埼玉県立久喜図書館こども室リニューアル記念！

わたしたちのおすすめする

春

こどもの本

夏

かもさんおとおり
ガンピ―さんのふなあそび
ロバート・マックロスキー文・絵 渡辺茂男訳 ジョン・バーニンガム作 光吉夏弥訳
福音館書店 1965
ほるぷ出版 1976

ベスト１００

秋
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冬

知識

３びきのくま

ぎょうれつぎょうれつ

おちばのしたをのぞいてみたら…

Ｌ・Ｎ・トルストイ文 バスネツォフ絵
小笠原豊樹訳 福音館書店 1962

マリサビーナ・ルッソ作･絵 青木久子訳
徳間書店 1994

皆越ようせい作
ポプラ社 2000

げんきなマドレーヌ
ルドウィッヒ・ベーメルマンス作・画
瀬田貞二訳
福音館書店 1972

おおきなかぶ

くまのコールテンくん

くちばし どれが一番りっぱ

Ａ・トルストイ再話 内田莉莎子訳
佐藤忠良画 福音館書店 1966

ドン・フリーマン作 まつおかきょうこ訳
偕成社 1975

ビアンキ文 田中友子訳 薮内正幸絵
福音館書店 2006

じゃぐちをあけると
じんぐうすすむ作
福音館書店 2009

かいじゅうたちのいるところ

せきたんやのくまさん

モーリス・センダック作 じんぐうてるお訳
冨山房 1975

フィービ＆セルビ・ウォージントン作・絵
石井桃子訳 福音館書店 1987

どろだんご
たなかよしゆきさく のなかゆうさくえ
福音館書店 2002

ペレのあたらしいふく
エルザ・ベスコフ作・絵 小野寺百合子 訳
福音館書店 1976

ピッツァぼうや

もりのなか

ウィリアム・スタイグ作･絵
らんか社 2000

エウゲーニー・Ｍ・ラチョフ絵
マリー・ホール・エッツ文・絵 まさきるりこ訳
内田莉莎子訳
福音館書店 1963
福音館書店 1965

わたしとあそんで
マリー・ホール・エッツ文・絵 与田準一訳
福音館書店 1968

めっきらもっきらどおんどん

どうぞのいす

ゆきのひ

わゴムはどれくらいのびるかしら？

長谷川摂子作 降矢なな画
福音館書店 1990

香山美子作 柿本幸造絵
ひさかたチャイルド 1981

エズラ・ジャック・キーツ作･絵 木島始訳
偕成社 1969

マイク・サーラー文 ジェリー・ジョイナー絵
岸田衿子訳 ほるぷ出版 2000

三びきのやぎのがらがらどん
マーシャ・ブラウン絵 瀬田貞二訳
福音館書店 1965

だるまちゃんとてんぐちゃん
幼児 加古里子作・絵
福音館書店 1967

かえでがおか農場のいちねん

エルマーのぼうけん
きえた犬のえ（ぼくはめいたんてい）
アリス・プロベンセン 作 マーティン・プロベ ルース・スタイルス・ガネット作
マージョリー・Ｗ・シャーマットぶん
ンセン 作 岸田衿子 訳
ルース・クリスマン・ガネット絵 渡辺茂男訳 マーク・シーモントえ 光吉夏弥訳
ほるぷ出版 1980
福音館書店 1963
大日本図書 2014
チム・ラビットのぼうけん
アリソン・アトリー 原作 石井桃子訳 中川
宗弥画 童心社 1967

