913.8/ﾅｶ/

そらまめくんのベッド
なかや みわ／さく・え
福音館書店
1999.9
【利用対象】幼児(0～5歳)，小初

Z913.8/ﾅｶ/

ねずみくんのチョッキ
なかえ よしを／作 上野 紀子／絵
ポプラ社
1974.8
【利用対象】幼児(0～5歳)

Z913.8/ﾅｶ/

ふしぎなナイフ
中村 牧江・林 建造／さく 福田 隆義／え
福音館書店
1997.2
【利用対象】幼児(3～5歳)，小初

Z913.8/ﾅｶ/

おとうさんがおとうさんになった日
長野 ヒデ子／作
童心社
2002.5
【利用対象】幼児(0～5歳)，小初

Z913.8/ﾅｶﾞ/

ごんぎつね
にいみ なんきち／ぶん みた げんじろう／え
ポプラ社
1969.3
【利用対象】幼児(0～5歳)，小初
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Z913.8/ﾆｲ/

手ぶくろを買いに
新美 南吉／作 黒井 健／絵
偕成社
1988.3
【利用対象】小中

Z913.8/ﾆｲ/

わたしのワンピース
にしまき かやこ／えとぶん
こぐま社
1969.12
【利用対象】幼児(0～5歳)

Z913.8/ﾆｼ/

いいからいいから
長谷川 義史／作
絵本館
2006.10
【利用対象】幼児(0～5歳)

Z913.8/ﾊｾ/

きょだいなきょだいな
長谷川 摂子／作 降矢 なな／絵
福音館書店
1994.8
【利用対象】幼児(0～5歳)，小初

Z913.8/ﾊｾ/

めっきらもっきらどおんどん
長谷川 摂子／作 ふりや なな／画
福音館書店
1990.3
【利用対象】幼児(3～5歳)，小初

Z913.8/ﾊｾ/

１１ぴきのねこ
馬場 のぼる／著
こぐま社
1967.4
【利用対象】幼児(0～5歳)

Z913.8/ﾊﾞﾊﾞ/

ないたあかおに
はまだ ひろすけ／ぶん いけだ たつお／え
偕成社
1965.12
【利用対象】幼児(0～5歳)

YZ913.8/ﾊﾏ/

おつきさまこんばんは
林 明子／さく
福音館書店
1986.6
【利用対象】幼児(0～5歳)

Z913.8/ﾊﾔ/

おててがでたよ
林 明子／さく
福音館書店
1986.6
【利用対象】幼児(0～2歳)

Z913.8/ﾊﾔ/

こんとあき
林 明子／さく
福音館書店
1989.6
【利用対象】幼児(0～5歳)，小初
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Z913.8/ﾊﾔ/

でてこいでてこい
はやし あきこ／さく
福音館書店
1998.4
【利用対象】幼児(0～2歳)

Z913.8/ﾊﾔ/

ぶたぶたくんのおかいもの
土方 久功／さく え
福音館書店
1985.2
【利用対象】幼児(3～5歳)，小初

Z913.8/ﾋｼﾞ/

かえるをのんだととさん
日野 十成／再話 斎藤 隆夫／絵
福音館書店
2008.1
【利用対象】幼児(3～5歳)，小初

Z913.8/ﾋﾉ/

くだもの
平山 和子／さく
福音館書店
1981.10
【利用対象】幼児(0～5歳)

Z913.8/ﾋﾗ/

やさい
平山 和子／さく
福音館書店
1982.9
【利用対象】幼児(0～5歳)

Z913.8/ﾋﾗ/

おしいれのぼうけん
ふるた たるひ たばた せいいち／さく
童心社
1974.11
【利用対象】幼児(0～5歳)

Z913.8/ﾌﾙ/

さくらさひめの大しごと
古田 足日／文 福田 岩緒／絵
童心社
2001.9
【利用対象】小初

Z913.8/ﾌﾙ/

うまれたてのいろ
ほんま まゆみ／さく みち いずみ／え
小峰書店
2003.6
【利用対象】幼児(0～5歳)

