
５月５日から限定３０袋で「お楽しみ読書袋～子ども版」を作って貸し出しをしました。

袋の中には何が入っていたのか気になる！！という方のためにリストを作成しました。

＜＜小学生以下＞＞＜＜小学生以下＞＞＜＜小学生以下＞＞＜＜小学生以下＞＞

●おばけ・妖怪がいっぱい●おばけ・妖怪がいっぱい●おばけ・妖怪がいっぱい●おばけ・妖怪がいっぱい

書名 著者 出版者

ひゅるひゅる  せな けいこ∥[作] 童心社

こわくないこわくない  内田 麟太郎∥ぶん 大島 妙子∥え 童心社

おばけかぞくのいちにち 西平 あかね∥さく 福音館書店

かっぱぬま 武田 美穂∥作 あすなろ書房

おばけがぞろぞろ ささき まき∥作 福音館書店

おばけがこわいことこちゃん 田中 清代∥作 ビリケン出版

●動物み～つけた●動物み～つけた●動物み～つけた●動物み～つけた

書名 著者 出版者

からだがかゆい 岩合 日出子∥ぶん 岩合 光昭∥しゃしん 福音館書店

かばくん  岸田 衿子∥作 中谷 千代子∥画 福音館書店

ふしぎなしろねずみ チャン チョルムン∥文 ユン ミスク∥絵 岩波書店

ダレ・ダレ・ダレダ 越野 民雄∥文 高畠 純∥絵 講談社

がちょうのペチューニア ロジャー　デュボワザン∥作 冨山房

へびくんのおさんぽ いとう ひろし∥作　絵 鈴木出版

子ども向け　お楽しみ読書袋　選書リスト子ども向け　お楽しみ読書袋　選書リスト子ども向け　お楽しみ読書袋　選書リスト子ども向け　お楽しみ読書袋　選書リスト



●どんな本がはいっているかは　ひ・み・つ●どんな本がはいっているかは　ひ・み・つ●どんな本がはいっているかは　ひ・み・つ●どんな本がはいっているかは　ひ・み・つ

書名 著者 出版者

てじな 土屋 富士夫∥作 福音館書店

どじにんじゃ 新井 洋行∥作　絵 講談社

むしたちのえんそく 得田 之久∥文 久住 卓也∥絵 童心社

いちごです  川端 誠∥作 文化出版局

ありがとうしょうぼうじどうしゃ 内田 麟太郎∥文 西村 繁男∥絵 ひかりのくに

ねえどっちがすき? 安江 リエ∥ぶん 降矢 奈々∥え 福音館書店

オレ・ダレ 越野 民雄∥文 高畠 純∥絵 講談社

いっしょならもっといい ルイス　スロボドキン∥作  偕成社

フラニーとメラニー しあわせのスープ あいはら ひろゆき∥ぶん あだち なみ∥え 講談社

＜＜低学年＞＞＜＜低学年＞＞＜＜低学年＞＞＜＜低学年＞＞
●おばけ・妖怪がいっぱい●おばけ・妖怪がいっぱい●おばけ・妖怪がいっぱい●おばけ・妖怪がいっぱい

書名 著者 出版者

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

ひゅーどろどろかべにゅうどう 角野 栄子∥作 はた こうしろう∥絵 小峰書店

おばけかな?  いちかわ けいこ∥作 西村 敏雄∥絵 教育画劇

●のりもの大好き●のりもの大好き●のりもの大好き●のりもの大好き

書名 著者 出版者

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

ゆうちゃんのみきさーしゃ 村上 祐子∥さく 片山 健∥え 福音館書店



ぼくひこうき ひがし ちから∥作 ゴブリン書房

●動物み～つけた●動物み～つけた●動物み～つけた●動物み～つけた

書名 著者 出版者

バルバルさん 乾 栄里子∥文 西村 敏雄∥絵 福音館書店

くまのオットーとえほんのおうち ケイティ　クレミンソン∥作 岩崎書店

どうぶつ川柳ぼく、だーれ? サトシン∥さく ドーリー∥え そうえん社

ハリネズミくんと森のともだち S.G.コズロフ∥作 S.A.オストロフ∥絵 岩波書店

いそっぷのおはなし いそっぷ∥[原作] 降矢 なな∥絵 木坂 涼∥再話グランまま社

おでかけどうぶつえん 阿部 浩志∥ぶん 北村 直子∥え 学研教育出版

なんのぎょうれつ? オームラ トモコ∥作 ポプラ社

ひみつだから! ジョン　バーニンガム∥ぶん　え 岩崎書店

ペンギンサーカスだん 斉藤 洋∥作 高畠 純∥絵 講談社

●家族がいいね●家族がいいね●家族がいいね●家族がいいね

書名 著者 出版者

よーいよーいよい さいとう しのぶ∥作　絵 ひさかたチャイルド

おとうさんの手 まはら 三桃∥作 長谷川 義史∥絵 講談社

かあさんのしっぽっぽ 村中 李衣∥作 藤原 ヒロコ∥絵 BL出版

●食べてみたいな●食べてみたいな●食べてみたいな●食べてみたいな

書名 著者 出版者

まるごとたべたい。  山脇 恭∥作 小田桐 昭∥絵 偕成社

パンパカパーンふっくらパン  野中 柊∥作 長崎 訓子∥絵 理論社



きょうのごはん 加藤 休ミ∥作 偕成社

●どんな本がはいっているかは　ひ・み・つ●どんな本がはいっているかは　ひ・み・つ●どんな本がはいっているかは　ひ・み・つ●どんな本がはいっているかは　ひ・み・つ

