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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 

『チワンのにしき』 

むかしばなし 

本のなまえ 本を書いた人 しゅっぱんしゃ よんだ日 

一休さん 杉山亮／文 小学館  

王さまと九人のきょうだい 君島久子／やく 岩波書店  

かえるをのんだととさん 日野十成／さいわ 福音館書店  

さるとびっき 武田正／さいわ 福音館書店  

さんまいのおふだ 千葉幹夫／文 小学館  

スーホの白い馬 大塚勇三／さいわ 福音館書店  

とらとほしがき パク・ジェヒョン／さいわ・絵 光村教育図書  

鉢
はち

の木 たかしよいち／文 ポプラ社  

ももたろう 松居直／文 福音館書店  

ランパンパン マギー・ダフ／さいわ 評論社  

※本のなまえのあいうえおじゅんにならんでいます。   

こんな本もあるよ！     

『ゆきむすめ』 『したきりすずめ』 

 
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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えほん 

本のなまえ 本を書いた人 しゅっぱんしゃ よんだ日 

あ、はるだね ジュリー・フォリアーノ／文 講談社  

あいうえおのき レオ・レオニ／作 好学社  

あまがえるりょこうしゃ 松岡達英／作 福音館書店  

アレクサンダとぜんまいねずみ レオ・レオニ／作 好学社  

おおきなきがほしい さとうさとる／文 偕成社  

かえってきたきつね 岸田衿子／文 講談社  

かげ 立花愛子／指導 フレーベル館  

かぜのこもりうた くどうなおこ／詩 童話屋  

かばくん 岸田衿子／さく 福音館書店  

カムイチカプ 手島圭三郎／絵 福武書店  

クリスティーナとおおきなはこ パトリシア・リー・ゴーチ／作 偕成社  

クレヨンからのおねがい！ ドリュー・デイウォルト／文 ほるぷ出版  

けんかのきもち 柴田愛子／文 ポプラ社  

コーネリアス レオ・レオニ／作 好学社  

ことばのこばこ 和田誠／作・絵 瑞雲舎  

こぶたはなこさんのおべんとう くどうなおこ／文 童話屋  

さかなはさかな レオ・レオニ／作 好学社  

さっちゃんのまほうのて たばたせいいち／編 偕成社  

ジオジオのかんむり 岸田衿子／作 福音館書店  

じぶんだけのいろ 

レオ・レオニ／作 好学社  

 

スイミー  

せかいいちおおきなうち  

チンパンジーとさかなどろぼう ジョン・キラカ／作 岩波書店  

テスの木 ジェス・Ｍ．ブロウヤー／文 主婦の友社  

てぶくろがいっぱい フローレンス・スロボドキン／文 偕成社  

どろんここぶた アーノルド・ローベル／作 文化出版局  

どんぐりむらのほんやさん なかやみわ／作 学研教育出版  

なんげえはなしっこしかへがな 北彰介／文 銀河社  
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本のなまえ 本を書いた人 しゅっぱんしゃ よんだ日 

ばあばは、だいじょうぶ 楠章子／作 童心社  

はるがきた ジーン・ジオン／文 主婦の友社  

ひとあしひとあし レオ・レオニ／作 好学社  

ふしぎなキャンディーやさん みやにしたつや／作・絵 金の星社  

フレデリック レオ・レオニ／作 好学社  

へえ六がんばる 北彰介／作 岩崎書店  

ぼくネコになる 
きたむらさとし／作  

小峰書店  

ミリーのすてきなぼうし ＢＬ出版  

ライフタイム ローラ・Ｍ．シェーファー／文 ポプラ社  

りんごかもしれない ヨシタケシンスケ／作 ブロンズ新社  

わたしたちのたねまき キャスリン・Ｏ・ガルブレイス／作 のら書店  

わたしのゆたんぽ きたむらさとし／絵と文 偕成社  

し（詩） 
本のなまえ 本を書いた人 しゅっぱんしゃ よんだ日 

あいうえおのうた 中川ひろたか／詩 のら書店  

あめふりくまのこ 鶴見正夫／詩 国土社  

おどる詩
し

あそぶ詩
し

きこえる詩
し

 はせみつこ／編 
冨山房インター

ナショナル 
 

おやすみなさいまたあした 神沢利子／詩､西巻茅子／絵 のら書店  

ことばあそびうた 谷川俊太郎／詩 福音館書店  

詩
し

ってなんだろう 谷川俊太郎／詩 筑摩書房  

ちちんぷいぷい 川崎洋／編 岩崎書店  

野呂昶詩集
のろあきらししゅう

 野呂昶／著 いしずえ  

ぱぴぷぺぽっつん 神沢利子ほか／著 のら書店  

ふじさんとおひさま 谷川俊太郎／詩、佐野洋子／絵 童話屋  

まど・みちお全詩集
ししゅう

 まど・みちお／著 理論社  

みみずのたいそう 神沢利子ほか／著 のら書店  

森のおしゃべり たにけいこ／詩・絵 てらいんく  
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本のなまえ 本を書いた人 しゅっぱんしゃ よんだ日 