Z913.8/ﾎﾝ/

いないいないばあ
松谷 みよ子／文 瀬川 康男／画
童心社
1981.5
【利用対象】幼児(0～5歳)

Z913.8/ﾏﾂ/

おふろでちゃぷちゃぷ
松谷 みよ子／文 いわさき ちひろ／絵
童心社
1994.9
【利用対象】幼児(0～5歳)
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Z913.8/ﾏﾂ/

こぎつねキッコ
松野 正子／文 梶山 俊夫／絵
童心社
1985.10
【利用対象】幼児(0～5歳)

Z913.8/ﾏﾂ/

じゃあじゃあびりびり
まつい のりこ／作・絵
偕成社
2001.8
【利用対象】幼児(0～5歳)

Z913.8/ﾏﾂ/

だいくとおにろく
松居 直／再話 赤羽 末吉／画
福音館書店
1967.2
【利用対象】幼児(0～5歳)，小初

Z913.8/ﾏﾂ/

つつじのむすめ
松谷 みよ子／文 丸木 俊／画
あかね書房
1974.11
【利用対象】小初

Z913.8/ﾏﾂ/

のせてのせて
松谷 みよ子／文 東光寺 啓／絵
童心社
1969.7
【利用対象】幼児(0～2歳)

Z913.8/ﾏﾂ/

ばいばい
まつい のりこ／作・絵
偕成社
2001.8
【利用対象】幼児(0～5歳)

Z913.8/ﾏﾂ/

ぴょーん
まつおか たつひで／作・絵
ポプラ社
2000.6
【利用対象】幼児(0～5歳)

Z913.8/ﾏﾂ/

ももたろう
まつい ただし／文 赤羽 末吉／画
福音館書店
1965.2
【利用対象】幼児(0～5歳)

Z913.8/ﾏﾂ/

くっついた
三浦 太郎／作・絵
こぐま社
2005.8
【利用対象】幼児(0～2歳)

Z913.8/ﾐｳ/

たろうのおでかけ
村山 桂子／さく 堀内 誠一／え
福音館書店
1966.7
【利用対象】幼児(3～5歳)，小初
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Z913.8/ﾑﾗ/

こんこんさまにさしあげそうろう
森 はな／さく 梶山 俊夫／え
ＰＨＰ研究所
1982.2
【利用対象】幼児(0～5歳)

Z913.8/ﾓﾘ/

あまがさ
やしま たろう／[作]
福音館書店
1963.8
【利用対象】幼児(3～5歳)，小初

Z913.8/ﾔｼ/

てがみをください
やました はるお／さく むらかみ つとむ／え
文研出版
1976.12
【利用対象】幼児(0～5歳)，小初

Z913.8/ﾔﾏ/

くまとやまねこ
湯本 香樹実／ぶん
河出書房新社
【利用対象】小初

酒井 駒子／え
2008.4

Z913.8/ﾕﾓ/

かえるのあまがさ
与田 準一／著 那須 良輔／画
童心社
1977.6
【利用対象】幼児(0～5歳)，小初

Z913.8/ﾖﾀﾞ/

おばけのどろんどろんとぴかぴかおばけ
わかやま けん／作・絵
ポプラ社
1981.8
【利用対象】幼児(0～5歳)

Z913.8/ﾜｶ/

しろくまちゃんのほっとけーき
わかやま けん／〔絵〕
こぐま社
1972.10
【利用対象】幼児(0～5歳)

Z913.8/ﾜｶ/

しょうぼうじどうしゃじぷた
渡辺 茂男／さく 山本 忠敬／え
福音館書店
1966.6
【利用対象】幼児(3～5歳)，小初
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Z913.8/ﾜﾀ/