書名 著者 出版者

どろぼうがっこう 加古 里子∥絵と文 偕成社

しまうまのさんぽ U.G.サトー∥作 福音館書店

図書室の日曜日 村上 しいこ∥作 田中 六大∥絵 講談社

＜＜中学年＞＞＜＜中学年＞＞＜＜中学年＞＞＜＜中学年＞＞
●おばけ・妖怪がいっぱい●おばけ・妖怪がいっぱい●おばけ・妖怪がいっぱい●おばけ・妖怪がいっぱい

書名 著者 出版者

闇夜の百目 斉藤 洋∥作 大沢 幸子∥絵 あかね書房

大接近!妖怪図鑑  軽部 武宏∥作 あかね書房

お化けの海水浴 川端 誠∥作 BL出版

お化け屋敷へようこそ 川端 誠∥作 BL出版

こんや、妖怪がやってくる 中国のむかしばなし  君島 久子∥文 小野 かおる∥絵 岩波書店

妖怪 身近にいるあやしいもの 小松 和彦∥監修 野村 たかあき∥絵 グラフィック社

●食べてみたいな●食べてみたいな●食べてみたいな●食べてみたいな

書名 著者 出版者

玉子の卵焼き 上條 さなえ∥作 陣崎 草子∥絵 文溪堂

アイスクリームだいすき! ブライアン　モーセズ∥作 マイク　ゴードン∥絵 教育画劇

パンがいっぱい 大村 次郷∥写真　文 福音館書店

おかし なかがわ りえこ∥ぶん やまわき ゆりこ∥え福音館書店



ブタベイカリー 角野 栄子∥作 100%ORANGE∥絵 文溪堂

おばけのひやめしや ささき みお∥作　絵 ひさかたチャイルド

大おばさんの不思議なレシピ 柏葉 幸子∥作 児島 なおみ∥絵 偕成社

ボクがつくった世界のおやつどうぞ!  平野 恵理子∥作 偕成社

あつまれ!全日本ごとうちグルメさん ふくべ あきひろ∥文 おおの こうへい∥絵 ブロンズ新社

●冒険に出かけよう！●冒険に出かけよう！●冒険に出かけよう！●冒険に出かけよう！

書名 著者 出版者

ぼくらの地図旅行 那須 正幹∥ぶん 西村 繁男∥え 福音館書店

山猫たんけん隊  松岡 達英∥作 偕成社

衝撃!驚き!大発見!世界ミステリーFILE  山口 直樹∥監修 小学館

●動物み～つけた●動物み～つけた●動物み～つけた●動物み～つけた

書名 著者 出版者

しろもくろも、みんなおいで あべ 弘士∥作 童心社

ライオンとねずみ [イソップ∥原作] ジェリー　ピンクニー∥作 光村教育図書

グレイ・ラビットのおはなし アリソン　アトリー∥作 岩波書店

●どんな本がはいっているかは　ひ・み・つ●どんな本がはいっているかは　ひ・み・つ●どんな本がはいっているかは　ひ・み・つ●どんな本がはいっているかは　ひ・み・つ

書名 著者 出版者

お父さん、牛になる 晴居彗星∥作 福音館書店

ろうかのいちばんおくの教室は ダグラス　エバンス∥作 PHP研究所

ばばばあちゃんのなぞなぞりょうりえほん むしぱんのまき さとう わきこ∥作 福音館書店



＜＜高学年＞＞＜＜高学年＞＞＜＜高学年＞＞＜＜高学年＞＞
●冒険に出かけよう！●冒険に出かけよう！●冒険に出かけよう！●冒険に出かけよう！

書名 著者 出版者

槍ケ岳山頂 川端 誠∥作 BL出版

シドニー行き714便 エルジェ∥作 福音館書店

ぼくらは知床探険隊 関屋 敏隆∥文 岩崎書店

影なし山のりん 宇佐美 敬子∥作 学研教育出版

電車で行こう! [1] 豊田 巧∥作 集英社

地球をほる  川端 誠∥作 BL出版

●学校って楽しい！●学校って楽しい！●学校って楽しい！●学校って楽しい！

書名 著者 出版者

木かげの秘密 浅野 竜∥作 学研教育出版

劇団6年2組 吉野 万理子∥作 学研教育出版

おそうじ隊長 よしなが こうたく∥さく 長崎出版

●動物み～つけた●動物み～つけた●動物み～つけた●動物み～つけた

書名 著者 出版者

モグラの生活  飯島 正広∥文　写真 福音館書店

おいで、フクマル  くどう なおこ∥さく ほてはま たかし∥え 小峰書店

としょかんライオン ミシェル　ヌードセン∥さく ケビン　ホークス∥え岩崎書店

ノラネコの研究 伊沢 雅子∥文 平出 衛∥絵 福音館書店 

ずかんヘンテコ姿の生き物 今泉 忠明∥監修 技術評論社

どうぶつえんガイド あべ 弘士∥さく　え 福音館書店 



●どんな本がはいっているかは　ひ・み・つ●どんな本がはいっているかは　ひ・み・つ●どんな本がはいっているかは　ひ・み・つ●どんな本がはいっているかは　ひ・み・つ

書名 著者 出版者

ストグレ! 小川 智子∥著 講談社

りきしのほし 加藤 休ミ∥著 イースト・プレス

サーカスの学校 西元 まり∥文 福音館書店

カンナ道のむこうへ くぼ ひでき∥作 小峰書店

ぼくはおじさん 山下 奈美∥作 小峰書店

おじいちゃんのSLアルバム 佐竹 保雄∥写真　原案 小風 さち∥文 福音館書店

ご利用ありがとうございました。（＾０＾）ノご利用ありがとうございました。（＾０＾）ノご利用ありがとうございました。（＾０＾）ノご利用ありがとうございました。（＾０＾）ノ


