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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。

バルンくん
こもり まこと／さく
福音館書店
さあ，カーレースのスタート！ レー
ス前のドキドキ顔。レース中のがん
ばり顔。ゴールの後は満足顔？ バル
ンくんの活躍が表情豊かに描かれ
ています。乗り物好きな子どもに絵
本の楽しさを伝えてくれます。

ぴょーん
まつおか たつひで／作・絵
ポプラ社
かえるが，こねこが，いぬが，ばっ
たが，つぎつぎと「ぴょーん」。ペー
ジをめくるたびに，心もからだも
はずみます。タテに絵本をめくる
工夫で「ぴょーん」と跳ぶ様子がう
まく表現されています。

うち
どくブックリスト

　「うちどく（家読）」とは，ご家庭で一緒に本を楽しむこと。
子どもに読んであげたり，読んでもらったり，本について語
り合ったりして，本の楽しさを分かち合うことです。
　赤ちゃんへの読み聞かせは，ひとりひとりの育ちに合わ
せ，ゆったりと心をこめて。うまい下手などは気にせず，何
よりも読み手が楽しんで，読んであげてください。あたたか
な思いが，本の楽しさと一緒に，子どもの心の奥深く降り積
もっていくでしょう。
　このリストは，そんなきっかけになる絵本を紹介してい
ます。

もうおきるかな？
まつの まさこ／ぶん
やぶうち まさゆき／え
福音館書店

「もうおきるかな？」「あー，おき
た！」。ねこ，いぬなど，動物の親子
が，いきいきと描かれています。あ
くびをする姿がユーモラスで，思
わずつられてしまうかも。

もこ もこもこ
たにかわ しゅんたろう／さく
もとなが さだまさ／え
文研出版

「もこ」や「にょき」という単純な言
葉のくりかえしと，それにふさわ
しい抽象的な絵で展開する絵本。
言葉の響きが子どもの感性に働き
かけ，想像力をかきたてます。

くらし あそぼう どうぶつ

のりもの おいしいね

5つのテーマを示すマークを付け，書名の50音順に並べています。

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）

所　在　地 電　話

中
央

北

東

中
　
　央

江
南
秋
葉

南

西

西
　
　蒲

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★

新潟市の図書館（平成30年4月現在）
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※ひとり図書・雑誌10冊2週間借りられます。（AV資料は2点）
　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（AV資料所蔵あり） ☆：AV資料取扱館（AV資料所蔵なし）

〒951-8018 中央区稲荷町3511-1
( 北部総合コミュニティセンター３階)

（令和３年４月現在）



たまごのあかちゃん
かんざわ としこ／ぶん
やぎゅう げんいちろう／え
福音館書店
卵から生まれるのは，ひよこだけで
はありません。へびや亀，恐竜も卵
から生まれてきます。卵の形や大き
さもいろいろです。くっきりした
タッチが赤ちゃんにぴったりです。

てんてんてん
わかやま しずこ／さく　
福音館書店
鮮やかな色でシンプルに描かれた
虫たちと「てんてんてん」「ぐるぐ
るぐる」と繰り返される言葉に引
きつけられます。ページをめくる
度に子どもの笑顔に出会えます。

どうすればいいのかな？
わたなべ しげお／ぶん
おおとも やすお／え
福音館書店

「しゃつをはいたらどうなる？」
「ぱんつをきたら？」。くまくんは
あれこれ試しながら洋服を着てい
きます。幼い子が，くまくんと一緒
になって楽しめます。

ととけっこう よがあけた
こばやし えみこ／案
ましま せつこ／絵　
こぐま社
ニワトリが「よがあけた」と歌いな
がらみんなを起こしていきます。
わらべうたをもとにしたストー
リーで，リズミカルな繰り返しが
子どもたちを飽きさせません。

あーんあん
せな けいこ／さく・え
福音館書店
保育園に預けられる子どもの心情
がよくわかります。いざとなった
らおかあさんが助けに来てくれる
と子どもは信じているんですね。
さまざまな材質の紙を使った貼り
絵が親しみやすい本です。

おつきさま こんばんは
林 明子／さく
福音館書店
おつきさまこんばんは！ と思った
ら雲にかくれてしまいました。で
もだいじょうぶ。まもなく雲は流
れて，おつきさまがにっこり。
夜空と月のコントラストが，とて
もきれいです。

がたん ごとん がたん ごとん
安西 水丸／さく
福音館書店

「がたんごとん」と走る汽車に「の
せてくださーい」と現れるほにゅ
うびん，カップとスプーン･･･。
終点は女の子の食卓でした。小さ
い子にも覚えやすい，短い言葉の
くりかえしを楽しんでください。

いない いない ばあ
松谷 みよ子／文
瀬川 康男／え
童心社
子どもたちが大好きな「いないいない
ばあ」遊びにいろいろな動物たちが登
場します。絵本の最後に出てくる「の
んちゃん」の名前を，聞いている子の
名前に替えて呼んであげてみては？

きゅっ きゅっ きゅっ
林 明子／さく
福音館書店
ぬいぐるみといっしょに飲むスー
プ。ぬいぐるみがこぼしたスープ
はぼくがふいてあげます。ぼくの
口の周りはおかあさんがふいてく
れました。自分でスプーンを持て
るようになったらどうぞ。

くっついた
三浦 太郎／作・絵
こぐま社
ページをめくるたびに，いろいろな
動物が体の一部を寄せ合って「くっ
ついた！」。明るく柔らかな色合い
の絵とシンプルな言葉のくりかえ
しも楽しく，子どもとのあたたかな
触れ合いを生む１冊です。

じゃあじゃあ びりびり
まつい のりこ／作・絵
偕成社
そうじき，ねこ，らっぱ，にわとり。
身近にある物や動物は，どんな音
や鳴き声がするのかな。お子さん
と一緒に，声に出して楽しんでく
ださい。幼い子どもの耳は，「音」に
とても敏感です。

くだもの
平山 和子／さく
福音館書店
いちご，なし，りんご，バナナ。身近
な果物がみずみずしく描かれてい
ます。「さあ，どうぞ」の言葉をそえ
て差し出されるくだものに，子ど
もたちの手もつい伸びてしまいま
す。
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