海外の絵本
三びきのこぶた
イギリス昔話 瀬田 貞二／訳 山田 三郎／画
福音館書店
1960.5
【利用対象】幼児(３～5歳)，小初

Z388.33/ｾﾀ/

スーホの白い馬
大塚勇三／再話 赤羽 末吉／画
福音館書店
1967.10
Z923.7/ｵｵ/
【内容紹介】
貧しいけれど働き者の羊飼いの少年スーホ。草原で拾った白い子馬を一生懸命に育てる
のだが…。少年と馬との悲しくも美しい民話。産経児童出版文化賞（第15回），厚生省
児童福祉文化奨励賞
【利用対象】幼児(3～5歳)，小初

王さまと九人のきょうだい
君島 久子／訳 赤羽 末吉／絵
岩波書店
1969.11
【利用対象】幼児(0～5歳)，小初

Z929.13/ｱｶ/

かようびのよる
デヴィッド・ウィーズナー／作 当麻 ゆか／訳
福武書店
1992.1
Z933/ｳｲ/
【内容紹介】
その晩、あたりが暗くなると、なにかが起こる…。豊かなイメージのイラストレーショ
ンで描く、コールデコット賞・絵本にっぽん賞特別賞受賞作。コールデコット賞
（1992年）
【利用対象】幼児(0～5歳)

漂流物
デイヴィッド・ウィーズナー／作
BL出版
2007.5
Z933.7/ｳｲ/
【内容紹介】
浜辺に打ち上げられた一台の古いカメラ。ひろった少年が中のフィルムを現像してみる
と、そこには驚くような世界がうつっていた…。ウィーズナーのリアルで精緻な描写で
表現された、文字のない絵本。コールデコット賞（2007年）
【利用対象】小初，小中

しろいうさぎとくろいうさぎ
ガース・ウイリアムズ／ぶん,え まつおか きょうこ／やく
福音館書店
1965.6
Z933/ｳｲ/
【内容紹介】
しろいうさぎとくろいうさぎ、二匹の小さなうさぎが、広い森のなかに住んでいまし
た。墨絵のような濃淡でやわらかくつづられた絵本。
【利用対象】小初，小中

すてきな三にんぐみ
トミー・アンゲラー／さく いまえ よしとも／やく
偕成社
1969.12
Z933.7/ｳﾝ/
【内容紹介】
黒マントに黒い帽子がトレードマークで、宝集めに夢中だった三人組の泥棒が、すてき
なことを思いつきました…。
【利用対象】幼児(0～5歳)，小初
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もりのなか
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
1963.12
Z933.7/ｴﾂ/
【利用対象】小初，小中

わたしとあそんで
マリー・ホール・エッツ／ぶん え よだ じゅんいち／やく
福音館書店
1968.8
Z933.7/ｴﾂ/
【利用対象】幼児(3～5歳)，小初

おちゃのじかんにきたとら
ジュディス・カー／絵と文 春海 耕平／訳
童話館
1993.12
【内容紹介】

Z933/ｶ/

ソフィーとお母さんが、お茶の時間にしようと腰をおろした、ちょうどその時、玄関の
ベルがなりました。いったい誰かと思ったら、なんと、大きなトラだったのです。トラ
は、お茶のごちそうになろうとやってきたのでした。
【利用対象】幼児(0～5歳)

１００まんびきのねこ
ワンダ・ガアグ／ぶん・え いしい ももこ／やく
福音館書店
1961.1
【利用対象】幼児(3～5歳)，小初

Z933.7/ｶﾞｱ/

パパ、お月さまとって！
エリック＝カール／さく
偕成社
【内容紹介】

もり ひさし／やく
1990.7

Z933.7/ｶﾙ/

「パパ、お月さまとって!」 モニカにせがまれたパパは、長いはしごをのぼって月に会い
にいきます…。
【利用対象】幼児(0～5歳)

月ようびはなにたべる?
エリック・カール／え
偕成社
【内容紹介】

もり ひさし／やく
1994.5

Z933/ｶﾙ/

今日は月よう日、何食べる? アメリカのわらべ唄が、エリック・カールの生命力に満ち
た動物たちの登場で力強い絵本になった。巻末の楽譜により、歌いながらページをめく
ることができる。
【利用対象】幼児(0～5歳)

