
 

 
 

 

２０１９ 

横浜市中図書館 

電話 045-621-6621 

□は ラベルのきごう （ほんの ある ばしょ） 

[  ]は ほんを よやくするとき  

「よやくもうしこみしょ」に かく ばんごうです 

こどもあそびうた
谷川俊太郎/著

山田馨/編 童話屋

[3-0500601662] ９１ 
「ねたね うたたね ゆ

めみたね ひだね きえ

たね しゃくのたね ま

たね あしたね つきよ

だね なたね まいたね 

めがでたね」（「たね」よ

り） ついつい声に出して

読みたくなる、楽しい詩

やおもしろい詩がいっぱ

い。きっとお気に入りの

詩が見つかりますよ。

ぺちゃんこスタンレーこども世界の民話
み ん わ

 上・下
内田莉莎子/〔ほか〕著 

実業之日本社 

上[3-0195064371] 
下[3-0195064370]  
３８．８ 

やぎが雨やどりしたのが

実はライオンの家だった

「やぎとライオン」は、

トリニダード・トバゴの

民話。まめからうまれた

女の子マメ子が魔
ま

ものを

やっつける「マメ子と魔

もの」は、イランの民話。

世界の民話が上・下巻
かん

で

42編
へん

入っています。

アチチの小鬼
こ お に

岡田淳/作 

田中六大/絵

偕成社

[3-0500623673]  お  
ぼくは小学校から帰る

と、おじいちゃんといろ

んな話をする。サキザキ

くんの変
へん

な特技
と く ぎ

や、ゆで

たまごがあくびをした

話。ヤマンバならぬウミ

ンバに会った話や、アチ

チと言う小鬼が出てくる

話。おじいちゃんの話は

ほかにも２冊
さつ

あります。

しりとりボクシング 
新井けいこ/作 

はせがわはっち/絵 

小峰書店

 [3-0500554803]  あ  
学校の学年行事で行うし

りとり大会。４年２組の

恭
きょう

平
へい

はやる気満々。友達

の健太
け ん た

と決勝まで残るた

めの作戦を立てる。それ

は「る」のつく言葉の引

き出しをたくさん作るこ

と。強敵
きょうてき

は１組の勇人
ゆ う と

と

学級委員の小春
こ は る

だ。恭平

は優勝
ゆうしょう

できるか。  

小さなスプーンおばさん

ジェフ・ブラウン/文  

トミー・ウンゲラー/絵 さくまゆみこ/訳 

あすなろ書房 

[3-0198076463]  フ

厚
あつ

さが1.3センチ。これ 

はスタンレーの体です。

朝おきたら、ぺちゃんこ

になっていました。ドア

の下をくぐることもでき

るし、たこになって空も

飛
と

べるんです！ でもい

つまでも、ぺちゃんこで

はいたくない。どうした

ら元にもどれるかな？ 

オレはどうくつ探検家
た ん け ん か

吉田勝次/著

ポプラ社

[3-0500607088]
７８．６

どうくつってどんなとこ

ろだろう？ せまくてま

っ暗、こわい生き物がい

そう？ けれども、そこ

には見たことのない景色
け し き

が広がっていて、地球の

ふしぎを見つけたような

気持ちになれるよ。さあ、

どうくつ探検に出発だ！ 

見えなくてもだいじょうぶ？ 
フランツ＝ヨーゼフ・ファイニク/作

フェレーナ・バルハウス/絵

ささきたづこ/訳

あかね書房

[3-0205026945] 
えほんハ/ももいろ

 お買い物にきた町で、カ

ーラはまいごになってし

まいました。ないている

カーラに声をかけてくれ

たのは、犬をつれた目の

不自由
ふ じ ゆ う

なおにいさんマチ

アスでした。マチアスは

どうやってカーラを助け

てくれたのでしょうか？

おもしろい！楽しい！うれしい！手紙 ３

もらってうれしい手紙を手づくりしよう！

せかいでさいしょの 
ポテトチップス

アン・ルノー/文 フェリシタ・サラ/絵 

千葉茂樹/訳 ＢＬ出版

[3-0500586607]  
えほん５/あおいろ

料理
りょうり

がだいすきなクラム

さんのおみせに、こだわ

りやの紳士
し ん し

がやってき

た。じまんのポテト料理

を「ぶあつい、味がうす

い」と何度もつきかえさ

れ、クラムさんはあるい

たずらを思いつく。パリ

ッとおいしいあのお菓子
か し

の始まりのおはなし。

 

