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　　　　　　　よんでみよう　図書リスト
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　花見川図書館花見川団地分館　児童展示

（はじめて出会うあかちゃん絵本０才～2才）

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

あがりめさがりめ ましま せつこ／絵 こぐま社 Eマシ

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

いぬがいっぱい グレース・スカール／さく、やぶき みちこ／やく 福音館書店 Ｅスカ

にんじん せな けいこ／さく・え 福音館書店 Ｅセナ

おかあさんといっしょ 藪内 正幸／さく 福音館書店 Ｅヤブ

おかあさんとこども H.A.レイ／作、石竹 光江／訳 文化出版局 Ｅレイ

おつきさまこんばんは 林 明子／さく 福音館書店 Ｅハヤ

おひさまあはは 前川 かずお／作・絵 こぐま社 Ｅマエ

おはよう なかがわ りえこ／さく、やまわき ゆりこ／え グランまま社 Ｅヤマ

おやすみ なかがわ りえこ／さく、やまわき ゆりこ／え グランまま社 Ｅヤマ

おやすみなさいコッコさん 片山 健／さく・え 福音館書店 Ｅカタ

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、ジャン・
シャロー／え

福音館書店 Ｅシャ

おんなじ おんなじ 多田 ヒロシ／え・文 こぐま社 Ｅタダ

かささしてあげるね はせがわ せつこ／ぶん、にしまき かやこ／え 福音館書店 Ｅニシ

がたんごとんがたんごとん 安西 水丸／さく 福音館書店 Ｅアン

きんぎょが にげた 五味 太郎／作 福音館書店 Ｅゴミ

どうすればいいのかな? わたなべ しげお／ぶん、おおとも やすお／え 福音館書店 Ｅオオ

おとうさん　あそぼう わたなべ しげお／ぶん、おおとも やすお／え 福音館書店 Ｅオオ

くだもの 平山 和子／さく 福音館書店 Ｅヒラ



くまさん くまさん なにみてる
の?

