
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。

ふしぎなナイフ
中村 牧江•林 健造／さく
福田 隆義／え
福音館書店
何の変哲もないナイフに，磨訶不思
議なことがおこります。曲がったり，
とけたり，ほどけたり…。リアルに
描かれた一本のナイフの思わぬ変化
に，子どもたちは目を丸くします。

めっきらもっきら どおん どん
長谷川 摂子／作
ふりや なな／画
福音館書店
かんたがでたらめ歌を歌うと3人の
妖怪が現れ，一緒に遊ぼうとせがみ
ます。個性的でユーモラスな妖怪た
ちが子どもたちをひきつけ，読後，
たっぷり遊んだ満足感が残ります。

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
森に出かけた男の子は，次々に現れる動
物たちと散歩を楽しみます。黒一色の絵
はシンプルですが，空想の世界にはぴっ
たりです。男の子を迎えにくる父親の存
在が，幼い子に安心感を与えます。

ラチは世界で一番弱虫な男の子。ある
日，小さな赤いらいおんが現れます。ラ
チは，らいおんの助けを借りて，勇気
を学んでいきます。子どもたちにあた
たかい励ましを与えてくれる絵本です。

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

その3 （3歳以上②）

『11ぴきのねことあほうどり』 馬場 のぼる／著　こぐま社刊より
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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★
　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。

※「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。



いたずら きかんしゃ ちゅうちゅう げんきなマドレーヌ せんたくかあちゃん
バージニア•リー・バ一トン／ぶん•え
むらおか はなこ／やく
福音館書店
小さな機関車ちゅうちゅうと一緒に
なって，ワクワクどきどきしながら冒
険の旅を楽しめる絵本です。白地に黒
の濃淡で描かれた絵は迫力満点！今に
もページから飛び出してきそうです。

おおかみと七ひきのこやぎ
フェリクス•ホフマン／え
せた ていじ／やく
福音館書店
お母さんやぎがいない間に，おおかみ
がこやぎをだまして食べようとする
おなじみのグリム童話です。ホフマン
の落ち着いた色彩の絵が，淡々と，し
かし，リアルに読み手に語りかけます。

おやすみなさい フランシス
ラッセル•ホ一バン／ぶん
ガース•ウイリアムズ／え
まつおか きょうこ／やく
福音館書店
「おやすみなさい」の後，ベッドに入って
もなかなか眠れないフランシス。一人で眠
る時の幼い子の心理が，両親の豊かな愛情
とともに，あたたかく描かれています。

かみなりパン，ピアノパン，くじら
パン，わにパン…。からすのパンや
さんが作った変わった形のおいしい
パン。パンの形やカラスたちの様々
な姿が，子どもたちを楽しませてく
れます。

からすのパンやさん

ルドウィッヒ•ベーメルマンス／作•画
瀬田 貞ニ／訳
福音館書店

こいぬがうまれるよ

こいぬの誕生の瞬間から，すくすくと成長
していく2カ月間の様子を，女の子の目で
語った写真絵本。犬の体温や手触りが伝
わってくるような愛情あふれる1冊です。

さんまいのおふだ

山に花を切りに行った寺のこぞう。日
が暮れて帰れなくなり，泊めてもらっ
た所はなんと，鬼ばばの家。こぞうは
神様からもらった「さんまいのおふだ」
を巧みに使い逃げていきます。長く
語り継がれてきた，新潟の昔話。

水沢 謙一／再話　梶山 俊夫／画
福音館書店

コロッケの店を始めた11ぴきのね
こ。毎日コロッケばかりであきあき
していたねこたちの所へ，あほうど
りがやってきます。ちょっぴりずる
くて，どこか間の抜けたねこたちの
ゆかいなお話です。

馬場 のぼる／著
こぐま社

11ぴきのねことあほうどり ひとまねこざるときいろいぼうし

さとう わきこ／さく•え
福音館書店
せんたくの大すきなかあちゃんは何
でもせんたくしてしまいます。ズボ
ン，くつ，いぬ，こどもたち，そし
てなんと，かみなりさままで！パワ
フルで頼もしいかあちゃんに，子ど
もたちはびっくりするはず。

なぞなぞえほん 1～3のまき

思わず手に取りたくなる小型の絵本。
リズミカルで詩のようななぞなぞは
耳に心地よく，その答えは子どもに身
近なものばかり。ヒン卜になるさし絵
があるので，幼い子にも楽しめます。

ピーターラビッ卜のおはなし
ビア卜リクス•ポター／さく•え
いしい ももこ／やく
福音館書店
100年以上にわたって世界中の人に愛
されてきた，絵本のシリーズの一作目。
いたずらっこのピーターをはじめ，シ
リ一ズでは個性的な動物たちが美しい
水彩画で表情豊かに描かれています。

おさるのじょーじは，ひとまねといたず
らが大好き。アフリカから大都会へ連れ
てこられたじょーじは，さっそく大騒ぎ
を巻き起こします。好奇心旺盛なじょー
じの行動は，子ども達の共感を呼びます。

H.A.レイ／文・絵
光吉 夏弥／訳
岩波書店

中川 李枝子／さく
山脇 百合子／え
福音館書店

加古 里子／絵と文
偕成社

パリの古い寄宿学校に住む12人の
女の子は，なにをするにもいつも一
緒。ところが，一番おちびのマドレー
ヌが病気になってしまい…？パリの
風景も楽しめる，オシャレな絵本。

ジョアンナ•コール／文
ジェローム•ウェクスラー／写真
つぼい い<み／訳
福音館書店


