
その2 （3歳以上①）

新潟市立図書館
☆リストに掲載した本の表紙絵については，各出版社の許可を得ています。

はじめてのおつかい
筒井 頼子／さく
林 明子／え
福音館書店
おおいそがしのおかあさんに，初め
ておつかいを頼まれたみいちゃん。
誇らしさ，不安，そして，やりとげ
た満足感。揺れ動くみいちゃんの気
持ちがひしひしと伝わってきます。

ピーターのいす
E•ジャック•キーツ／さく
きじま はじめ／やく
偕成社
「妹」という新しい家族ができたこと
で，ピーターはいろいろな感情を経
験します。子どもの素直な気持ちを
表現した心あたたまるお話です。ピー
ターの登場する他の絵本もどうぞ。

まあちゃんのながいかみ
たかどの ほうこ／さく
福音館書店
おかっぱ頭の女の子，まあちゃん。も
しも髪が今よりずっとずっと長かった
ら…？おさげで魚釣りをしたり，洗
濯ロープの代わりにしたり，雲まで届
くシャンプーの泡をたてたり。ページ
いっぱいに楽しい空想が広がります。

「おおきいぞうはおおきいうんち，小
さいねずみは小さいうんち」生き物は
みんな，食べるからうんちをします。
うんちの形も大きさも色々です。生き
物の営みと，「みんな同じ，みんな違う」
ことをユーモラスに伝えます。

みんな うんち
五味 太郎／さく
福音館書店

　このリス卜には，3歳から小学校入学前までの子
どもたちに読んであげてほしい絵本が載せてありま
す。この時期に絵本の楽しさを知った子どもは，本
の世界へのパスポ一卜を手にしたことになります。言
葉の力もどんどんついて想像力も豊かになっている
子どもたちと，いろいろな絵本を楽しんでください。

『かいじゅうたちのいるところ』
モーリス•センダック／さく　じんぐう てるお／やく　冨山房刊より
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※ひとり10冊2週間借りられます。 0歳から貸出カードが作れます。
　住所が確認できるもの （保険証など） をお持ちください。
※開館時間・休館日は，各図書館へお問い合わせください。

★ ： AV資料取扱館

区 館　名

〒950-0084
中央区明石2-1-10 025-246-7700

025-387-1123

025-387-1771

025-250-2920

025-250-2940

025-223-3235

025-285-2372

025-224-2120

025-382-4696

0250-22-0097

025-372-5510

025-375-3001

025-260-3242

025-261-0032

025-377-5300

0256-88-0001

0256-82-4433

0256-70-5141

0256-73-5066

〒950-3323
北区東栄町1-1-35

〒950-3126 北区松浜1-7-1
（北地区公民館1階）

〒950-0852 東区石山1-1-12
（石山地区センター2階）

〒956-0863
秋葉区日宝町6-2

〒950-1477 南区田中383
（白根学習館1階）

〒950-1304
南区月潟1417

〒950-2055
西区寺尾上3-1-1

〒950-2112 西区内野町603
（西地区公民館1階）

〒950-1112
西区金巻746-4

〒959-0422
西蒲区曽根2046

〒953-0132
西蒲区西中889-1

〒959-0505 西蒲区三方10
（潟東ゆう学館1階）

〒953-0041
西蒲区巻甲4262-1

〒950-0972 中央区新和3-3-1
（南地区センター2階）

〒950-0144 江南区茅野山3-1-14
（江南区文化会館1・2階）

〒951-8055 中央区礎町通3ノ町2086
（クロスパルにいがた1階）

〒951-8006 中央区附船町1-4385-1
（北部総合コミュニティセンター1階）

〒950-0056 東区古川町4-12
（山の下まちづくりセンター2階）
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生涯学習センター
図書館★

中央図書館★
（ほんぽーと）

豊栄図書館★

松 浜 図 書 館

山の下図書館

石 山 図 書 館

舟 江 図 書 館

鳥屋野図書館

亀田図書館★

新津図書館★

白根図書館★

月潟図書館★

西川図書館★

岩室図書館★

潟東図書館★

巻 図 書 館 ★

内 野 図 書 館

黒 埼 図 書 館

坂井輪図書館★

※「たのしい絵本」 は 「その1～3」 に分かれています。
　「その1」 は2～3歲， 「その2」 「その3」 は3歲以上が対象です。
　「その2」 は 「その3」 より， すこしやさしい絵本です。
　子どもの成長に合わせて読んであげてください。



