
保護者の皆さまへ                             令和 5年 2月 1日 

笹下保育園 

新
あたら

しいささげ図書
としょ

館『よむみる としょかん』がスタートします 

保護者会
ほ ご し ゃ か い

より頂
いただ

いた絵本
え ほ ん

を加
くわ

え、愛称を『よむみる としょかん』としてリニューアルした 

ささげ図書
と し ょ

館を 2月 1日より始めます。 

ぜひご利用
り よ う

いただき、ご家庭でのくつろぎのひと時にご活用いただければと思います。 

◎ささげ図書
としょ

のご利用
りよう

について 

【本
ほん

を借
か

りるとき】 ①リストの中
なか

から借
か

りたい本
ほん

を選
えら

ぶ。 

           ②『ささげとしょカード』に必要
ひつよう

なことを記入
きにゅう

する。 

           ③クラスの職 員
しょくいん

にカードを渡
わた

す。 

           ④借
か

りる本
ほん

を受
う

け取
と

る。 

【本
ほん

を返
かえ

すとき】  ①借
か

りていた本
ほん

をクラス職員
しょくいん

に渡
わた

す。 

           ②本
ほん

と引
ひ

き換
か

えに『ささげとしょカード』をもらう。 

【お願
ねが

い】 ・絵本
え ほ ん

のリストは、ホームページにてご覧
らん

いただくことができます。また、各
かく

クラスにも

一覧表
いちらんひょう

がありますので、ご覧
らん

になりた方
かた

はクラス担任
たんにん

にお声
こえ

かけください。 

・1回
かい

に２冊
さつ

まで借
か

りることができます。 

・本
ほん

を借
か

りることが出来
で き

る期間
き か ん

は 1週間
しゅうかん

です。 

・貸
か

し出
だ

しの延 長
えんちょう

を希望
き ぼ う

される時
とき

は職員
しょくいん

にお知
し

らせください。 

※他
ほか

の方
がた

が借
か

りている場合
ば あ い

は、お待
ま

ちいただくことがあります。 

※ご不明な点などありましたら、担当の茂木までお声かけください。 

〈みんなが気持
き も

ちよく本
ほん

を読
よ

むことができるように、本
ほん

は大切
たいせつ

に扱
あつ

かってください。〉 

                            



