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「はる・なつ・あき・ふゆ いろいろのいえ」
ロジャー･デュボアザン／作
やましたはるお／訳
ＢＬ出版
「はるです はるのおおそうじ」
こいでたん／ぶん
こいでやすこ／え
福音館書店
「はるになったら」
シャーロット
・ゾロトウ／文
ガース
・ウィリアムズ／絵
おびかゆうこ／訳
徳間書店
こんげつ

「はるかぜの
ホネホネさん」
にしむらあつこ
／さく・え
福音館書店
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「いちばんすてきなひ」
（えほんはなはなみんみの森）
わたりむつこ／文
本庄ひさ子／絵
リブリオ出版
「はるがきた」
ロイ・レンスキー／作
さくまゆみこ／訳
あすなろ書房

「うーら うらら はるまつり」
長谷川摂子／ぶん
沼野正子／絵
福音館書店

「くまげらのはる」
手島圭三郎／作・絵
リブリオ出版

「春の主役 桜」
ゆのきようこ／文
早川司寿乃／絵
理論社

「はるにれ」
姉崎一馬／写真
福音館書店

ほかにもあるよ、春にまつわるいろいろな本
本のなまえ
ぐりとぐらとくるりくら
たんぽぽヘリコプター
はるのたんぼ
アンジェリーナのはるまつり
一年生になったぞワン
さくらのまち
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かいた人のなまえ

出版社

ラベル

なかがわりえこ／やまわきゆり子

福音館書店

ＥＡヤ

窓美智雄／南塚直子

小峰書店

911-マ／ＥＡミ

菅原久夫／高森登志夫

福音館書店

ＥＭカ

ホラバート／クレイグ

講談社

ＥＡク

竹崎有斐／西川おさむ

あかね書房

１−タ

小林豊

佼成出版社

ＥＡコ

Ｔｈｅ Ｓａｋｕｒａ

あびこしみんとしょかん

この本だいすき
● しろくまちゃんのほっとけーき
わかやまけん／絵 こぐま社
しろくまちゃんが︑ほっとけーきを︑つくっていた
ところが︑だいすきです︒

おもしろかったです︒
ゆかした

︵アビスタ本館︶

おもしろい！たのしい！どきどきする︒こすず

柏木みのり︵アビスタ本館︶ めが︑かわいかった︒

● エルマーのぼうけん

ガネット／さく 福音館書店

エルマーは︑すごくぼうけんずきなんだな︑

︵アビスタ本館︶

と︑思いました︒それに︑すごく︑やさしい

んだなぁと︑感じました︒

わたしは︑やっぱり︑二人はなかよしなんだ

なと︑思いました︒

ふじいみのり︵アビスタ本館︶

この本だいすきは︑お名前と受け取り館をのせています

「ふたりはいっしょ」
アーノルド・ローベル／作
三木 卓／訳
文化出版局

で︶結果的に︑まずいことになってしまうのですが︑

● みみずのたいそう
たのんでいっぱいかってもらいたいです︒
思いませんでした︒テングザメは︑ゾウそっ
神沢利子／ほか著 のら書店
ハロー︵湖北台分館︶ くりなので︑まほうをかけられた︑ゾウなの
うんこや︑おならうたが楽しかった︒おならは︑え
かなぁと︑思いました︒だれかが︑すいぞく
● マーティンより大きく
らい︒おしっこタンクは︑とてもおもしろかった︒
ケロッグ／作 ほるぷ出版
かんの︑水の中に入ると︑魚にかわっちゃう
︵アビスタ本館︶
かいぞくせんと︑男の子が出てくるのが︑だい
んだと思いました︒
● こりないふたり︵クックとプッケ５︶
すきです︒
みなみあかり︵アビスタ本館︶
ふじうらたいしゅう︵アビスタ本館 )
エルジェ／作 冨山房
いろんな︑おもしろいことが︑書いてありました︒ ● こすずめのぼうけん
● ふたりはいっしょ
堀内誠一／画 福音館書店
後の事を考えないで︑︵いろいろ︑やってしまうの
ふたりは︑いつでもいっしょでした︒それで︑
けっかてき

なるけさやか︵アビスタ本館︶
● まじょのすいぞくかん
● 新・ウォーリーのふしぎなたび
● あひるのウィッツィー
佐々木マキ／さく 福音館書店
むずかしかったけど︑おもしろかったです︒ぼ
スパッフォード／さく ＢＬ出版
くは︑ウォーリーが大好きです︒ウォーリーの本を︑
アマゾンのはんぎょ人が︑︵人間の︶おと
あつ
かわいいおはなしでした︒ 小林桃夏︵アビスタ本館︶
ぜんぶ集めたいほど大好きです︒こんど︑ママに
なくらいの︑大きさで︑ちっとも︑大きいと

「新ウォーリーの
ふしぎなたび」
マーティン・ハンド
フォード／作・絵
唐沢則幸／訳
フレーベル館

● 床下の小人たち
● キャベツくんとブタヤマさん
こびとたちの︑せいかつが︑よくわかって︑よかった︒
長新太／作 文研出版
︵アビスタ本館︶
ブタヤマさんとキャベツくんがはしをわたっ
てどんどんむしがきて︑まるくなっておもくてお
っこっちゃうなんてびっくりしました︒かりては
いないけど︑ママをまっているあいだによんでか
きました︒こんどはほかのブタヤマさんとキャベ
ツくんのおはなしをよみたいと思いました︒
黒澤愛︵布佐分館︶
「床下の小人たち」
（岩波少年文庫）
メアリー・ノートン／作
林 容吉／訳
岩波書店