あおくん と きいろちゃん ガンピーさんのふなあそび しょうぼうじどうしゃ じぷた
レオ・レオーニ／作
藤田 圭雄／訳
至光社
丸い形だけで表現される登場人物た
ち。単純な形や色の変化だけであおく
んときいろちゃんの不安や喜びがい
きいきと伝わってきます。美しい色彩
が子どもたちの目を引きつけます。

アンガスとあひる
マージョリー•フラック／さく•え
瀬田 貞ニ／やく
福音館書店
子犬のアンガスは知りたがりや。あ
る日「ガーガー」という音の正体を
確かめに行きます。好奇心いっぱい
のアンガスの姿は幼い子どもたちに
そっくりです。

かいじゅうたちのいるところ
モーリス•センダック／さく
じんぐう てるお／やく
冨山房
おかあさんに怒られて寝室に放り込ま
れたマックス。ところが寝室には木が生
え森になり…，マックスは舟で怪獣たち
の島へ行きます。怪獣たちが踊る大迫力
な姿は，子どもたちの心に残ります。

大晦日の晩，雪に埋もれた地蔵さま
を気の毒に思ったじいさんは，自分
の笠を地蔵さまにかぶせてあげま
す。あたたかみのある墨絵と，昔話
が持つ柔らかな語り口が特徴です。

かさじぞう

ジョン•バーニンガム／さく
みつよし なつや／やく
ほるぷ出版

くまのコールテンくん

気に入ったお人形との出会いは，子ど
もたちにとって新しい友だちとの出会
いです。おもちゃ売り場で売られてい
たくまのぬいぐるみと，女の子の心の
通い合いをあたたかく描いています。

こすずめのぼうけん

初めて巣から飛び立ったこすずめは，
遠くへ行きすぎて疲れてしまいまし
た。少し休ませてもらおうと，他の鳥
の巣を訪ねます。カラスや山鳩，様々
な鳥の鳴き声が楽しい絵本です。

ルース•エインズワース／作
堀内 誠一／画　石井 桃子／訳
福音館書店

山に出かける三びきのやぎのがらがらどん
と，それを食べようと橋の下で待ち受ける
卜ロルの対決。やぎたちはどうやって難を
逃れたのでしょう。北欧の民話を，力強く
迫力に満ちた絵で表現した絵本の古典です。

マーシャ•ブラウン／え
せた ていじ／やく
福音館書店

三びきのやぎのがらがらどん どろんこハリー

渡辺 茂男／さく　山本 忠敬／え
福音館書店
大きな火事には，はしご車たちが活
躍して，なかなか出番のこない小さ
な消防自動車のじぷた。ところがあ
る日，山小屋が火事になり，じぷた
の出番となりました。自動車が好き
な子どもたちに人気があります。

そらまめくんのベッド

そらまめくんの自慢はベッド。雲の
ようにふわふわで，綿のようにやわ
らかな豆のさやです。ところがある
日，大事なベッドがなくなりました。
探し回ったそらまめくんがベッドと
いっしょに見つけたものとは…？

てぶくろ
エウゲーニー・M•ラチョフ／え
うちだ りさこ／やく
福音館書店
おじいさんが落としたてぶくろに，次々に動
物たちが住みつきます。てぶくろは家らしく
なっていきますが，今にもはちきれそう。ウ
クライナに伝わる民話を，くりかえしの楽し
さと民族色豊かな絵と共に味わってください。

ハリーは黒ぶちのある白い犬。大嫌いなお風呂
に入れられるのがいやで逃げ出します。小さな
子も夢中になる，スリルとユーモアのある絵本。
表紙を開いたところからお話は始まっています。

ジーン•ジオン／ぶん
マーガレッ卜•ブロイ•グレアム／え
わたなべ しげお／やく
福音館書店

なかや みわ／さく•え
福音館書店

瀬田 貞ニ／再話
赤羽 末吉／画
福音館書店

小舟に乗って出かけるガンピーさん。子
どもたちや動物たちをつぎつぎと乗せ
てあげます。最初はみんないい子にして
いたのですが，そのうち大さわぎになっ
て…。とってもユーモラスなお話です。

ドン•フリーマン／さく
まつおか きょうこ／やく
偕成社


