


あかてぬぐいのおくさんと７にんのなかま 福音館書店

イモリくんヤモリくん 岩崎書店

エルマーのぼうけん 福音館書店

あひるの手紙 佼成出版社

かさじぞう 福音館書店

キツネのまいもん屋 新日本出版社

グラタンおばあさんとまほうのアヒル 小峰書店

くんちゃんのはじめてのがっこう ペンギン社

こねこのレイコは１年生 のら書店

ごきげんいかががちょうおくさん 福音館書店

こだぬきコロッケ

しまふくろうのみずうみ 絵本塾出版

たからものくらべ 福音館書店

こぐま社

ちいさいおうち 岩波書店

チムとゆうかんなせんちょうさん 福音館書店

トラのじゅうたんになりたかったトラ 岩波書店

なぞなぞのすきな女の子 学習研究社

はしれ、きかんしゃちからあし 福音館書店

おじいちゃんのコート ほるぷ出版

保護者の方へ　読書の楽しみを子どもたちに

子どもにとって読書は、言葉や知恵を身につけ、表現力や想像力を高
め感性を豊かにし、成長していく上で、欠くことのできないものです。
子どもが自然に読書を楽しみ、習慣化するためには、大人が、子ども
に本を手渡し、読書の楽しみを伝えていくことが大切です。
低学年のお子さんに出会ってほしい本をリストにしました。
ご家庭で、お子さんに本を選ぶ時の参考にしていただけたら幸いです。

パンのかけらとちいさなあくま 福音館書店

ひとまねこざる 岩波書店

ふしぎなナイフ 福音館書店

ポンちゃんはお金もち こぐま社

へびのクリクター 文化出版局

まゆとおに 福音館書店

みんなのかお 福音館書店

めいちゃんの500円玉 アリス館

もりのなか 福音館書店

やまなしもぎ 福音館書店

よもぎだんご 福音館書店

わにのはいた 大日本図書

バナナのはなし 福音館書店



あかてぬぐいのおくさんと７にんのなかま 福音館書店

イモリくんヤモリくん 岩崎書店

エルマーのぼうけん 福音館書店

あひるの手紙 佼成出版社

かさじぞう 福音館書店

キツネのまいもん屋 新日本出版社

グラタンおばあさんとまほうのアヒル 小峰書店

くんちゃんのはじめてのがっこう ペンギン社

こねこのレイコは１年生 のら書店

ごきげんいかががちょうおくさん 福音館書店

こだぬきコロッケ

しまふくろうのみずうみ 絵本塾出版

たからものくらべ 福音館書店

こぐま社

ちいさいおうち 岩波書店

チムとゆうかんなせんちょうさん 福音館書店

トラのじゅうたんになりたかったトラ 岩波書店

なぞなぞのすきな女の子 学習研究社

はしれ、きかんしゃちからあし 福音館書店

おじいちゃんのコート ほるぷ出版

保護者の方へ　読書の楽しみを子どもたちに

子どもにとって読書は、言葉や知恵を身につけ、表現力や想像力を高
め感性を豊かにし、成長していく上で、欠くことのできないものです。
子どもが自然に読書を楽しみ、習慣化するためには、大人が、子ども
に本を手渡し、読書の楽しみを伝えていくことが大切です。
低学年のお子さんに出会ってほしい本をリストにしました。
ご家庭で、お子さんに本を選ぶ時の参考にしていただけたら幸いです。

パンのかけらとちいさなあくま 福音館書店

ひとまねこざる 岩波書店

ふしぎなナイフ 福音館書店

ポンちゃんはお金もち こぐま社

へびのクリクター 文化出版局

まゆとおに 福音館書店

みんなのかお 福音館書店

めいちゃんの500円玉 アリス館

もりのなか 福音館書店

やまなしもぎ 福音館書店

よもぎだんご 福音館書店

わにのはいた 大日本図書

バナナのはなし 福音館書店







イモリくんヤモリくん

あひるの手紙

朽木祥／作　
ささめやゆき／絵　
佼成出版社

　ある春の日、ほんまち小学校にとどいたふしぎな手紙。
「あひる」とひとこと、元気な文字で書いてある。差出人は
「たなかけんいち」さん。１年生のクラスのみんなが、この
たなかさんと文通することになって…。

はる しょうがっこう て がみ

げん き も   じ か さしだしにん

ぶんつう

おじいちゃんのコート

ジム・エイルズワース／文
バーバラ・マクリントック／絵

福本友美子／訳
ほるぷ出版

仕立て屋だったおじいちゃんが、おばあちゃんと結婚する
とき作ったコート。おじいちゃんは、お気にいりのコート
をどこに行くにも着ていった。コートは少しづつすり切れ、
よれよれになったけど…。

し　た や

き

けっこん
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グラタンおばあさんとまほうのアヒル

安房直子／作　いせひでこ／絵
小峰書店

　グラタンの大すきなおばあさんは、アヒルの絵のついた
グラタンざらを持っていました。そのアヒルは、まほうが使
えました。まほうでグラタンの材料を出すことができるの
です。でもそのせいで、おばあさんはだんだんなまけ者にな
り、自分で買い物に行かなくなりました。腹をたてたアヒル
は、おばあさんの家を出ていくことに…。

ざいりょう

もの

はら

　どうぶつむらのがちょうおくさんは、わすれんぼうの
あわてんぼう。あるはずの『あまぐつ』がみつかりません。
　どこへいっちゃったのかしら？むらのなかまのぶた
さんのところ？ないない。では、ひつじおくさん？やっ
ぱりないない。いったいどこにあるのかしら？
　ゆかいなできごとが、つづきます。

こだぬきコロッケ

ごきげんいかが　がちょうおくさん

ななもりさちこ／作　こばようこ／絵
こぐま社

　こだぬきポン吉の家は、こだぬきが化けるけいこを
する「たぬばけ道場」。なのに化けるのがへたなポン吉
はしかられてばかり。丸まってふて寝をしていたポン吉
を、大きなコロッケとまちがえてオオカミがガブリ！…。
こだぬきポン吉と、ちょっとおくびょうなオオカミのゆ
かいな大そうどう！

きち ば

どうじょう

ね

ミリアム・クラーク・ポター／さく
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まつおかきょうこ／やく　こうもとさちこ／え

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福音館書店
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ポンちゃんはお金もち

たかどのほうこ／さく・え
こぐま社

　テストの点が悪かったコータは、〈はらっぱ公園〉に
〈いどうゆうえんち〉が来る日だというのに、お母さん
にしかられて勉強しなくてはなりません。そこに「ポン
ちゃん」と名のる男の子が現われて、コータを公園に連
れ出します。ポンちゃんはコータに、アイスや風船を
次々と買ってくれて…。

わる こうえん

べんきょう

あら つ

ふうせん

つぎつぎ か
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めいちゃんの５００円玉

なかがわちひろ／作・絵
アリス館

　道で500円玉をひろっためいちゃん。だれのかわから
なくて困っていると、とつぜん「おれ様でおかしでも買
いなよ！」と500円玉がしゃべりだしました。めいちゃん
はびっくりしましたが…。

こま さま
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スマートフォン・パソコンで、本のよやく（とりよせ）ができます！

図書かんホームページ：「よこすか市　図書かん」でけんさく
　　　　　　　　　　　（http://www.yokosuka-lib.jp/）

※本のよやく、かしだしには　図書かんカードが　ひつようです。

※図書かんカードは、おちかくの　図書かん・図書室ですぐにつくれます。

ほん

し と  しょと  しょ

と  しょ

と  しょと  しょ と  しょ しつ
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