
番号 書名 著者 画家 出版社 資料番号 請求記号

1 いないいないばあ 松谷 みよ子 瀬川 康男 童心社 5123135343 乳幼E-セ

2 おかあさん　どーこ？ わかやま しずこ わかやま しずこ 童心社 1117176118 乳幼E-ワ08

3 おててがでたよ 林明子 林明子 福音館書店 1118375240 乳幼E-ハ11

4 じゃあじゃあびりびり まついのりこ まついのりこ 偕成社 5123130982 乳幼E-マ

5 しろくまちゃんのほっとけーき 森 比左志 ,わだ よしおみ わかやま けん こぐま社 5123131829 乳幼E-ワ

6 だるまさんが かがくい ひろし かがくい ひろし ブロンズ新社 5123142120 乳幼E-カ

7 ちいさなうさこちゃん ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ 福音館書店 5123138368 乳幼E-ブ

8 どんどこももんちゃん とよたかずひこ とよたかずひこ 童心社 5123135503 乳幼E-ト

9 ねないこだれだ せな けいこ せな けいこ 福音館書店 5123138260 乳幼E-セ

10 もこもこもこ たにかわしゅんたろう もとながさだまさ 文研出版 1210230293 乳幼E-モ

番号 書名 著者 画家 出版社 資料番号 請求記号

1 おにぎり 平山 英三 平山 和子 福音館書店 5123141827 乳幼E-ヒ

2 からすのパンやさん かこ さとし かこ さとし 偕成社 5123131552 E-カ

3 ぐりとぐら 中川 李枝子 大村 百合子 福音館書店 5123138144 E-オ

4 ねずみくんのチョッキ なかえ よしを 上野 紀子 ポプラ社 1117287454 E-ｳ08

5 はらぺこあおむし エリック・カール エリック・カール 偕成社 5123130820 E-カ

6 パンツのはきかた 岸田 今日子 佐野 洋子 福音館書店 1118239745 乳幼E-ｻ11

7 パンやのくまさん フィービ・ウォージントン  セルビ・ウォージントン　 福音館書店 1210254339 乳幼E-ウ

8 みんなうんち 五味 太郎 五味 太郎 福音館書店 5123135263 E-ゴ

9 わたしのワンピース にしまき かやこ にしまき かやこ こぐま社 1118775960 E-ﾆ11

10 三びきのやぎのがらがらどん　 マーシャ・ブラウン マーシャ・ブラウン 福音館書店 1119905826 Eﾌﾞ-16

０～２歳向け

２～４歳向け

どなたでも貸し出しカードを作

ることができます。 

（２２日間 ５０冊まで） 
 

お名前とご住所が確認できるものを 

ご持参下さい。 

  

 

https://www.irasutoya.com/2015/08/blog-post_72.html


番号 書名 著者 画家 出版社 資料番号 請求記号

1 おかあさんがおかあさんになった日 長野ヒデ子 長野ヒデ子 童心社 5123140944 E-ナ

2 おじさんのかさ 佐野 洋子 佐野 洋子 講談社 5123131249 E-サ

3 おまたせクッキー パット=ハッチンス パット=ハッチンス 偕成社 1210475430 E-ハ

4 スーホの白い馬 赤羽末吉 大塚勇三 福音館書店 5123138500 E-ア

5 すてきな三にんぐみ トミー・アンゲラー トミー・アンゲラー 偕成社 1210128921 E-ウ

6 そらいろのたね 中川 李枝子 大村 百合子 福音館書店 5123138199 E-オ

7 泣いた赤おに 浜田 広介 つちだ のぶこ あすなろ書房 1119964754 むかし話E-ツ16

8 はじめてのおつかい 筒井 頼子 林 明子 福音館書店 5123138733 E-ハ

9 バムとケロのにちようび 島田 ゆか 島田 ゆか 文渓堂 5123142620 E-シ

10 モチモチの木 滝平二郎斎藤隆介 滝平二郎 岩崎書店 5123124248 E-タ

番号 書名 著者 出版社 資料番号 請求記号 出版年

1 長崎県の子どもにすすめる本500選精選版 長崎県教育委員会 1211983988 019.5/ナ-20 2020

2 子どもと読みたい100冊の本 日経BP社 5110252982 019.5/コ 2013

3 子どもと読みたい絵本200 洋泉社 5110252893 019.5/コ 2015

4 子どもと一緒に読みたい絵本 玄光社 1119531275 19.5/コ-15 2014

5 父母&保育園の先生おすすめの赤ちゃん絵本200冊 玄光社 1211718050 019.5/フ-19 2019

6 本がだいすき!!　県民が子どもにすすめる本200選 長崎県教育委員会 1115991740 019.5/ﾎ-04 2004

7 絵本の選び方　子どもも大人も楽しめる 枻出版社 5110252482 19.5/ｴ 2013

8 0～3歳・季節のおはなし会プログラム　 金澤 和子 一声社 1117612146 015.8/ｶ-09 2009

9 今、この本を子どもの手に 東京子ども図書館 1119567693 028.0/ｲ-15 2015

10 この本読んで! 出版文化産業振興財団 015.8 ※年間４回発行雑誌

４～６歳向け

えほん選びのための参考図書

Webで蔵書検索ができます。 
 

図書館でゆっくり本が選べない方に 

おススメなのがwebでの蔵書検索。 

PCや携帯電話でミライon公式HP 

「資料を探す」「マイ図書館ログイン」 

「こどもしつ」から検索できます。 

 

また、貸出中の本は予約をする 

ことができます。  

https://www.irasutoya.com/2017/02/blog-post_323.html


～絵本に関するQ＆A～ 
 
 

Q1 ミライｏｎ図書館の絵本はどこにあるの？ 

A1 １階こどもしつ、入り口から正面の方に絵本はあります。赤ちゃんから楽しめる「ち 

  いさなこどものえほん」は、さらに奥の３５・３６・３７番の他の棚より低い棚にあり 

  ます。その他にも「むかしばなしのえほん」は６番の棚、「がいこくのえほん」は８番 

  の棚にそれぞれ並んでいます。 

   絵本の背表紙のラベルには「Ｅ」の文字と絵本の絵を描いた人の名前の始めの文字が 

  書かれています。例えば絵を描いた人の名前が「大村（オオムラ）」さんの場合は、 

  「Ｅ／オ」と書かれていますので、探すときの目印にしてください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ｑ２ 本を破ってしまった時は、セロハンテープなどで修理をしてもいいの？ 

Ａ２ 本の修理をする時は、本の劣化を防ぐために、専用の道具を使っています。ご自宅 

  で修理はせず、図書館のカウンターでご相談ください。また、破損状態によっては弁 

  償をしていただくこともありますので、ご注意ください。 

  

Ｑ３ 読み聞かせをどんなふうに楽しんだらいいの？ 

Ａ３ お子さまと家族の方が絵本の世界を楽しめるように、リラックスした雰囲気の中で 

  触れ合い、目線を合わせながら読んでみましょう。同じ絵本を何度も読んでほしがる 

  ことがありますが、お子さまにとってはその１冊が大好きな絵本ですから、できる限 

  り読んであげてください。 

   １人読みができるようになっても自分で読むことと、人に読んでもらうこととは違 

  う満足感を得ることができます。お子さまが望まれる限り、どうぞ一緒に絵本を楽し 

  んでください。 

  

  Ｅ 