スギヤマカナヨ/著 偕成社 [3-0500572777] ６９

アルフ・プリョイセン/作

大塚勇三/訳

学習研究社

 [3-0190445043]  フ  
ある朝目ざめると、おば

さんはティースプーンく

らいに小さくなっていま

した。でも、おばさんは

少しもあわてず、ネズミ

にそうじをさせたり、フ

ライパンにパンケーキを

焼かせたりして、仕事を

かたづけていきます。シ

リーズが３冊
さつ

あります。 

手紙はもらうのもうれしいけれど、送るのも楽しいよ。たとえ

ば、画用紙に手形をスタンプして切り取ってみて。あて名を書

いて切手をはると送れるよ。ひとりでも大勢でもできる、手紙

づくりのアイデアがいっぱい。シリーズが３さつあります。



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

世界あちこちゆかいな家めぐり 

小松義夫/文・写真 

西山晶/絵 

福音館書店 

[3-0204073513] ３８ 

 
大きな円盤

えんばん

のような家、地 
面の下にできた家など、世

界にはいろいろな形の家が

あります。この本では世界

中のおもしろい家と、その

家でくらす人びとのようす

が紹介
しょうかい

されています。その

家をたずねる気分でのぞい

てみませんか？ 

小さいおばけ 
 オトフリート・プロイスラー/作 

フランツ・ヨーゼフ・トリップ/絵 
はたさわゆうこ/訳 徳間書店 
[3-0203051692]  フ  

ドイツのお城
しろ

に小さいお 
ばけがすんでいました。

おばけは、昼の世界を見

たいと思っていました。

ある日、ねがいがかなっ

て、昼間に目がさめまし

た。でも日の光をあびた

とたん、黒いすがたにな

ってしまって、町の人は

おおさわぎ！ 
 

きょうりゅうが学校にやってきた 

アン・フォーサイス/作 

熊谷鉱司/訳   

むかいながまさ/絵 

金の星社 

[3-0190177555]  フ  
 
トムが、「見てごらん！」

とさけぶと、みんなもび

っくり。校庭に、子ウシ

ほどの大きさのきょうり

ゅうがいます。小さなき

ょうりゅうは、スキップ

しながら教室にはいって

きました。シリーズは５

冊
さつ

あります。 

クワガタクワジ物語 
中島みち/著 

偕成社 

[3-0202050808] ４８．６ 

太郎
た ろ う

くんがはじめてつか 
まえた三びきのクワガタ

ムシ。つやつやして、ひ

らべったいからだ。キュ

ーンとまがった大あご。

クワイチ、クワジ、クワ

ゾウと名まえをつけて、

たるに土をいれた「第一

クワガタマンション」で、

かうことにしました。 

さよなら、おばけ団地
だ ん ち

 
 藤重ヒカル/作 

浜野史子/画 

福音館書店 
[3-0500555767]  ふ  

結
ゆ

衣
い

たちが住む桜
さくら

が谷
や

 
団地には、おばけやゆう

れいが出るといううわさ

があります。子どもをさ

らう黒マントの男、屋上

にいる子どもを引きずり

おろす白い手。おばけ団

地でおきる、ちょっとこ

わいけれどもふしぎなお

話が５つ入っています。 
 

コクルおばあさんとねこ 
フィリパ・ピアス/作 
アントニー・メイトランド/絵 

前田三恵子/訳 徳間書店 
[3-0500582002]  ヒ  
 コクルおばあさんは、ロ

ンドンいち太ったふうせ

ん売り。でも、ねこのピ

ーターが家出をして、し

んぱいでやせてしまいま

す。そんなある日、おば

あさんがふうせんのたば

をもっていると、大風が

ふいてきて、からだがま

いあがったのです。 

たのしいうんどう 

平尾剛/監修 たけなみゆう

こ/画 朝日新聞出版/編著 

朝日新聞出版 

[3-0500608151] ７８ 
 
運動
うんどう

は、体育で習うとび 
箱やかけっこだけじゃな

いよ。この本には、声を

出しながら動いたり、遊

びながら走ったり、ネコ

のまねをしてジャンプし

たり、と楽しく体を動か

すヒントがいっぱいあり

ます。友だちや家族とい

っしょにやってみよう！ 

ペニーの日記読んじゃだめ 
 

パイパーさんのバス 
エリナー・クライマー/作 

クルト・ヴィーゼ/絵 

小宮由/訳 徳間書店  

[3-0500565044]  ク  

家族のいないパイパーさ

んはバスの運転手。ある

日、犬がアパートまでつ

いて来て、あとから来た

ねこやひよこもいっしょ

ににぎやかにくらし始め

ました。でも大家
お お や

さんに

いやがられ、動物のもら

い手をさがしにバスに乗

って旅に出かけました。 

ヒロシマのいのちの水 
指田和/文 
野村たかあき/絵 
文研出版 
[3-0209038943] 
えほんの/みずいろ 

1945年８月６日、ヒロシ

マに原爆
げんばく

がおとされた

日、たくさんの人が水を

ほしがりながらなくなり

ました。生きのこった

宇根
う ね

利
とし

枝
え

さんは、せんそ

うがおわったあと、あの

日のやくそくをはたそう

と、「いれいひ」にお水を

そなえつづけています。 

黄金
こ が ね

りゅうと天女 
代田昇/文 
赤羽末吉/絵 
ＢＬ出版 
[3-0500572249]  
えほんあ/あか 
むかし、沖縄

おきなわ

の慶留
げ る

間
ま

の 
島に、可愛

か な ー

とよばれる、

かしこい女の子がいた。

七つになった可愛は、「天

にいかねばなりませぬ」

とオタキ山へむかう。山

のてっぺんでてまねきを

すると、黄金色
こがねいろ

の竜
りゅう

があ

らわれ、可愛をせにのせ、

きえてしまったが…。 

霧
きり

のむこうのふしぎな町 

柏葉幸子/作  

杉田比呂美/絵 

講談社  
[3-0204093348]  か  

６年生のリナは、ひとり

で夏休みに「霧の谷」で過
す

ごすことになった。風に

とばされたかさを追いか

けていくうち、リナは小

さな町の屋敷
や し き

にたどりつ

く。そこでリナを待って

いたのは、気むずかしい

ピコットばあさんだっ

た。 

ロビン・クライン/作 
アン・ジェイムズ/絵 

安藤紀子/訳 偕成社 
[3-0197005435]  ク  
 ペニーは10才の女の子。

馬が大すきで、ピンクの

ワンピースとお年よりが

きらい。でも、クラスで

老人
ろうじん

ホームに歌を歌いに

行くことになっちゃって

…。何が起こったかは、

写真や絵がいっぱいのペ

ニーの日記を読んでみ

て！ つづきもあります。 