みしのたくかにと
低学年 松岡享子 作 大社玲子 絵
こぐま社 1998

しずくのぼうけん

サリーのこけももつみ

マリア・テルリコフスカ文 ボフダン・ブテンコ絵

内田莉莎子訳 堀内誠一レタリング
福音館書店 1969

ロバート・マックロスキー作・絵
石井桃子訳
岩波書店 1986

チムとゆうかんなせんちょうさん

なぞなぞのすきな女の子

エドワード・アーディゾーニ作 せたていじ訳 松岡享子作 大社玲子絵
福音館書店 2001
学研 1973

よもぎだんご ばばばあちゃんの絵本 はじめてのキャンプ
さとうわきこ作
福音館書店 1989

林明子作・絵
福音館書店 1984

番ねずみのヤカちゃん
リチャード・ウィルバー作 大社玲子絵
松岡享子訳
福音館書店 1992

てぶくろ

アンナの赤いオーバー
ハリエット・ジィーフェルト作
アニタ・ローベル絵 松川真弓訳
評論社 1990

ウィリアム・スタイグ作・絵
せたていじ訳
評論社 2006

ふたりはともだち

マーガレット・ブロイ・グレアムえ 森比左志 アーノルド・ローベル作 三木卓訳
訳
文化出版局 1987
ペンギン社 1981

中村牧江／林健造作 福田隆義絵
福音館書店 1997

ウラパン・オコサ かずあそび
谷川晃一作・絵
童心社 1999

おまたせクッキー

じめんのうえとじめんのした

パット・ハッチンス作 乾侑美子訳
偕成社 1987

アーマ・Ｅ・ウェバー文・絵 藤枝澪子訳
福音館書店 1968

黒ねこのおきゃくさま

シロナガスクジラよりおおきいも
のっているの？

ルース・エインズワース作 山内ふじ江絵
荒このみ訳
福音館書店 1999

ロバート・E・ウェルズ作・絵 せなあいこ訳
評論社 1999

ふゆめがっしょうだん

たんぽぽ

冨成忠夫写真 茂木透写真 長新太文
福音館書店 1990

平山和子文・絵 北村四郎監修
福音館書店 1976

ももいろのきりん

リボンのかたちのふゆのせいざオ
リオン

はちうえはぼくにまかせて

ロバのシルベスターとまほうの小石 ジーン・ジオンさく

ふしぎなナイフ

中川李枝子作 中川宗弥絵
福音館書店 1965

八板康麿写真・文 /杉浦範茂絵・構成
福音館書店 1991
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小さなスプーンおばさん

ウェズレーの国

くまのパディントン

アルフ・プリョイセン作 ビョーン・ベルイ絵
大塚勇三訳
学研 1966

ポール・フライシュマン作 ケビン・ホークス
絵 千葉 茂樹訳
あすなろ書房 1999

マイケル・ボンド作 ペギー・フォートナム絵
ヨセフ・ラダ作・絵 内田莉莎子訳
松岡享子訳
福音館書店 1966
福音館書店 1967

チキン・サンデー

大どろぼうホッツェンプロッツ

パトリシア・ポラッコ作・絵 福本友美子訳
アスラン書房 1997

オトフリート・プロイスラー作 中村浩三訳
偕成社 1966

点子ちゃんとアントン
中学年 エーリヒ・ケストナー作 池田香代子訳

がんばれヘンリーくん

きつねものがたり

小さなバイキングビッケ

知識
「イグルー」をつくる
ウーリ・ステルツァー文・写真 千葉茂樹訳
あすなろ書房 1999

エンザロ村のかまど

ドナルド･ホール 文 バーバラ･クーニー 絵 ルーネル・ヨンソン作 エーヴェット・カールソ
さくまゆみこ文 沢田としき絵
もきかずこ訳
ン絵 石渡利康訳
福音館書店 2009
ほるぷ出版 1980
評論社 2011

