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資料展示リスト（2020年６月２日～2020年７月３１日） 

埼玉県立久喜図書館 子ども図書室 

久喜市下早見85－5 Tel：0480-21-2659 

本の名前 本の作者 出版社 読んだ日 

あらしのよるに きむらゆういち／作 講談社  

あるひあひるがあるいていると 二宮由紀子／作 理論社  

うさぎのなぞなぞ屋 さとうまきこ／作 教育画劇  

おかあさんの木 大川悦生／作 ポプラ社  

おにぼう くすのきしげのり／作 ＰＨＰ研究所  

おばけ美術館へいらっしゃい 柏葉幸子／作 ポプラ社  

風の草原 いわむらかずお／文・絵 理論社  

カモメがくれた三かくの海 山下明生／作 日本標準  

火よう日のごちそうはひきがえる ラッセル・エリクソン／作 評論社  

キツネのまいもん屋 富安陽子／作 新日本出版社  

ココロ屋 梨屋アリエ／作 文研出版  

どうぶつがっこう トビイルツ／作・絵 ＰＨＰ研究所  

読書マラソン、チャンピオンはだれ？ クラウディア・ミルズ／作 文溪堂  

とくんとくん 片山令子／文 福音館書店  

ドングリ山のやまんばあさん 富安陽子／作 理論社  

物語 ※本の名前の五十音じゅんにならんでいます。   

 
国語の教科書が新しくなったよ！                                          

教科書には、おもしろいおはなしが、たくさんのっているよ。ぜひよんでみてね！ 
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本の名前 本の作者 出版社 読んだ日 

あらしのよるに きむらゆういち／原作・文 講談社  

いたずらおばけ 瀬田貞二／再話 福音館書店  

いのちのいれもの 小菅正夫／文 サンマーク出版  

えんぴつびな 長崎源之助／作 金の星社  

かさぶたってどんなぶた スズキコージ／画 あかね書房  

カモメがくれた三かくのうみ やましたはるお／作 秋書房  

かわいそうなぞう つちやゆきお／文 金の星社  

くいしんぼうシマウマ ムウェニエ・ハディシ／文 西村書店  

島ひきおに 山下明生／文 偕成社  

シンドバッドの冒険
ぼうけん

 ルドミラ・ゼーマン／文・絵 岩波書店  

世界のむかしばなし 瀬田貞二／訳 のら書店  

ソメコとオニ 斎藤隆介／作 岩崎書店  

たまごのはなし ダイアナ・アストン／文 ほるぷ出版  

天の火をぬすんだウサギ ジョアンナ・トゥロートン／作 評論社  

としょかんライオン ミシェル・ヌードセン／作 岩崎書店  

ともだち 谷川俊太郎／文 玉川大学出版部  

どんなかんじかなあ 中山千夏／文 自由国民社  

花さき山 斎藤隆介／作 岩崎書店  

半日村 斎藤隆介／作 岩崎書店  

ひまなこなべ 萱野茂／文 あすなろ書房  

ふしぎな銀の木 シビル・ウェッタシンハ／再話・絵 福音館書店  

ラポラポラ ふくだゆきひろ／写真・文 草炎社  

りこうな子ども 松岡享子／編・訳 こぐま社  

わすれられないおくりもの スーザン・バーレイ／作・絵 評論社  

絵本 

本の名前 本の作者 出版社 読んだ日 

ぞうのミミカキ まど・みちお／詩 理論社  

どきん 谷川俊太郎／著 理論社  

夕日がせなかをおしてくる 阪田寛夫／著 岩崎書店  

わたしと小鳥とすずと 金子みすゞ／著 ＪＵＬＡ出版局  

詩 
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本の名前 本の作者 出版社 読んだ日 

生き物たちの冬ごし図鑑 探して発見！      

観察しよう 昆虫 
星輝行／写真・文 汐文社  

一生の図鑑 阿部和厚ほか／監修 学研教育出版  

糸あそび布あそび 田村寿美恵／文 福音館書店  

宇宙人っているの？ 長沼毅／作 金の星社  

数え方のえほん 髙野紀子／作 あすなろ書房  

ここにも、こけが… 越智典子／文 福音館書店  

こころのふしぎたんけんえほん 平木典子／監修 ＰＨＰ研究所  

ことばあそびうた 谷川俊太郎／詩 福音館書店  

ことわざ絵本 五味太郎／著 岩崎書店  

これってどうちがうの！？ 深谷圭助／監修 フレーベル館  

さかなのかたち ともながたろ／絵 アリス館  

塩の絵本 高梨浩樹／編 
農山漁村文化協

会 
 

自然科学読み物生き物のちえ 伊藤年一／文 学研教育出版  

十二支のことわざえほん 高畠純／作 教育画劇  

すがたをかえる食べもの 香西みどり／監修 学研プラス  

すがたをかえる食べものずかん 石井克枝／監修 あかね書房  

巣づくりの名人スズメバチ 須田貢正／作・写真 六耀社  

すてきな日本の伝統 教育画劇／編 教育画劇  

たねのはなし ダイアナ・アストン／文 ほるぷ出版  

たのしく読める世界のすごい歴史人物伝 伊藤純郎／監修 高橋書店  

食べものはかせになろう！            

2 米・麦からつくる食べ物 
石谷孝佑／監修 ポプラ社  

食べものはかせになろう！             

5 野菜・くだものからつくる食べ物 
石谷孝佑／監修 ポプラ社  

ダンゴウオの海 鍵井靖章／写真・文 フレーベル館  

どうぶつのことば スティーブ・ジェンキンズ／作 評論社  

とりになったきょうりゅうのはなし 大島英太郎／作 福音館書店  

鳥の巣いろいろ 鈴木まもる／作・絵 偕成社  

知しきの本 
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本の名前 本の作者 出版社 読んだ日 

なぜ？どうして？科学のお話 大山 光晴／総合監修 学研プラス  

なぜ？どうして？科学のお話３年生 渡辺利江ほか／文 学研教育出版  

根っこのえほん １ おいしい根っこ 中野明正／編著 大月書店  

バナナのはなし 伊沢尚子／文 福音館書店  

ふくはなにからできてるの？ 佐藤哲也／文 福音館書店  

干し柿 西村豊／写真・文 あかね書房  

まちぼうけの生態学
せいたいがく

 遠藤知二／文 福音館書店  

まんがで学ぶ故事成語
こ じ せ い ご

 八木章好／著 国土社  

光村の国語調べて、まとめて、コミュニケー

ション ５ ことば遊びチャレンジ２０ 
工藤直子／監修  光村教育図書  

昔の子どものくらし事典 本間昇／監修 岩崎書店  

むしこぶみつけた 新開孝／写真・文 ポプラ社  

むし歯のもんだい 北川原健／著 福音館書店  

もっとしごとば 鈴木のりたけ／作 ブロンズ新社  

ロゼットのたんけん おくやまひさし／著 少年写真新聞社  

 

まだまだあるよ！ 農山漁村文化協会の                   

「つくってあそぼう」シリーズ 

『みその絵本』 
『砂糖

さ と う

の絵本』 
『ピーナッツ なんきんまめ らっかせい』 

『しょうたとなっとう』 

 お気に入りの本は見つかったかな？       

このほかにも、図書館にはおもしろい本が    

たくさんあるよ！ みんなきてね！ 

              