３びきのくま
ポール・ガルドン／作 ただ ひろみ／やく
ほるぷ出版
1975.10
【利用対象】幼児(3～5歳)

Z933/ｶﾞﾙ/

はなをくんくん
ルース・クラウス／ぶん マーク・サイモント／え
福音館書店
1967.3
【利用対象】小初，小中
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きじま はじめ／やく
Z933/ｸﾗ/

わゴムはどのくらいのびるかしら?
マイク・サーラー／ぶん
ほるぷ出版
【内容紹介】

ジェリー・ジョイナー／え きしだ えりこ／やく
2000.7
Z933.7/ｻﾗ/

ある日、ぼうやは輪ゴムがどれくらい伸びるか試してみることにしました。部屋から外
へ、バスで、汽車で、飛行機で、輪ゴムはどんどん、どんどん、どんどん伸びて…。
【利用対象】幼児(0～5歳)

アンナの赤いオーバー
ハリエット・ジィーフェルト／ぶん アニタ・ローベル／え 松川 真弓／やく
評論社
1990.12
Z933/ｼﾞｲ/
【利用対象】小初

どろんこハリー
ジーン・ジオン／ぶん
福音館書店
【内容紹介】

マーガレット・ブロイ・グレアム／え わたなべ しげお／やく
1964.3
Z933/ｼﾞｵ/

ハリーは、黒いぶちのある白いいぬです。なんでもすきだけど、おふろにはいることだ
けはだいきらいでした。ある日、おふろにお湯をいれる音がきこえてくると…
【利用対象】小初，小中

おおきな木
シェル・シルヴァスタイン／作 村上 春樹／訳
あすなろ書房
2010.9
【内容紹介】

Z933.7/ｼﾙ/

いつでもそこにあるりんごの木。成長し変わっていく少年。それでも木は、少年に惜し
みなく愛を与え続けた-。世界で読み継がれているロングセラー絵本を村上春樹が新訳。
【利用対象】小初

かいじゅうたちのいるところ
モーリス・センダック／さく じんぐう てるお／やく
冨山房
1975.12
Z933.7/ｾﾝ/
【内容紹介】
ある晩、マックスはおおかみのぬいぐるみを着ると、いたずらをはじめておおあばれ。
とうとう寝室にほうりこまれた。すると、寝室ににょきりにょきりと木がはえだして
…。コールデコット賞（1964年）
【利用対象】幼児(0～5歳)

チキンスープ・ライスいり
モーリス・センダック／さく じんぐう てるお／やく
冨山房
1986.8
Z933.7/ｾﾝ/
【利用対象】幼児(0～5歳)

まよなかのだいどころ
モーリス・センダック／さく じんぐう てるお／やく
冨山房
1982.9
Z933/ｾﾝ/
【利用対象】幼児(0～5歳)
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ちいさいおうち
バージニア・リー・バートン／文・絵
岩波書店
1954.4
【内容紹介】

石井 桃子／訳
Z933.7/ﾊﾞﾄ/

静かないなかに、ちいさなおうちがたっていました。リンゴの木や畑にかこまれて、た
いへんしあわせでしたが、まわりに工場がたち、電車が通って、にぎやかな町になると
…。コールデコット賞（1943年）
【利用対象】幼児(3～5歳)，小初

いたずらきかんしゃちゅうちゅう
バージニア・リー・バートン／ぶん え むらおか はなこ／やく
福音館書店
1961.8
Z933/ﾊﾞﾄ/
【利用対象】幼児(3～5歳)，小初，小中

ごきげんならいおん
ルイーズ・ファティオ／ぶん ロジャー・デュボアザン／え むらおか はなこ／やく
福音館書店
1964.4
Z933.7/ﾌｱ/
【利用対象】幼児(3～5歳)，小初，小中