エリック=カール／え、ビル=マーチン／ぶん 偕成社 Ｅカル

くまのテディちゃん グレタ・ヤヌス／作、ロジャー・デュボアザン／絵 こぐま社 Ｅデュ

こぐまちゃんとどうぶつえん わかやま けん／[絵]、森 比左志／[文] こぐま社 Ｅワカ

さようならこんにちは いまき みち／さく 福音館書店 Ｅイマ

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

ちいさいね おおきいね フランク・アッシュ／作 小学館 Ｅアツ

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 Ｅナカ

ちいさなうさこちゃん ディック・ブルーナ／ぶん・え、いしい ももこ／やく 福音館書店 Ｅブル

ころころころ 元永 定正／さく・え 福音館書店 Ｅモト

ぴよぴよぴよ 平野 剛／さく 福音館書店 Ｅヒラ

だれかしら 多田 ヒロシ／さく 文化出版局 Ｅタダ

ぶーぶーじどうしゃ 山本 忠敬／さく 福音館書店 Ｅヤマ

りんご 松野 正子／ぶん、鎌田 暢子／え 童心社 Ｅカマ

ばいばい まつい のりこ／作・絵 偕成社 Ｅマツ

（読んであげてほしい幼児絵本のリスト3才～５才）　　　　　　　　

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

アンガスとあひる
マージョリー・フラック／さく・え、瀬田 貞
二／やく

福音館書店 Ｅフラ

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 Ｅバト

おかあさんだいすき
マージョリー・フラック／文と絵、光吉 夏弥
／訳・編

岩波書店 Ｅフラ

おさるとぼうしうり
エズフィール・スロボドキーナ／さく・え、
まつおか きょうこ／やく

福音館書店 Ｅスロ

かばくん 岸田 衿子／作、中谷 千代子／画 福音館書店 Ｅナカ

くまのコールテンくん
ドン=フリーマン／さく、まつおか きょうこ／
やく

偕成社 Ｅフリ

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

こねこのぴっち ハンス・フィッシャー／文 絵、石井 桃子／訳 岩波書店 Ｅフイ



ちいさなねこ 石井 桃子／さく、横内 襄／え 福音館書店 Ｅヨコ

ティッチ
パット・ハッチンス／さく・え、いしい もも
こ／やく

福音館書店 Ｅハツ

でんしゃ
バイロン・バートン／さく え、こじま まもる
／やく

金の星社 Ｅバト

どろんこハリー
ジーン・ジオン／ぶん、マーガレット・ブロ
イ・グレアム／え

福音館書店 Ｅグレ

はじめてのおつかい 筒井 頼子／さく、林 明子／え 福音館書店 Ｅハヤ

パンやのくまさん
フィービ・ウォージントン／さく・え、セル
ビ・ウォージントン／さく・え

福音館書店 Ｅウオ

ピーターラビットの絵本 ビアトリクス・ポター／さく・え 福音館書店 Ｅポタ

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 Ｅガグ

ねずみのいえさがし
ヘレン・ピアス／さく、まつおか きょうこ／
やく

童話屋 Ｅピア

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 Ｅエツ

おおかみと七ひきのこやぎ グリム／[原作] 福音館書店 Ｅホフ

おおきなかぶ A.トルストイ／再話、内田 莉莎子／訳 福音館書店 Ｅサト

三びきのやぎのがらがらどん マーシャ・ブラウン／え、せた ていじ／やく 福音館書店 Ｅブラ

だいくとおにろく 松居 直／再話、赤羽 末吉／画 福音館書店 Ｅアカ

ふしぎなたいこ 石井 桃子／ぶん、清水 崑／え 岩波書店 388

（よんでみよう１・２年生）

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

わにのはいた
マーガリット・ドリアン／ぶんとえ、光吉 夏
弥／やく

大日本図書 93ドリ

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 93ロベ

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 94マチ

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 Ｅレイ

やかましむらのこどもの日 リンドグレーン／作、ヴィークランド／絵 偕成社 94リン

番ねずみのヤカちゃん
リチャード・ウィルバー／さく、松岡 享子／
やく

福音館書店 93ウイ

ざりがにのおうさままっかちん おおとも やすお／さく 福音館書店 オオ



なんでもふたつさん M.S.クラッチ／ぶん、光吉 夏弥／やく 大日本図書 93クラ

ロバのシルベスターとまほうの
こいし

ウィリアム・スタイグ／[作]、せた ていじ／
やく

評論社 Ｅスタ

しょうぼうねこ エスター・アベリル／作、藤田 圭雄／訳 文化出版局 93アベ

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 Ｅデュ

ラチとらいおん
マレーク・ベロニカ／ぶん・え、とくなが や
すもと／やく

福音館書店 Ｅマレ

たんたのたんけん 中川 李枝子／さく、山脇 百合子／え 学研 ナカ

びゅんびゅんごまがまわったら 宮川 ひろ／作、林 明子／絵 童心社 ミヤ

