ほんは、やさしいじゅんに ならんでいます。
★がついているほんは、シリーズです。つづきもよんでみてね。

えほん

トイレにいっていいですか

★

ロージーのおさんぽ
パット・ハッチンス/さく
わたなべ しげお／やく

てらむら
わかやま

かいせいしゃ

めんどりロージーのうしろを、
きつねが「たべてやるぞー」と
ついていきます。
よんだひ
がつ

にち

ページをめくると、あれっ？

てるお／さく
しずこ／え

がつ

にち

きつねをよくみてみると…

いとう ひろし／さく
ポプラしゃ

こうのトイレがきらいです。で

うびに、ねこはろうそくを99ほん

も、とうとうがまんができなく

かいました。でも、ろうそくを か

なり…

わにおとしてしまって、のこった
のは５ほんだけ。そのひから、お

よんだひ
がつ

るおはなしです。

にち

ばあさんは５さいになったのです。

しょうぼうじどうしゃ
じぷた
わたなべ しげお／さく
やまもと ただよし／え
ふくいんかんしょてん

ラチはよわむしで、ともだちと

ルラルさんのじまんは、しば

じぷたは、ちいさな しょうぼう

もあそべません。あるひ、ちい

ふのにわです。でも、あるあ

さならいおんがやってきて、ラ

さ、だいじなにわに おおき
なまるたが ころがっていま

フレーベルかん

おばあさんの99さいのおたんじょ

マレーク・ベロニカ／ぶん・え
とくなが やすもと／やく
ふくいんかんしょてん

★

ようこ／さく・え

１ねんせいのオムくんは、がっ

ラチとらいおん
ルラルさんのにわ

さの

あかねしょぼう

トイレにいくのが、たのしくな

よんだひ

だってだってのおばあさん

した。

がつ

チを、つよくしてくれるといい

よんだひ
がつ

にち

じどうしゃなので、いつも はし

よんだひ

ごしゃたちと、くらべられていま

にち

よんだひ

した。でも、ちいさなじぷたにし

ます。

がつ

にち

か できないしごとがありました。

ガンピーさんの
ふなあそび

よんだひ
がつ

にち

★

ジョン・バーニンガム／さく
みつよし なつや／やく
ほるぷしゅっぱん

ジュディス・カー／さく
はるみ こうへい／やく
どうわかんしゅっぱん

ガンピーさんは、ふねで でかけ

ソフィーとおかあさんが、お

ます。こどもやどうぶつが、やく

ちゃのじかんにしようとしてい

そくをしながら、ふねにのりこみ

ました。そこへ、おなかをすか

ます。ところが、やぎがやくそく

よみもの

おちゃのじかんにきたとら

よんだひ
がつ

にち

みどりいろのたね
たかどの ほうこ／さく
おおた だいはち／え
ふくいんかんしょてん

まあちゃんは、はたけにたねをま

きました。だけどまあちゃんは、

せたとらが、たずねてきます。

をやぶり…

たねといっしょにあめをうめてし
まったのです。つちのなかで、た

よんだひ
がつ

くんちゃんのはじめての
がっこう

ろくべえまってろよ
はいたに けんじろう/さく
ちょう しんた／え
ぶんけんしゅっぱん

ドロシー・マリノ／さく
まさき るりこ／やく

★

こぐまのくんちゃんは、きょう

なにおちました。こどもたちは、

から１ねんせい。くんちゃんは、

ろくべえをたすけだすため、さ

じがよめません。けいさんがで

くせんをねります。ろくべえは、 よんだひ
ぶじにたすかるのでしょうか？

きません。でも、くんちゃんに
がつ

にち

もできる べんきょうが はじま
りました。

ねとあめが、けんかをはじめて…

おさらをあらわなかった
おじさん

ペンギンしゃ

こいぬの ろくべえが ふかいあ

にち

フィリス・クラジラフスキー／ぶん
バーバラ・クーニー／え
みつよし なつや／やく いわなみしょてん

おじさんは、ごはんのおさらをつ
ぎのひにあらうことにしました。

よんだひ
がつ

にち

でも、つぎのひも、またつぎのひ
も、おさらをあらいませんでした。

よんだひ
がつ

にち

りました。

きえた犬のえ
ぼくはめいたんてい １

も、おさらをあらいませんでした。

しぜん・ちしき

★

マージョリー・Ｗ.シャーマット／ぶん
マーク・シーモント／え
みつよし なつや／やく
だいにっぽんとしょ

このあいだに
なにがあった？

いぬ

アニーがかいた犬のえが、なくなっ
てしまいました。めいたんていの
いぬ
ネートは、ぶじに犬のえをみつけら
れるでしょうか。

さとう まさひこ／さく
ユーフラテス／さく
ふくいんかんしょてん

けのながいひつじと、けのみじ

よんだひ
がつ

かいひつじ。このあいだに、な

にち
よんだひ
がつ

にがあったのでしょう。

にち

ライギョのきゅうしょく
あべ なつまる／さく
むらかみ やすなり／え

アリからみると

こうだんしゃ

くわはら りゅういち／ぶん
くりばやし さとし／しゃしん
ふくいんかんしょてん

ここは さかながっこう。ライ
ギョは、きゅうしょくのたべ

かたを ならいます。タナゴは、

もしも、きみのからだが、ア

かくれんぼを ならいます。そ

リぐらいにちいさくなったら、

れぞれ ちがうじゅぎょうをす

このせかいは、どんなふうに

よんだひ

るのは、どうして？

がつ

にち

よんだひ

みえるのかな？

がつ

まほうのコップ
ふじた ちえ／げんあん
かわしま としお／しゃしん
はせがわ せつこ／ぶん
ふくいんかんしょてん

ねずみのすもう
かんざわ としこ／ぶん
あかば すえきち／え

かいせいしゃ

ただのコップに ただのみず

じいさんとこの やせねずみと、
ねずみが、すもうをとっていま
す。じいさんのねずみは、まけ
にち

てばかり。そこでじいさんは…

このリストには、お子さんが自分でも読める本
を掲載しています。しかし字を習ったばかりでは、
文字を追うのに精一杯です。身近な大人に読んで
もらうことで、物語の楽しさに気づきます。最初
はぜひお子さんと一緒に本を楽しんでください。

をいれただけ。そこに、も

ちょうじゃどんとこの ふとった

がつ

保護者の方・子どもの読書に関わる方へ
～お子さんと一緒に楽しんでください～

むかしばなし

よんだひ

にち

のをすかしてみると…。あ

よんだひ
がつ

れれ、ふしぎやふしぎ。

にち

し・ことば

ロングセラーの本も掲載しています。時代を超
えて読み継がれた本は、内容が古びることなく、
子どもの心を捉えます。このリストがお子さんに
とって「本を読んで楽しい時間を過ごす」ことの
一助になれば幸いです。

おだんごぱん
せた ていじ／やく
わきた かず／え
ふくいんかんしょてん

たにかわ しゅんたろう／さく
わだ まこと／え
サンリード

おばあさんが、こむぎこをか
きあつめ、クリームをたっぷ

こえにだして よんでみよう。

りまぜて、バターでやいた お

にげだしてしまいます。

たましりつとしょかん

つっかえないで よめるかな？

だんごぱん。でも、おだんご
ぱんは、たべられるまえに、

なまえ

これはのみのぴこ

よんだひ
がつ

にち

よんだひ
がつ

にち

でんわ ０４２－３７３－７９５５
http://www.library.tama.tokyo.jp/
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