
『コッコさんのおみせ』片山 健／さく・え 福音館書店

お店屋さんごっこをしているコッ

コさん。お客さんが誰も来てくれない

ので、自分から配ってまわることにし

ました。みんなよろこんで食べてくれ

ましたが、やっぱりお母さんのカレー

とサラダにはかなわないようです。

あたたかな雰囲気と丁寧な絵に引

き込まれます。

『わにわにのおふろ』
小風 さち／ぶん 山口 マオ／え 福音館書店
こ か ぜ

お風呂が大好きなわにの“わにわ

に”。木版画で描かれた絵はリアルで

こわい顔。でも、お風呂におもちゃを

浮かべたり、シャワーをマイクに歌っ

たりと、とてもおちゃめ。“きゅるり

きゅるり”、“じょろろーん”など音の

表現も楽しく、赤ちゃん絵本をそろそ

ろ卒業する子どもにおすすめです。

ことばとリズムきかせて、たのしいおはなし

ワクワクしたり、ドキドキしたり。

物語の楽しさが、いっぱいつまった絵本です。
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『どろんこハリー』
ジーン・ジオン／ぶん マーガレット・ブロイ・グレアム／え

わたなべ しげお／やく 福音館書店

ハリーは、黒いぶちのある白い犬で、

お風呂に入るのが大嫌い。ある日、外

へ抜け出しあちこち遊び回っている

内に、からだは汚れて真っ黒。白いぶ

ちの黒い犬になってしまって大変な

ことに……。さて、家に帰っても家族

に気づいてもらえるかな？

『ガンピーさんのふなあそび』
ジョン・バーニンガム／さく みつよし なつや／やく ほるぷ出版

ある日、ガンピーさんが船に乗っ

てでかけると、みんなが次々乗って

きました。しばらくは一緒に楽しく

川を下っていましたが、その内けん

かが始まり、船はてんぷく。みんな

川の中へ落ちてしまいます。岸まで

泳いで身体を乾かして……。

ゆったりした雰囲気が心地いい

お話です。
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『まゆとおに』（やまんばのむすめ まゆのおはなし）

富安 陽子／文 降矢 なな／絵 福音館書店
とみやす よ う こ ふ り や

お腹をすかせた鬼が雑木林で出会った女の

子、まゆ。鬼はまゆを煮て食べようと岩屋へ
い わ や

連れて帰ります。何も知らないまゆはお手伝

いしますが、あまりの怪力に鬼もたじたじ。

なんとまゆはやまんばの娘だったのです。

『おかえし』村山 桂子／さく 織茂 恭子／え 福音館書店
むらやま け い こ お り も きょうこ

きつねの奥さんがかご一杯のいち

ごを持って、たぬきの家へ引っ越し

の挨拶にやってきました。「それじゃ
あいさつ

わたしもおかえししなくっちゃ」。た

ぬきの奥さんは、たけのこを持って

きつねの家に。するときつねの奥さ

んはそのおかえしに……。

繰り返される「おかえし」が楽しい絵本。

『かばくん』
岸田 衿子／作 中谷 千代子／画 福音館書店

『くまのコールテンくん』
ドン＝フリーマン／さく まつおか きょうこ／やく 偕成社

『ぞうのエルマー』
デビッド・マッキー／ぶんとえ きたむら さとし／やく ＢＬ出版

『ちいさいおうち』
ばーじにあ・りー・ばーとん／ぶん・え いしい ももこ／やく 岩波書店

『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 偕成社

『ロバのシルベスターとまほうの小石』
ウィリアム・スタイグ／さく せた ていじ／やく 評論社

～その他にも～
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あ… あっちゃんあがつく……………………… 8p

