
子ども読書の日・こどもの読書週間：中央図書館児童資料室展示

　「パパ、絵本読んで！」

期間 平成２７（２０１５）年４月１８日（土）～５月１７日（日）

０，１，２歳

No. 書名 著者 出版者

1 いないいないばあ    
松谷 みよ子／文
瀬川 康男／え 童心社 JE ｾﾔ

2 おやすみなさいおつきさま
マーガレット・ワイズ・ブラウン／さく
クレメント・ハード／え　 せた ていじ／やく 評論社 JE ﾊｸ

3 がたんごとんがたんごとん    安西 水丸／さく 福音館書店 JE ｱﾐ

4 しゅっぱつ しんこう!    山本 忠敬／さく 福音館書店 JE ﾔﾀ

5 ちいさいじどうしゃ    
ロイス・レンスキー／ぶん・え
わたなべ しげお／やく 福音館書店 JE ﾚﾛ

6 でてこいでてこい はやし あきこ／さく 福音館書店 JE ﾊｱ

7 でんしゃ    
バイロン・バートン／さく え
こじま まもる／やく 金の星社 JE ﾊﾊ

8 はたらくくるま    
バイロン・バートン／作
あかぎ かずまさ／訳

インターコミュニ
ケーションズ JE ﾊﾊ

9 バルンくん    こもり まこと／さく 福音館書店 JE ｺﾏ

３歳ぐらいから

No. 書名 著者 出版者

10 おおきなかぶ    
Ａ．トルストイ／再話
内田 莉莎子／訳　 佐藤 忠良／画 福音館書店 JE ｻﾁ

11 かばくん    
岸田 衿子／さく
中谷 千代子／え 福音館書店 JE ﾅﾁ

12 ぞうくんのさんぽ    なかの ひろたか／さく・え 福音館書店 JE ﾅﾋ

13 ちいさなねこ    
石井 桃子／さく
横内 襄／え 福音館書店 JE ﾖｼ

14 はらぺこあおむし    
エリック=カール／さく
もり ひさし／やく 偕成社 JE ｶｴ

４歳ぐらいから

No. 書名 著者 出版者

15 あおくんときいろちゃん
レオ・レオーニ／作
藤田 圭雄／訳 至光社 JE ﾚﾚ

16 がたごとがたごと    
内田 麟太郎／文
西村 繁男／絵 童心社 JE ﾆｼ

17 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 JE ﾔﾀ

18 だるまちゃんとてんぐちゃん    加古 里子／さく・え 福音館書店 JE ｶｻ

19 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 JE ｸﾏ

20 ひとまねこざるときいろいぼうし    
H.A.レイ／文,絵
光吉夏弥／訳 岩波書店 JE ﾚｴ

21 ぶたぶたくんのおかいもの    土方 久功／さく え 福音館書店 JE ﾋﾋ

22 ももたろう    
まつい ただし／ぶん
あかば すえきち／え 福音館書店 JE ｱｽ

23 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 JE ｴﾏ

絵本の読み聞かせはママにおまかせ？　そんなのもったいない！
読んであげたら、お子さんにとっても、パパにとっても、きっと楽しいひと時になることでしょう。
「でも、どんな本を選べばいいのかわからないなぁ・・・」
そんな子育て中のパパのために、おすすめの絵本を展示しました。

請求記号

請求記号

請求記号

*対象年齢は目安です。



５歳ぐらいから

No. 書名 著者 出版者

24 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 JE ﾊｳ

25 おおかみと七ひきのこやぎ
グリム／[原作]
フェリクス・ホフマン／え
せた ていじ／やく

福音館書店 JE ﾎﾌ

26 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 JE ｾﾓ

27 からすのパンやさん    加古 里子／絵と文 偕成社 JE ｶｻ

28 しずくのぼうけん    
マリア・テルリコフスカ／さく
うちだ りさこ／やく
ボフダン・ブテンコ／え

福音館書店 JE ﾌﾎ

29 11ぴきのねこ    馬場 のぼる／著 こぐま社 JE ﾊﾉ

30 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 JE ｳﾄ

31 だいくとおにろく    
松居 直／再話
赤羽 末吉／画 福音館書店 JE ｱｽ

32 チムとゆうかんなせんちょうさん    
エドワード・アーディゾーニ／さく
せた ていじ／やく 福音館書店 JE ｱｴ

33 とこちゃんはどこ    
松岡 享子／さく
加古 里子／え 福音館書店 JE ｶｻ

34 まよなかのだいどころ    
モーリス・センダック／さく
じんぐう てるお／やく 富山房 JE ｾﾓ

35 よかったねネッドくん  
レミー・チャーリップ／さく
やぎた よしこ／訳 偕成社 JE ｼﾚ

知識の絵本

No. 書名 著者 出版者

36 おなら    長 新太／さく 福音館書店 JE ﾁｼ

37 これがほんとの大きさ! 
スティーブ・ジェンキンズ／作
佐藤 見果夢／訳 評論社 JE ｼｽ

38 だれだかわかるかい?  むしのかお  今森 光彦／ぶん・写真 福音館書店 JE ｲﾐ

39 はなのあなのはなし    やぎゅう げんいちろう／さく 福音館書店 JE ﾔｹ

40 はははのはなし    加古 里子／ぶん・え 福音館書店 JE ｶｻ

41 みんなうんち    五味 太郎／さく 福音館書店 JE ｺﾀ

No. 書名 著者 出版者

42 おとうさんあそぼう    
わたなべ しげお／ぶん
おおとも やすお／え 福音館書店 JE ｵﾔ

43 スモールさんはおとうさん    
ロイス・レンスキー／ぶん・え
わたなべ しげお／やく 童話館出版 JE ﾚﾛ

44 おとうさんおかえり    
マーガレット・ワイズ・ブラウン／文
スティーヴン・サヴェッジ／絵
さくま ゆみこ／訳

ブロンズ新社 JE ｻｽ

45 おとうさんとさんぽ    にしかわ おさむ／ぶん・え 教育画劇 JE ﾆｵ

46 かえってきたおとうさん    
モーリス・センダック／え
E.H.ミナリック／ぶん
まつおか きょうこ／やく

福音館書店 JE ｾﾓ

47 パパと10にんのこども    
ベネディクト・ゲッティエール／作
那須田 淳／訳 ひくまの出版 JE ｹﾍ

48 ねずみのとうさんアナトール    
イブ・タイタス／文　ポール・ガルドン／絵
晴海 耕平／訳 童話館出版 JE ｶﾎ

49 こまるなあおとうさん    
メイール・シャレヴ／ぶん
ヨスィ・アブルアフィヤ／え
いぬい ゆみこ／やく

アスラン書房 JE ｱﾖ

50 パパの大飛行    
アリス・プロヴェンセン／作
マーティン・プロヴェンセン／作
脇 明子／訳

福音館書店 JE ﾌｱ

請求記号

請求記号

請求記号

パパが主役の本　　*上の行ほど小さい子向け、下の行ほど大きい子向けです。