ささげとしょ

だいめい さくしゃ しゅっぱんしゃ

1 迷路シリーズ 動物の迷路 香川元太郎 PHP

2 昆虫の迷路 香川元太郎 PHP

3 恐竜の迷路 香川元太郎 PHP

4 自然遺産の迷路 香川元太郎 PHP

5 文明の迷路 香川元太郎 PHP

6 伝説の迷路 香川元太郎 PHP

7 進化の迷路 香川元太郎 PHP

8 時の迷路 香川元太郎 PHP

9 続時の迷路 香川元太郎 PHP

10 お化けの迷路 香川元太郎 PHP

11 水の迷路 香川元太郎 PHP

12 物語の迷路 香川元太郎 PHP

13 忍者の迷路 香川元太郎 PHP

14 宇宙の迷路 香川元太郎 PHP

15 無人島の迷路 香川元太郎 PHP

16 乗り物の迷路 香川元太郎 PHP

17 スポーツの迷路 香川元太郎 PHP

18 おもちゃの迷路 香川元太郎 PHP

19 小学館の図鑑 人間　いのちの歴史 青山明子 小学館

20 NEO 恐竜 青山明子 小学館

21 野菜と果物 青山明子 小学館

22 魚 青山明子 小学館

23 動物 青山明子 小学館

24 両生類・はちゅう類 青山明子 小学館

25 宇宙 青山明子 小学館

26 知育ずかん のやまのくさ 児山敬一 学研

27 知育ずかん きときのこ 児山敬一 学研

28 水のいきものかいかたそだてかた 浅井ミノル 岩崎書店

29 学研の図鑑 深海生物 代田雪絵 学研プラス



ささげとしょ

だいめい さくしゃ しゅっぱんしゃ

30 昆虫の一生 かぶとむし 得田之久 福音館書店

31 シリーズ かまきり 得田之久 福音館書店

32 ちょう 得田之久 福音館書店

33 とんぼ 得田之久 福音館書店

34 はち 得田之久 福音館書店

35 きみなんか　だいきらいさ ジャニス・メイ・ユードリー 冨山房

36 ぐりとぐらとすみれちゃん 中川季枝子 福音館書店

37 たろうのおでかけ 村山桂子 福音館書店

38 あらしのよるに 木村裕一 講談社

39 おふとんかけたら かがくい　ひろし ブロンズ新社

40 パリン　グリン　ドーン 劇団ひとり中居正広マガジンハウス

41 ピンポンパンポップー 劇団ひとり中居正広マガジンハウス

42 あのね、サンタの国ではね 黒井　健 偕成社

43 いつもいっしょに こんのひとみ 金の星社

44 ねずみくんのチョッキ なかえよしお ポプラ社

45 かいじゅうたちのいるところ モーリスセンダック冨山房

46 きょうはなんのひ 瀬田貞二 福音館書店

47 くみたて 田中達也 福音館書店

48 りんごがコロコロ　コロリン 三浦太郎 講談社

49 おしゃべりなたまごやき 寺村輝夫 福音館書店

50 ぞうのたまごのたまごやき 寺村輝夫 福音館書店

51 どっとこ　どうぶつえん 中村至男 こどものとも社

52 ダンプえんちょうやっつけた 古田足日・田畑精一童心社

53 スイミー レオ＝レオニ 好学社

54 これは　のみのこ　ぴこ 谷川俊太郎 サンリード

55 てぶくろ ウクライナ民話 福音館書店

56 できるかな エリック・カール偕成社

57 いろいろいろんなかぞくのほんメアリ・ホフマン少年写真新聞社

58 にじいろの　さかな マーサス・フィスター講談社

59 ぼくのくれよん 長　新太 講談社

60 パパ　お月さまとって！ エリック・カール偕成社

61 しろいうさぎとくろいうさぎ ガース・ウイリアムス福音館書店

62 おじさんのかさ 佐野洋子 講談社

63 しろ、あか、きいろ ディック・ブルーナー 福音館書店

64 まる、しかく、さんかく ディック・ブルーナー 福音館書店

65 がたん　ごとん　がたん　ごとん安西水丸 福音館書店



ささげとしょ

だいめい さくしゃ しゅっぱんしゃ

66 １１ぴきのねこ　どろんこ 馬場　のぼる こぐま社

67 ぞうくんのおさんぽ なかのひろたか こどものとも社

68 ぞうくんの　おおかぜさんぽ なかのひろたか こどものとも社

69 どこへいってた？ M・W・ブラウン 童話館出版

70 チューリップのにわ 芭蕉みどり ポプラ社

71 スモールさんはおとうさん ロイス・レンスキー 童話館出版

72 タンタンのぼうし いわむらかずお 偕成社

73 まて　まて　まて こばやしえみこ こぐま社

74 プーのはちみつとり A・A・ミルン 岩波書店

75 もう　ねんね 瀬川康男 童心社

76 おならうた 谷川俊太郎 絵本館

77 かぜは　どこへいくの シャーロット＝ゾロトウ偕成社

78 ねずみのよめいり 鈴木悦夫 チャイルド本社

79 はだかのおうさま 武鹿悦子 小学館

80 ちょっとだけ 瀧村有子 こどものともセレクシャン

81 ロバのおうじ M.ジーン・クレイグ ホルプ出版

82 チムとゆうかんなせんちょうさんアンディゾーニ 福音館書店

83 いたずらこぎつね 清水達也 あかね書房

84 つとむくんの　かばみがき まつたにみよこ 偕成社

85 くんちゃんとふゆのパーティー ドロシー・マリノペンギン社

86 シュルヴィッツ　ゆき ユリ・シュルヴィッツあすなろ書房

87 じごくのそうべい 田島征彦 童心社

88 はなたれこぞうさま 川崎大治 童話館出版

89 イングンニムのみみ ソ・ジョンオ 古今社

90 だごだご　ころころ 梶山俊夫 福音館書店

91 だるまさんの かがくい ひろし ブロンズ新社

92 だるまさんが かがくい ひろし ブロンズ新社

93 だるまさんと かがくい ひろし ブロンズ新社

94 くれよんのくろくん なかや みわ 童心社

95 くろくんとちいさいしろくん なかや みわ 童心社

96 くろくんとふしぎなともだち なかや みわ 童心社

97 どんぐりむらのいちねんかん なかや みわ 学研