まりーちゃんとひつじ
フランソワーズ／文・絵 与田 準一／訳
岩波書店
1956.12
【利用対象】幼児(0～5歳)，小初

Z933.7/ﾌﾗ/

おやすみなさいのほん
マーガレット・ワイズ・ブラウン／ぶん
福音館書店
1962.1
【利用対象】幼児(0～5歳)

ジャン・シャロー／え いしい ももこ／やく
Z933.7/ﾌﾞﾗ/

三びきのやぎのがらがらどん
マーシャ・ブラウン／え
福音館書店
【内容紹介】

せた ていじ／やく
1965.7

Z933/ﾌﾞﾗ/

山の草をたべて太ろうとする3匹のヤギのがらがらどんと、谷川でまちうけるトロル(お
に)の対決の物語。ブラウンの絵には北欧の自然が見事に再現されています。
【利用対象】幼児(3～5歳)，小初

せかい１おいしいスープ
マーシャ・ブラウン／え わたなべ しげお／やく
ペンギン社
1979.10
【利用対象】幼児(0～5歳)

Z933/ﾌﾞﾗ/

ぼくにげちゃうよ
マーガレット・Ｗ・ブラウン／ぶん クレメント・ハード／え いわた みみ／やく
ほるぷ出版
1976.9
Z933/ﾌﾞﾗ/
【内容紹介】
ある日、子うさぎは母さんうさぎに言いました。「ぼく、逃げちゃうよ」 すると母さん
うさぎが言いました。「おまえが逃げたら、母さんは追いかけますよ」…。
【利用対象】幼児(0～5歳)
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マドレーヌといぬ
ルドウィッヒ・ベーメルマンス／作・画
福音館書店
1973.5
【内容紹介】
コールデコット賞（1954年）
【利用対象】幼児(3～5歳)

瀬田 貞二／訳
Z933/ﾍﾞﾒ/

かもさんおとおり
ロバート・マックロスキー／ぶん・え
福音館書店
1965.5
【内容紹介】

わたなべ しげお／やく
Z933.7/ﾏﾂ/

森の中にはきつねがいるし、水の中にはかめがいる…。かもさんふうふが、子どもを育
てる場所を探していました。やがて、見つけたみずべのしげみで、こがもたちがうまれ
ました…。コールデコット賞（1942年）
【利用対象】小初，小中

サリーのこけももつみ
ロバート・マックロスキー／文 絵 石井 桃子／訳
岩波書店
1986.5
Z933.7/ﾏﾂ/
【利用対象】幼児(0～5歳)，小初

どうながのプレッツェル
マーグレット・レイ／ぶん H．A．レイ／え
福音館書店
1978.10
【利用対象】幼児(3～5歳)

わたなべ しげお／やく
Z933/ﾚｲ/

アレクサンダとぜんまいねずみ ともだちをみつけたねずみのはなし
レオ・レオニ／作
好学社
【内容紹介】

谷川 俊太郎／訳
1969

Z933/ﾚｵ/

ねずみのアレクサンダは、子どもたちにちやほやされる玩具のぜんまいねずみがうらや
ましくて仕方ありません。ところがある日…
【利用対象】幼児(0～5歳)

スイミー ちいさなかしこいさかなのはなし
レオ・レオニ／作
好学社
【内容紹介】

谷川 俊太郎／訳
1989

Z933/ﾚｵ/

泳ぐのが誰よりも速い魚スイミー。ある日、恐ろしいまぐろに襲われて、兄弟たちが1匹
残らず飲み込まれてしまった。逃げたのはスイミーだけで…。サンケイ児童出版文化
賞，国際絵本ビエンナーレ金のリンゴ賞（第1回）
【利用対象】幼児(0～5歳)

どろんここぶた
アーノルド・ローベル／作 岸田衿子／訳
文化出版局
1971.11
【利用対象】小初
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Z933/ﾛﾍﾞ/

