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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
りと遊んだ満足感が残ります。

3～5歳

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，まか不思
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。

みんなうんち
五味 太郎／さく
福音館書店
「おおきいぞうはおおきいうんち，ちい
さいねずみはちいさいうんち」。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。

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。
　お子さんの成長や興味に応じて，その時々にふさわしい
本を手渡してあげてください。
　このリストでは，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を紹介しています。

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。白
地に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。

くらし たべもの のりもの

昔　話 ともだち ふしぎ

6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）
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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★

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）



すてきな三にんぐみ
トミー＝アンゲラー／さく
いまえ よしとも／やく
偕成社
黒マントに黒いぼうしのどろぼう3人
組。ある晩ぬすんだのは，宝物ではな
く女の子。その後3人組がしたことと
は…。こわそうな雰囲気が一転して
ハッピーエンドに。絵は黒が効果的に
使われ，ストーリーをひきたてます。

どろんこハリー
ジーン・ジオン／ぶん
マーガレット・ブロイ・グレアム／え
わたなべ しげお／やく
福音館書店
ハリーは黒いぶちのある白い犬。大嫌い
なお風呂に入れられるのがいやで逃げ
出します。小さな子どもも夢中になる，
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。

はじめてのおつかい
筒井 頼子／さく
林 明子／え
福音館書店
大忙しのお母さんに，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。ピーターが
登場する他の絵本もどうぞ。

いたずら きかんしゃ ちゅうちゅう
バージニア・リー・バートン／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。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。

かさじぞう
瀬田 貞二／再話
赤羽 末吉／画
福音館書店
大みそかの晩，雪に埋もれた地蔵さ
まを気の毒に思ったおじいさんは,
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。

からすのパンやさん
加古 里子／絵と文
偕成社
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。

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。
落ち着いた色彩の絵が，淡々とリ
アルに読み手に語りかけます。

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
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。

11ぴきのねこ
馬場 のぼる／著
こぐま社
おなかぺこぺこの11ぴきののらね
こが捕まえた怪物みたいな大きな
魚。この立派な魚をみんなに自慢
するまでは食べないと約束したけ
れど，がまんできるかな。
子どもたちはねこの気持ちになっ
ていきます。

しょうぼうじどうしゃ じぷた
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，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。

三びきのやぎのがらがらどん
マーシャ・ブラウン／え
せた ていじ／やく
福音館書店
山に出かける三びきのやぎと，そ
れを食べようと橋の下で待ち受け
るトロルの対決。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。