98 かわいそうなぞう つちや ゆきお 金の星社

99 わくわく でんしゃ しゅっぱつ くにすえ たくし 視覚デザイン研究所

100 カーズ クリスマスだいさくせんキール・マレー 講談社

101 くだもの 平山和子 福音館書店

102 きんぎょがにげた 五味太郎 福音館書店



ささげとしょ

だいめい さくしゃ しゅっぱんしゃ

103 ついでにペロリ おはなしのろうそく 精興社

104 あわてた王さま きしゃにのる 寺村輝夫 フォア文庫

105 プーのゾゾがり A.A.ミルン 岩波書店

106 プーあなにつまる A.A.ミルン 岩波書店

107 しりたがりやのこぶたくん ジーン.バン.ルーワン童話館

108 エルマーのぼうけん R.Sガネット 福音館書店

109 エルマーとりゅう R.Sガネット 福音館書店

110 ごきげんなすてご いとうひろし 講談社

111 おさるがおよぐ いとうひろし 講談社

112 王さま うらないおおあたり 寺村輝夫 理論社

113 王さまレストラン 寺村輝夫 理論社

114 そっくり王さま大さわぎ 寺村輝夫 理論社

115 おひさまはらっぱ 中川季枝子 福音館書店

116 わんわん村のおはなし 中川季枝子 福音館書店

117 らいおんみどり日ようび 中川季枝子 福音館書店

118 かえるのエルタ 中川季枝子 子どもの本の研究会

119 つりばし　ゆらゆら つちだよしはる あかね幼年どうわ

120 ぼくだけ　しってる つちだよしはる あかね幼年どうわ

121 たからもの　とんだ つちだよしはる あかね幼年どうわ

122 あのこに　あえた つちだよしはる あかね幼年どうわ

123 きいろい　ばけつ つちだよしはる あかね幼年どうわ

124 白い犬の大きなおくりもの 堀内純子 小峰書店

125 ミータ 堀内純子 小峰書店

126 グラタンおばあさんとまほうのアヒル 安房直子 小峰書店

127 おにいちゃんといっしょ ウルフ・スタルク小峰書店

128 くまの子ミミちゃんといっしょ 神沢利子 ポプラ社

129 こまったさんのスパゲティ 寺村輝夫 あかね書房

130 あおいうんどうぐつ 金田喜兵衛 ひのくま出版

131 おたすけやさんやーい 泉　啓子 草土文化

132 おっこちゃんとタンタンうさぎ あまんきみこ 福音館書店

133 なないろ山のひみつ 征矢かおる 福音館書店

134 おそおじをおぼえたがらないリスのゲルランゲJ・ロッシュ＝マゾン福音館書店

135 あたまをつかった小さなおばあさんホープ・ニューウェル福音館書店

136 油断大敵キケンなぼうし 岡田貴久子 理論社

137 森のおはなし 松居スーザン あかね書房

138 アルミちゃん 北村　想 小峰書店

139 ヤマトシジミの食卓 吉田道子 くもん出版



ささげとしょ

だいめい さくしゃ しゅっぱんしゃ

140 しょうぼうじどうしゃ　じぷた 渡邊茂男 福音館書店

141 もりのなか マリー・ホール・エッツ 福音館書店

142 おばけのバーバパパ アネット・チゾン 偕成社

143 ガンピーさんのふなあそび ジョン・バーニンガム ぽるぷ出版

144 りんごがひとつ ふくだすぐる 岩崎書店

145 くんちゃんのはじめてのがっこう ドロシー・マリノ ペンギン社

146 とこちゃんはどこ 松岡享子 福音館書店

147 からすのおかしやさん かこさとし 偕成社

148 どろぼうがっこう かこさとし 偕成社

149 おうきな　ものの　すきな　おうさま 安野光雅 講談社

150 はろるどの　ふしぎなぼうけん クロケット・ジョンソン 文化出版局

151 けんた・うさぎ 中川季枝子 のら書店

152 アンパンマンとだだんだん やなせたかし フレーベル館

153 アンパンマンともぐりん やなせたかし フレーベル館

154 アンパンマンとみえないまん やなせたかし フレーベル館

155 アンパンマンとつみきのしろ やなせたかし フレーベル館

156 アンパンマンとカレンのもり やなせたかし フレーベル館

157 アンパンマンとぴいちくもり やなせたかし フレーベル館

158 アンパンマンとうみのあくま やなせたかし フレーベル館

159 アンパンマンとみかづきまん やなせたかし フレーベル館

160 アンパンマンとくろいとり やなせたかし フレーベル館

161 アンパンマンとちくりん やなせたかし フレーベル館

162 おさんぽスシトレイン たいっちゃん 303BOOKS

163 おおきくなるっていうことは 中川ひろたか 童心社

164 大ピンチずかん 鈴木のりたけ 小学館

165 11ぴきのねこ ふくろのなか 馬場のぼる こぐま社

166 11ぴきのねことぶた 馬場のぼる こぐま社
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ささげとしょ

だいめい さくしゃ しゅっぱんしゃ

167 4月の新刊 おべんとうバス 真珠まりこ チャイルド本社

168 4月の新刊 おべんとうやさん 吉田朋子 フレーベル館

169 4月の新刊 ほっぺほっぺ 齋藤槙 こどものとも

170 4月の新刊 ぴーちゃんのかくらんぼ かとーよーこ チャイルド本社

171 4月の新刊 プーとプーはじめての おつかい かろくこうぼう フレーベル館

172 4月の新刊 パンツの　はきかた 岸田今日子 こどものとも

173 4月の新刊 くいしんぼうたんていニャームス　あかいペンキをおえ！ 広瀬克也 チャイルド本社

174 4月の新刊 しぜんキンダーブック４　ちょう 蟻川謙太郎 フレーベル館
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