ありのフェルダ オンドジェイ・セコラ／作・絵 福音館書店  

ガラスのうま 征矢清／作 偕成社  

かわいいこねこをもらってください なりゆきわかこ／作 ポプラ社  

しっぱいにかんぱい！ 
宮川ひろ／作          

小泉るみ子／絵 
童心社  

すみれちゃんのあついなつ 石井睦美／作 偕成社  

せかいでいちばんママがすき あいはらひろゆき／作 教育画劇  

つくえの下のとおい国 
石井睦美／著           

にしざかひろみ／絵 
講談社  

なんでももってる（？）男の子 イアン・ホワイブラウ／作 徳間書店  

はじめてのキャンプ 林明子／作・絵 福音館書店  

ふくろうくん 

アーノルド・ローベル／作  文化出版局  

 

ふたりはいっしょ  

ふたりはいつも  

ふたりはきょうも  

ふたりはともだち  

わたしちゃん 石井睦美／作 小峰書店  

吉四六さん 寺村輝夫／文 あかね書房  

小さなスプーンおばさん 

アルフ・プリョイセン／著   

ビョールン・ベルイ／画 

大塚勇三／訳 

学習研究社  

森おばけ 中川李枝子／作 福音館書店  

長くつ下のピッピ アストリッド・リンドグレーン／作 岩波書店  

番ねずみのヤカちゃん リチャード・ウィルバー／作 福音館書店  

ものがたり 

『ふたりはともだち』をかいた、                                 
アーノルド・ローベルさんは、                                  

ほかにもたくさんのおはなしをかいているよ 

 

『どろんここぶた』 『ふたりはきょうも』 『ふくろうくん』 『ふたりはいっしょ』 
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ちしきのほん 
本のなまえ 本をかいた人 しゅっぱんしゃ よんだ日 

えほん七十二候
しちじゅうにこう

 白井明大／作 講談社  

がんばれ！名犬チロリ おおきとおる／作 岩崎書店  

こんなしっぽでなにするの？ スティーブ・ジェンキンズ／共作 評論社  

さかなのたまご 内山りゅう／写真・文 ポプラ社  

さとうとしお 古島万理子／写真 ひさかたチャイルド  

スミレとアリ ネイチャー・プロ編集室／編著 偕成社  

たねのずかん 高森登志夫／絵 福音館書店  

チューリップ 荒井真紀／作 小学館  

てのひらかいじゅう 松橋利光／写真・文 そうえん社  

はがぬけたらどうするの？ せかいの

こどもたちのはなし 
セルビー・ビーラー文 フレーベル館  

はるにあえたよ 原京子／文 ポプラ社  

はるをさがしに 久保秀一／写真 偕成社  

ふゆめがっしょうだん 富成忠夫／写真 福音館書店  

へいわってどんなこと？ 浜田桂子／作 童心社  

まさかさかさま動物回文集 石津ちひろ／文 河出書房新社  

みんなであそぼう 石井英行／文 玉川大学出版部  

みんなわくわく水族館 松橋利光／写真 新日本出版社  

もしも宇宙でくらしたら 山本省三／作 ＷＡＶＥ出版  

やさいはいきている 岩間史朗／写真 ひさかたチャイルド  

わたり鳥 鈴木まもる／作・絵 童心社  

わるいのはじてんしゃ？ タナカヒロシ／作 
ベースボール・マガ

ジン社 
 

学校であそぼう！ゲームの達人 竹井史郎／著 岩崎書店  

光村ライブラリー 樺島忠夫／監修 光村図書出版  

世界の子どもの遊び 寒川恒夫／監修 ＰＨＰ研究所  

単位がわかるリットルのえほん オフィス３０３／編著 ほるぷ出版  

動物園のひみつ 森由民／著 ＰＨＰ研究所  

日本童謡唱歌
どうようしょうか

全集 足羽章／編 ドレミ楽譜出版社  
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本のなまえ 本をかいた人 よんだ日 かんそう 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

おきにいりの本はみつかったかな？

よんだ本をかきだしてみよう！ 

 