２

● ねずみくんとシーソー
上野紀子／絵 ポプラ社
ねずみくんのシーソーは︑なかまをよぶところ
がおもしろかったです︒またよみたいです︒ほん
とうにおもしろかったです︒この本だいすき︒
大塚来夢︵布佐分館︶

あたま

だい

お父さんの 頭 に︑のっけたりするのが︑おもしろい

大森紅葉︵湖北台分館︶

かり作ってて︑かわいそうだった︒

ミンクス︶は︑友だちもできなくて︑のろい 薬 ばっ

ぐすり

魔女に産まれたミニキン︵あだ名︒本当の名前は

柏葉幸子／作 小峰書店
です︒ひこうきを︑４台つみあげちゃったりするの
おんぶおばけかぞくや︑とうめいにんげんのト
も︑すごかったです︒でも︑つみきを︑めだまやきと︑
オルさんやいろんなひとがでてきます︒
まちがえちゃうお父さんが︑いちばん︑びっくるです︒
おもしろいところが︑おとなのみみをひっぱっ
菊池こころ︵アビスタ本館︶
てひだりにいきたいときわざとひだりにひっぱっ
て︑右にいきたいときは右の耳をひっぱったとこ ● また！ねずみくんのチョッキ
ろがおもしろかったです︒ 木村るい︵布佐分館︶
上野紀子／絵 ポプラ社
チョッキがつぎつぎのびていって︑すごくおもし
● きんぎょがにげた
ろかった︒また︑よんでみたい！
五味太郎／作 福音館書店
中山直美︵湖北台分館︶
ぜんぶあてられたよ︒すごいおもしろかったよ︒
まじょ
さいごのいっぱいきんぎょがいたからそれだけ
● 魔女になりたくない女の子
わからなかったよ︒おもしろかったよ︒
アンナ・ベネット／作 学研
う
ほんとう
なまえ
くどうゆめ︵湖北台分館︶

● モンスター・ホテルであいましょう

● ものぐさトミー
デュボア／文・絵 岩波書店 ● つみつみニャー
さんかく
丸いつみきと︑三角のつみきで︑けいさつしょち
すごくおもしろかったです︒またよみたいです︒
いいじまさとる︵湖北台分館︶ ょうになったり︑かいねこのチィを︑つみきみたいに︑

「つみつみニャー」
長新太／作・画
あかね書房

● くいしんぼさんのうた
馬場のぼる／画 童心社
ねてるところがたのしかった︒
ほしのりこ︵湖北台分館︶

３

● ぼうぼうあたま
おもしろかったー︒またみたい︒ ︵布佐分館︶
「ぼうぼうあたま」
ハインリッヒ・
ホフマン／著
いとうようじ／訳
伊藤光昌／編
伊藤良昌／編
五倫文庫東京

としょかんの人の大好きな本

「おやおや、おやさい」

（石津ちひろ／文 山村浩二／絵 福音館書店）

今日は、「おやさいマラソン大会」です。ソラマメ、ニンニク、

パセリがいるよ。カボチャにキュウリにえのきにトマト。みんな

そろって、「よーい、どん！」。スタートのピストルをうつのは、

マッシュルームだ。一番早 いのはだれかな？コースのわきで

いちばんはや

は、やさいなかまの大おうえんです。にんきものの白菜は、お

はくさい

うえん団 に手をふるあいだに、とうがらし父さんにおいぬかれちゃった。サツマイモ
は、のんきにつりをしています。一とうしょうはだれでしょう？
〜アビスタほんかん いわいさとし〜

だん

で

あ

き

せ

つ

と も だ ち

春は、出会いの季節です。新しいクラス。新しいお友達。
どんな新しいものと出会えたかな？
「菜の子先生がやってきた！」
（学校ふしぎ案内・つむじ風の一学期）
富安陽子／作 ＹＵＪＩ／画
福音館書店
「つるばら村のはちみつ屋さん」
茂市久美子／作
柿田ゆかり／絵
講談社
「わたしとあそんで」
マリー・ホール・エッツ
／ぶん・え
よだじゅんいち／やく
福音館書店

「うさぎ屋のひみつ」
安房直子／作
南塚直子／画
岩崎書店
「しきしきむらのはる」
木坂涼/文 山村浩二/絵
岩波書店

「１４ひきのぴくにっく」
いわむらかずお／さく
童心社
「また！ねずみくんの
チョッキ」
なかえよしを／作
上野紀子／絵
ポプラ社

「春のトランペット」
宮入黎子詩集
宮入黎子／著
小倉玲子／絵
教育出版センター
「くものすおやぶん
とりものちょう」
秋山あゆ子／さく
福音館書店

「はるのみち」 武鹿悦子童謡集
武鹿悦子／著 矢崎節夫／選
JULA 出版局

「12 か月のうたのえほん」
あべななえ／絵
ハッピーオウル社

「こぎつねキッペのはるのうた」
今村葦子／作 降矢奈々／絵
ポプラ社

「ぼくのくれよん」
長新太／おはなし･え
講談社

へんしゅう＊こうき
き せ つ

ウキウキ・ワクワク、心がうきたつ季節になりました。春は、何かといそがしい季節ですが、
ちょっとお休みしたいときは、図書館にきて本を読んでくださいね。

http://www.library.city.abiko.chiba.jp/

