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

えほん

うごいちゃだめ！

たしま

かいせいしゃ

小さなしげみで、バッタはいつも
びくびくしていました。しげみに
は、おそろしい生きものたちがい
るからです。でも、そんな まい
にちがいやになったバッタは、し

よんだ日
月

せいぞう／さく

日

ちいさいおうち

エリカ・シルヴァマン／文
Ｓ.Ｄ.シンドラー／え
せな あいこ／やく
アスランしょぼう

とべバッタ

ばーじにあ・りー・ばーとん／文と え
いしい ももこ／やく
いわなみしょてん

よんだ日
月

日

おなかをすかせた きつねがきても、
どちらもじっとうごきません…。

げみをとび出します。

しばた
いとう

あいこ／文
ひでお／え

たばた せいいち／きょうどうせいさく
先天性四肢障害児父母の会／きょうどうせいさく
のべ あきこ／きょうどうせいさく
しざわ さよこ／きょうどうせいさく
かいせいしゃ

ポプラしゃ

ともだちのこうたとけんかした。
くやしくて なみだが出る。
こうたがあやまっても、けんか
の気もちはおわらない。

さっちゃんの手は、みんなとすこし
ちがいます。でもだいじょうぶ。
さっちゃんの手は、まほうの手なの
です。

よんだ日
月

日

かにありました。でも、きせつが
すぎていくうちに、まわりは ど
んどんかわっていきました。

よんだ日
月

日

こぎつねコンと
こだぬきポン

さっちゃんのまほうのて
けんかのきもち

ちいさいおうちは、しずかないな

あひるとがちょうは“うごいたら
まけ”きょうそうをはじめました。

まつの まさこ／文
ふたまた えいごろう／え

よんだ日
月

日

どうしんしゃ

つばき山のこぎつねコンは、とも
だちがいません。すぎの木山のこ
だぬきポンも、ともだちがいませ
ん。コンもポンも、ともだちがほ
しいとおもっていました。そんな
ある日…

よんだ日
月

日

よみもの
エイモスさんがかぜをひくと
おっきょちゃんとかっぱ

フィリップ・Ｃ・ステッド／文
エリン・Ｅ・ステッド／え
あおやま みなみ／やく
みつむらきょういくとしょ

よんだ日
月

日

エイモスさんは、どうぶつえんのとも
だちとなかよし。でも、きょうは く
しゃみが出て、さむけもするので、み
んなにあいにいけません。みんなは、
エイモスさんを しんぱいしていました。

ジェラルド・ローズ／文・え
ふしみ みさを／やく
いわなみしょてん

おっきょちゃんが川であそんでい
ると、かっぱの子があらわれまし
た。かっぱの子は、おっきょちゃ
んを川の中のおまつりに しょうた

よんだ日
月

日

よんだ日

いするというのです。

月

シビル・ウェッタシンハ／さく
いのくま ようこ／やく
とくましょてん

ジーン・ジオン／さく
マーガレット・ブロイ・グレアム／え
もり ひさし／やく
ペンギンしゃ

エドワード・アーディゾーニ／さく
せた ていじ／やく
ふくいんかんしょてん

町へ出かけたキリ・ママおじさん
は、はじめて見つけたかさを、よ
ろこんで かってかえりました。

なつ休みに、どこへもいけないトミー。
うちで、きんじょの人のはちうえを、
あずかることにしました。りょうきんは、

ところが、コーヒーをのんでいる
あいだに、かさをぬすまれてしま

よんだ日
月

日

います。

日

「トラのじゅうたんになりたかっ
たトラ」なんて へんなトラです
ね。どうしてじゅうたんに なり
たかったのかな？そのりゆうを、
たしかめてみましょう。

チムと
ゆうかんなせんちょうさん

かさどろぼう

はちうえはぼくにまかせて

うえきばち１こで１日２セントです。

トラのじゅうたんに
なりたかったトラ

はせがわ せつこ／文
ふりや なな／え
ふくいんかんしょてん

よんだ日
月

日

★

チムはふねがだいすき。ある日ボー
トのおじさんは、チムを かんぱんに
のこして、せんちょうしつに いって
しまいました。そこでチムは、すて
きなことをおもいつきました。

よんだ日
月

日

きなことをおもいつきました。

います。

へんてこもりに
いこうよ

むかしばなし

★

やまなしもぎ

たかどの ほうこ／さく・え
かいせいしゃ

ヘンテ・コスタさんがつくっ
た、「へんてこもり」。
へんてこなことが、つぎつぎ
とおこるゆかいなおはなし。

よんだ日
月

ひらの ただし／さいわ
おおた だいはち／え
ふくいんかんしょてん

日

びょうきのおかあさんに「やまなし」
をたべさせたい三人きょうだいが、山
へ出かけます。ぶじ「やまなし」を
とって かえれるのでしょうか。

よんだ日
月

日

あのね、わたしの
たからものはね

しぜん・ちしき

ジャニス=メイ=ユードリイ／さく
エリノア=ミル／え
かわい ともこ／やく
かいせいしゃ

メアリィ＝ジョーのクラスでは、ま
いあさだれかが じぶんのたからも
のの はなしをします。メアリィ＝
ジョーは、どんなたからものの は
なしをしたでしょうか。

おかしなゆき
ふしぎなこおり
かたひら たかし／しゃしん・文
ポプラしゃ

よんだ日
月

日

ふとんかいすいよく
やました
わたなべ

よんだ日
月

日

はるお／さく
ようじ／え

ゆきやこおりは、おどろくような
かたちを見せてくれる。みんなは
見たことがあるかな？
そおっと、のぞいてみよう。

まつおか
おおこそ

きょうこ／さく
れいこ／え
がっけんプラス

★

まつはし としみつ／しゃしんと文
そうえんしゃ

きみのそばにもいる、小さなかい
じゅう。そのしょうたいは…。
おどろきのようすを、はくりょくの
あるしゃしんで、しょうかい。

よんだ日

にしざわ まきこ／かんしゅう・かいせつ
おおにし なるあき／しゃしん
まつだ もとこ／文
アリスかん

保護者の方・子どもの読書に関わる方へ

★

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。
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。

名まえ

ほねのひみつを、ときあかせ！
シリーズに『ホネホネどうぶつえ
ん』『ホネホネすいぞくかん』もあ

いおおかみと出あいましたが、
だいすきななぞなぞで おおか
みをこまらせます。

日

ホネホネたんけんたい

なぞなぞのあいてを見つけに、
森に出かけた女の子。こわー

日

てのひらかいじゅう

月

なぞなぞのすきな女の子

月

～お子さんと一緒に楽しんでください～

あかねしょぼう

カズくんは耳のびょうきで、こと
しはプールに入れません。しょん
ぼりしているカズくんを見て、お
とうさんは、へやいっぱいに ふと
んをしきました。二人の「ふとん
かいすいよく」のはじまりです。

よんだ日

よんだ日
月

日

ります。なんのどうぶつのほねか、
あててね！

たましりつとしょかん

よんだ日
月

日

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