のはらうた １

月夜のみみずく

しゃべる詩あそぶ詩きこえる詩

くどうなおこ作
童話屋 1984

ヨーレン詩 ショーエンヘール絵 工藤直子
はせみつこ編 飯野和好絵
訳
冨山房 1995
偕成社 1989

ミリー・モリー・マンデーのおはなし 長くつしたのピッピ

百まいのドレス

火のくつと風のサンダル

ジョイス・Ｌ・ブリスリー作 菊池恭子絵
上條由美子訳
福音館書店 1991

エレナー・エスティス作
ルイス・スロボドキン絵 石井桃子訳
岩波書店 2006

ウルズラ・ウェルフェル 作 久米宏一絵 関
伊澤雅子文 平出衛絵
楠生訳
福音館書店 1994
童話館出版 1997

岩波書店 2000

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 1987

ありがとう、フォルカーせんせい
パトリシア・ポラッコ作・絵 香咲弥須子訳
岩崎書店 2001

大きな森の小さな家
ローラ・インガルス・ワイルダー作
ガース・ウィリアムズ絵 恩地三保子訳
福音館書店 1972

ベバリイ・クリアリー作 松岡享子訳
ルイス・ダーリング絵
学研教育出版 2007

にぐるまひいて
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アストリッド・リンドグレーン作 桜井誠絵
大塚勇三訳
岩波書店 1964

やかまし村の子どもたち
アストリッド・リンドグレーン作
イロン・ヴィークランド絵 大塚勇三訳
岩波書店 1965

ぼくらの地図旅行
那須正幹文 西村繁男絵
福音館書店 1989

小さい牛追い

エーミールと探偵たち

マリー・ハムズン作 石井桃子訳
岩波書店 2005

エーリヒ・ケストナー作 池田香代子訳
岩波書店 2000

ツバメ号とアマゾン号

クローディアの秘密

アーサー・ランサム作 神宮輝夫訳
岩波書店 2010

E．L．カニグズバーグ作
松永ふみ子訳
岩波書店 2000

夏の庭 Ｔｈｅ Ｆｒｉｅｎｄｓ

白狐魔記１ 源平の風

岩波書店 1972

湯本香樹実作
徳間書店 2001

斉藤洋作 高畠純絵
偕成社 1996

秘密の花園

歯みがきつくって億万長者

フランシス・Ｈ・バーネット作 堀内誠一画
猪熊葉子訳
福音館書店 1979

ジーン・メリル作 平野恵理子絵
岡本さゆり訳
偕成社 1997

とぶ船
高学年 ヒルダ・ルイス 作 石井桃子訳

みどりのゆび
モーリス・ドリュオン作 安東 次男訳
岩波書店 2002

ライオンと魔女
クライヴ・ステープルズ・ルーイス作
ポーリン・ベインズ絵 瀬田貞二訳
岩波書店 1966

西の魔女が死んだ
梨木香歩作
新潮社 2001

ヨーンじいちゃん
ヘルトリング作 上田真而子訳
偕成社 1985

火よう日のごちそうはひきがえる

ノラネコの研究

雪の写真家ベントレー

ラッセル・E・エリクソン作 ローレンス・ディ・ ジャクリーン・ブリッグズ・マーティン作 メア
フィオリ絵 佐藤涼子訳
リー・アゼアリアン絵 千葉茂樹訳
評論社 2008
ＢＬ出版 1999

おじいちゃんの口笛
ウルフ・スタルク 作 アンナ・ヘグルンド絵
菱木晃子訳
ほるぷ出版 1995

鬼の橋

クマよ
星野道夫文・写真
福音館書店 1999

せいめいのれきし

伊藤遊作 太田大八画
福音館書店 1998

バージニア・リー・バートン作・絵
石井桃子訳
岩波書店 1964

グリーン・ノウの子どもたち

ぼくのコレクション 自然の中のたか

ルーシ・M．ボストン作 ピーター・ボストン絵 らさがし
亀井俊介訳
盛口満作
評論社 1972
福音館書店 2001

魔法使いのチョコレート・ケーキ

森はだれがつくったのだろう？

マーガレット・マーヒー作
シャーリー・ヒューズ絵 石井桃子訳
福音館書店 1984

ウィリアム・ジャスパソン作
チャック・エッカート絵 河合雅雄訳
童話屋 1992

ロボ（シートン動物記）

レモンをお金にかえる法

アーネスト・トムソン・シートン作・絵
今泉吉晴訳
福音館書店 2003

ルイズ・アームストロング作 ビル・バッソ絵
佐和隆光訳
河出書房新社 1982

