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はな みがわ
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 児童
じ ど う

展示
て ん じ

 

                           展示
て ん じ

期間
き か ん

：２０１９年１０月 18日（金）～１１月２０日（水） 

 

 

 

だいすき 
 

おとうさん、おかあさん 



 

みんなは、おとうさん、おかあさんのこと、

だいすきですか？ 

 

ぜひ、おとうさんとおかあさんといっしょに

絵本
え ほ ん

の時間
じ か ん

を楽
たの

しみましょう！ 

おすすめの本
ほん

を展示
て ん じ

しています。 

ぜひ、ご覧
らん

ください。 

 



　　　　おとうさん、おかあさんだいすき　図書リスト
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

しょめい ちょしゃめい しゅっぱんしゃ せいきゅうきごう タイトルコード

なんでもパパといっしょだよ フランク・アッシュ／えとぶん、山口 文生／やく 評論社 Ｅアツ． 1000010097276

いないいないばあ 松谷 みよ子／文、瀬川 康男／え 童心社 Ｅセガ． 1000010022481

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 ほるぷ出版 Ｅハド． 1000010049637

うさこちゃんとあかちゃん ディック・ブルーナ／ぶん・え、まつおか きょうこ／やく 福音館書店 Ｅブル． 1000510034311

くろねこかあさん 東 君平／さく 福音館書店 Ｅヒガ． 1000010154205

おかあさんだいすき [まーじょりー・ふらっく／文と絵]、光吉 夏弥／訳・編 岩波書店 Ｅフラ． 1000010084849

せんべせんべやけた こばやし えみこ／案、ましま せつこ／絵 こぐま社 Ｅマシ． 1000610092540

ととけっこうよがあけた こばやし えみこ／案、ましま せつこ／絵 こぐま社 Ｅマシ． 1000510062257

くっついた 三浦 太郎／作・絵 こぐま社 Ｅミウ． 1000510076703

おうまさんしてー! 三浦 太郎／作・絵 こぐま社 Ｅミウ． 1000800376516

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 Ｅヤギ． 1000010286578

どうぶつのおやこ 藪内 正幸／画 福音館書店 Ｅヤブ． 1000010002317

おかあさんといっしょ 藪内 正幸／さく 福音館書店 Ｅヤブ． 1000010093801

どうぶつのおかあさん 小森 厚／ぶん、藪内 正幸／え 福音館書店 Ｅヤブ． 1000010071082

うちにあかちゃんがうまれるの いとう えみこ／文、伊藤 泰寛／写真 ポプラ社 Ｅイト 1000410117336

ワニのライル、おかあさんをみつける バーナード・ウェーバー／さく、小杉 佐恵子／やく 大日本図書 Ｅウエ 1000010088759



あかちゃんがやってくる ジョン・バーニンガム／作、ヘレン・オクセンバリー／絵 イースト・プレス Ｅオク 1000800578082

ねずみのとうさんアナトール イブ・タイタス／文、ポール・ガルドン／絵 童話館 Ｅガル 1000010386180

6さいのきみへ 佐々木 正美／文、佐竹 美保／絵 小学館 Ｅサタ 1000800620608

いのちは見えるよ 及川 和男／作、長野 ヒデ子／絵 岩崎書店 Ｅナガ 1000210008312

おかあさんがおかあさんになった日 長野 ヒデ子／さく 童心社 Ｅナガ 1000010308560

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 Ｅナガ 1000210046046

おとうさんとさんぽ にしかわ おさむ／ぶん・え 教育画劇 Ｅニシ 1000010128766

あやちゃんのうまれたひ 浜田 桂子／さく・え 福音館書店 Ｅハマ 1000010600107

あそぼうあそぼうおかあさん 浜田 桂子／さく 福音館書店 Ｅハマ 1000210098497

あそぼうあそぼうおとうさん 浜田 桂子／さく 福音館書店 Ｅハマ 1000010509247

こすずめのぼうけん ルース・エインズワース／作、石井 桃子／訳 福音館書店 Ｅホリ 1000210044732

いっぱいうたって! ましま せつこ／絵 こぐま社 Ｅマシ 1000310091176

あんたがたどこさ ましま せつこ／絵 こぐま社 Ｅマシ 1000010455687

あがりめさがりめ ましま せつこ／絵 こぐま社 Ｅマシ 1000010333473

ママってすごいね! ミック・マニング／さく、ブリタ・グランストローム／さく 評論社 Ｅマニ 1000210033618

おおきくなるっていうことは 中川 ひろたか／文、村上 康成／絵 童心社 Ｅムラ 1000010602380

ちいさなねこ 石井 桃子／さく、横内 襄／え 福音館書店 Ｅヨコ 1000800081919

とうさん おはなしして アーノルド・ローベル／作、三木 卓／訳 文化出版局 ９３ロベ 1000010049570

おかあさん おめでとう 神沢 利子／作、井上 洋介／絵 ポプラ社 カン 1000010060754

おとうさんがいっぱい 三田村 信行／作、佐々木 マキ／絵 理論社 ミタ 1000310014950

赤ちゃんとふれあおう１ 寺田 清美／著 汐文社 599 1000800860397



赤ちゃんとふれあおう２ 寺田 清美／著 汐文社 599 1000800882192

赤ちゃんとふれあおう３ 寺田 清美／著 汐文社 599 1000800917619

子どもとお母さんのあそびうたえほん 小林 衛己子／編、大島 妙子／絵 のら書店 76 1000010858996

あかちゃんとお母さんのあそびうたえほん 小林 衛己子／編、大島 妙子／絵 のら書店 76 1000010559919

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　花見川図書館花見川団地分館　児童展示

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　展示期間：2019年10月18日（金）～11月20日（水）