いたずらきかんしゃちゅうちゅう………15p

いっすんぼうし……………………………13p

うらしまたろう……………………………13p

王さまと九人のきょうだい………………13p

おおかみと七ひきのこやぎ………………13p

おおきなかぶ………………………………12p

おかえし……………………………………22p

おじさんのかさ……………………………17p

おたすけこびと……………………………15p

おだんごぱん……………………………… 7p

おっと合点承知之助……………………… 9p

おふろだいすき……………………………18p

おへそのあな……………………………… 3p

おまたせクッキー………………………… 8p

か… かいじゅうたちのいるところ……………19p

かさじぞう…………………………………11p

かちかちやま………………………………13p

かにむかし…………………………………10p

かばくん……………………………………22p

からすのパンやさん……………………… 7p

カルちゃんエルくんねむいねむい………16p

ガンピーさんのふなあそび………………21p

きょだいなきょだいな…………………… 9p

きらきら……………………………………17p

くまのコールテンくん……………………22p

ぐりとぐら………………………………… 6p

くわずにょうぼう…………………………11p

こすずめのぼうけん……………………… 3p

コッコさんのおみせ………………………20p

ごろごろ にゃーん……………………… 9p

さ… サリーのこけももつみ……………………17p

三びきのこぶた……………………………13p

三びきのやぎのがらがらどん……………13p

したきりすずめ……………………………11p

じゃがいもポテトくん…………………… 7p

しょうぼうじどうしゃじぷた……………15p

しんせつなともだち……………………… 4p

すきすきくるま……………………………15p

スーホの白い馬……………………………13p

ぞうのエルマー……………………………22p

そらいろのたね…………………………… 5p

だめよ、デイビッド！…………………… 3p

た… だるまちゃんとてんぐちゃん…………… 5p

たんぽぽ……………………………………17p

ちいさいおうち……………………………22p

ちいさなねこ……………………………… 3p

ちいさなヒッポ…………………………… 3p

チキンスープ・ライスいり……………… 9p

つきのぼうや………………………………19p

ティッチ…………………………………… 2p

てぶくろ……………………………………12p

でんしゃでいこうでんしゃでかえろう…15p

でんしゃはうたう…………………………14p

ともだちや………………………………… 5p

とりかえっこ……………………………… 9p

どろんこハリー……………………………21p

なつはうみ…………………………………17p

な… なにをたべてきたの？…………………… 7p

にぐるま ひいて…………………………17p

ねえだっこして…………………………… 3p

ねずみのよめいり…………………………10p

ねんどぼうや………………………………13p

パパ、お月さまとって！…………………17p

は… バムとケロのそらのたび…………………14p

はらぺこあおむし………………………… 7p

パンやのくまさん………………………… 7p

ピーターのいす…………………………… 2p

１００万回生きたねこ……………………19p

ふしぎなナイフ……………………………19p

ふたりはともだち………………………… 5p

ふねくんのたび……………………………15p

ふゆじたくのおみせ………………………16p

ブレーメンのおんがくたい………………13p

へんしんトンネル………………………… 9p

さくいん



ま… まどから★おくりもの……………………17p

まゆとおに,…………………………………22p

めっきらもっきらどおんどん……………18p

ももたろう…………………………………13p

もりのなか…………………………………19p

や… やさいのおなか…………………………… 6p

ら… ラン パン パン…………………………12p

ろくべえ まってろよ…………………… 4p

ロージーのおさんぽ………………………22p

ロバのシルベスターとまほうの小石……22p

わ… わたしとあそんで………………………… 5p

わたしのワンピース………………………19p

わにさんどきっ はいしゃさんどきっ… 9p

わにわにのおふろ…………………………20p

開館時間…午前10時～午後5時 （ ）内の曜日のみ午後 7時まで

（中央図書館のみ午前9時 30分開館です。）

休館日……月曜日（休日を除く）、年末年始、図書整理点検期間

※移動図書館「みどり号」の巡回場所・日時は広報紙もみじだより、または

図書館ホームページをご覧ください。

【住所】 【電話番号】

午後7 時まで

開館の日

＊休日を除く

・中央図書館 箕面5-11-23 072-722-4580 （水・金）

・東図書館 粟生間谷西3-1-3 072-729-1321 （木）

・萱野南図書館 船場西3-8-22 072-727-1033 （金）

・西南図書館 半町4-6-39 072-725-1022 （木）

・桜ヶ丘図書館

・小野原図書館

桜ヶ丘4-19-3

小野原西 5-2-36

072-724-8707

072-749-5176

・らいとぴあ２１図書コーナー 萱野1-19-4 072-722-7195

・移動図書館「みどり号」 072-722-4580（中央図書館）

…箕面市の図書館…