ぼくはめいたんてい
マージョリー・W・シャーマット／ぶん、
マーク・シマント／え

大日本図書 93シャ

こんにちは,バネッサ
マージョリー・W・シャーマット／作、リリ
アン・ホーバン／絵

岩崎書店 93シャ

きかんしゃやえもん 阿川 弘之／文 岩波書店 アガ

ゆうびんやさんはだれ? ルース・エインワース／作、河本 祥子／訳 絵 福音館書店 93エイ

あおい目のこねこ
エゴン・マチーセン／さく・え、せた ていじ
／やく

福音館書店 94マチ

（よんでみよう３・４年生）

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

エルマーのぼうけん
ルース・スタイルス・ガネット／さく、ルー
ス・クリスマン・ガネット／え

福音館書店 93ガネ

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 Ｅデュ

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 94プロ

たのしいムーミン一家 トーベ・ヤンソン／作・絵 講談社 94ヤン

がんばれヘンリーくん
ベバリイ=クリアリー／作、ルイス=ダーリン
グ／絵

学研 93クリ

チム・ラビットのぼうけん アリソン・アトリー／作、石井 桃子／訳 童心社 93アト

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、ローレンス・
ディ・フィオリ／絵

評論社 93エリ

エパミナンダス 東京子ども図書館／編 東京子ども図書館 908

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 94リン



おそうじをおぼえたがらないリ
スのゲルランゲ

ジャンヌ・ロッシュ・マゾン／作、山口 智子
／やく

福音館書店 95ロツ

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 94プリ

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 93マツ

魔女学校の一年生 ジル・マーフィ／作 絵、松川 真弓／訳 評論社 93マフ

おさらをあらわなかったおじさ
ん

フィリス・クラジラフスキー／文、バーバ
ラ・クーニー／絵

岩波書店 93クラ

しずくの首飾り
ジョーン・エイキン／作、ヤン・ピアンコフ
スキー／絵

岩波書店 93エイ

子犬のロクがやってきた 中川 李枝子／作、中川 宗弥／画 岩波書店 ナカ

（よんでみよう５・６年生）

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

地下の洞穴の冒険 リチャード・チャーチ／作、大塚 勇三／訳 岩波書店 93チャ

クローディアの秘密 E.L.カニグズバーグ／作、松永 ふみ子／訳 岩波書店 93カン

二年間の休暇 ジュール・ヴェルヌ／作、私市 保彦／訳 岩波書店 95ベル

シャーロットのおくりもの E.B.ホワイト／作、ガース・ウイリアムズ／絵 あすなろ書房 93ホワ

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 93ピア

たのしい川べ ケネス・グレーアム／作、石井 桃子／訳 岩波書店 93グレ

ライオンと魔女 C.S.ルイス／作、瀬田 貞二／訳 岩波書店 93ルイ

モモ ミヒャエル・エンデ／[著]、大島 かおり／訳 岩波書店 94エン

銀河鉄道の夜 宮沢 賢治／[著]、春日部 たすく／画 岩波書店 ミヤ

冒険者たち 斎藤 惇夫／作、薮内 正幸／画 岩波書店 サイ

ふたりのロッテ ケストナー／作、高橋 健二／訳 岩波書店 94ケス

ルドルフとイッパイアッテナ 斉藤 洋／作、杉浦 範茂／絵 講談社 サイ



だれも知らない小さな国 佐藤 さとる／作、村上 勉／絵 講談社 サト

トム・ソーヤーの冒険 マーク・トウェイン／作、石井 桃子／訳 岩波書店 93トウ

とぶ船 ヒルダ・ルイス／[著]、石井 桃子／訳 岩波書店 93ルイ

マチルダは小さな大天才 ロアルド・ダール／著 評論社 93ダル

長い長いお医者さんの話 カレル・チャペック／[著]、中野 好夫／訳 岩波書店 94チャ

ギリシア神話 石井 桃子／編・訳、富山 妙子／画 のら書店 16

（よんでみよう中学生）

書名 著者名 出版社 請求記号

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 94リヒ

クラバート
オトフリート=プロイスラー／作、ヘルベルト
=ホルツィング／絵

偕成社 94プロ

ホビットの冒険　 J.R.R.トールキン／作、瀬田 貞二／訳 岩波書店 93トル

ともしびをかかげて ローズマリ・サトクリフ／作、猪熊 葉子／訳 岩波書店 93サト

タチ
ジェイムズ・オールドリッジ／作、中村 妙子
／訳

評論社 93オル

白いタカ E.アーノルド／作、瀬田 貞二／訳 岩波書店 93アノ

夢を掘りあてた人
インゲ・フォン・ヴィーゼ／[著]、大塚 勇三
／訳

岩波書店 28シュ

エイズと闘った少年の記録
ライアン=ホワイト／著、アン=マリー=カニン
ガム／著

ポプラ社 93

エヴェレストをめざして ジョン・ハント／作、松方 三郎／訳 岩波書店 292

地球がわかる50話 島村 英紀／著 岩波書店 Ｓ450