ふたりはともだち
アーノルド・ローベル／作 三木 卓／訳
文化出版局
1972.11
【利用対象】小初，小中

Z933/ﾛﾍﾞ/

おおかみと七ひきのこやぎ
グリム／〔原作〕 フェリクス・ホフマン／え
福音館書店
1967.4
【利用対象】幼児(3～5歳)，小初，小中

せた ていじ／やく
Z943.6/ｸﾞﾘ/

かえるの王さま または忠臣ハインリヒ
グリム／[原作] ビネッテ・シュレーダー／絵
岩波書店
1992.6
【利用対象】幼児(0～5歳)，小初

矢川 澄子／訳
Z943.6/ｸﾞﾘ/

まっくろネリノ
ヘルガ=ガルラー／さく
偕成社
【内容紹介】

やがわ すみこ／やく
1973.7

Z943.7/ｶﾞﾙ/

オーストリア児童文学賞（1968年度）
【利用対象】幼児(3～5歳)

にじいろのさかな
マーカス・フィスター／作 谷川 俊太郎／訳
講談社
1995.11
【内容紹介】

Z943/ﾌｲ/

にじいろに輝くうろこを持った、にじうお。誰からも相手にされないにじうおは、ひと
でや、たこに悩みを打ち明けるが…。にじうおのうろこがキラキラと輝く絵本。
【利用対象】幼児(0～5歳)

ころころ

パンケーキ

スヴェン＝オットー／絵

ペーテル＝クリステン＝アスビヨルンセン、ヨルゲン＝モー／文
やまのうち きよこ／訳
偕成社
1983.12
Z949.63/ｱｽ/
【利用対象】幼児(0～5歳)

ちいさなちいさなおばあちゃん
エルサ・ベスコフ／作
偕成社
【内容紹介】

いしい としこ／訳
2001.9

Z949.83/ﾍﾞｽ/

ちいさなちいさなおばあちゃんが小猫にミルクを飲まれてしまうという、作者が祖母か
ら聞いた小話をほほえましく美しい絵本に。作者のデビュー作であり、ヨーロッパで百
年以上も愛読されてきた古典的な名作を初紹介。
【利用対象】幼児(0～5歳)
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ロッタちゃんとじてんしゃ
リンドグレーン／さく
偕成社
【内容紹介】

ヴィークランド／え
1976.4

やまむろ しずか／やく
Z949.83/ﾘﾝ/

ロッタちゃんはすえっ子。兄さんや姉さんとおなじように自転車がほしいのに、みんな
は「まだはやすぎる」というのです。そこで、おとなりの物置から大人用の自転車を
ひっぱりだして…。国際アンデルセン賞作家賞
【利用対象】幼児(0～5歳)

アンジュール ある犬の物語
ガブリエル・バンサン／作
ブックローン出版
1986.5
【内容紹介】

Z953/ﾊﾞﾝ/

産経児童出版文化賞美術賞（第34回）
【利用対象】幼児(0～5歳)，小初

木を植えた男
ジャン・ジオノ／原作
あすなろ書房
【内容紹介】

フレデリック・バック／絵
1989.12

寺岡 襄／訳
Z959/ｼﾞｵ/

絵本にっぽん賞特別賞（第13回）
【利用対象】小中

あかいふうせん
イエラ・マリ／さく
ほるぷ出版
1976.9
【利用対象】幼児(0～5歳)

Z973/ﾏﾘ/

おおきなかぶ
内田 莉莎子／再話 佐藤 忠良／画
福音館書店
1972.7
【利用対象】幼児(0～5歳)，小初

Z983/ｳﾁ/

おだんごぱん
ロシア民話 せた ていじ／やく わきた かず／え
福音館書店
1966.5
【利用対象】幼児(3～5歳)，小初

Z983/ｾﾀ/

てぶくろ
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
1965.11
Z983/ﾗﾁ/
【利用対象】幼児(3～5歳)

ラチとらいおん
マレーク・ベロニカ／ぶん・え とくなが やすとも／やく
福音館書店
1965.7
Z993.73/ﾏﾚ/
【利用対象】幼児(3～5歳)，小初
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