
  

ぜんぶ よめたら このリストを 

としょかんの カウンターへ  

もってきてください。 

きねんに シールを プレゼント！ 

ほんを じぶんで よんだり、おうちのひとに よんでもらったら □を ぬりつぶして ください。 

ぜんぶ よみおえたひ 

№ テーマ よんだよ！ タイトル 作者 出版者

1 □ ざりがにのおうさままっかちん　 おおとも　やすお　さく 福音館書店

2 □ しろいいぬ？くろいいぬ？　　 マリオン・ベルデン・クック　ぶん 大日本図書

3 □ どろんここぶた アーノルド・ローベル　作 文化出版局

4 □ ひとまねこざるときいろいぼうし　 H．A．レイ　文 岩波書店

5 □ けんた・うさぎ　子どもとお母さんのおはなし 中川　李枝子　さく のら書店

6 □ こぐまのくまくん E・H・ミナリック　ぶん 福音館書店

7 □ ゴリラのりらちゃん 神沢　利子　作 ポプラ社

8 □ わたしのおかあさんは世界一びじん　 ベッキー・ライアー　ぶん 大日本図書

9 □ 1ねん1くみ1ばんワル 後藤　竜二　作 ポプラ社

10 □ どれみふぁけろけろ 東　君平　作 あかね書房

11 □ びゅんびゅんごまがまわったら 宮川　ひろ　作 童心社

12 □ みてよぴかぴかランドセル あまん　きみこ　文 福音館書店

13 □ アレハンドロの大旅行 きたむら　えり　さく 福音館書店

14 □ どうぶつはやくちあいうえお きしだ　えりこ　作 のら書店

15 □ なぞなぞあそびうた 角野　栄子　さく のら書店

16 □ へんてこもりにいこうよ たかどの　ほうこ　作 偕成社

17 □ おさるとぼうしうり エズフィール・スロボドキーナ　さく 福音館書店

18 □ しょうぼうねこ エスター・アベリル　作 文化出版局

19 □ ふたごのでんしゃ 渡辺　茂男　作 あかね書房

20 □ ペレのあたらしいふく エルサ・ベスコフ　さく 福音館書店
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№ テーマ よんだよ！ タイトル 作者 出版者

21 □ あのね、わたしのたからものはね ユードリイ　さく 偕成社

22 □ おばけのジョージーおおてがら ロバート・ブライト　作　 徳間書店

23 □ クリスティーナとおおきなはこ パトリシア・リー・ゴーチ　作 偕成社

24 □ たからものくらべ 杉山　亮　作 福音館書店

25 □ 王さまのアイスクリーム フランセス・ステリット　ぶん 大日本図書

26 □ おおきなおおきなおいも　 赤羽　末吉　さく 福音館書店

27 □ ジオジオのパンやさん 岸田　衿子　作 あかね書房

28 □ みどりいろのたね　 たかどの　ほうこ　作 福音館書店

29 □ ともだちができちゃった！　　 セラ・アシャロン　ぶん 大日本図書

30 □ ふたりはともだち アーノルド・ローベル　作 文化出版局

31 □ もりのへなそうる わたなべ　しげお　さく 福音館書店

32 □ やかましむらのこどもの日 リンドグレーン　さく 偕成社

33 □ きえた犬のえ　 マージョリー・W・シャーマット　ぶん 大日本図書

34 □ 黒ねこのおきゃくさま ルース・エインズワース　作 福音館書店

35 □ そらをとんだ　けいこのあやとり やまわき　ゆりこ　さく 福音館書店

36 □ プレゼントは　お・ば・け　 西内　ミナミ　作 フレーベル館

37 □ 赤ずきん グリム　文 岩波書店

38 □ おしいれのぼうけん ふるた　たるひ　さく 童心社

39 □ チムとゆうかんなせんちょうさん　 エドワード・アーディゾーニ　さく 福音館書店

40 □ はじめてのキャンプ 林　明子　さく 福音館書店
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 なまえ 何冊まで借りられる？ 

本・雑誌・DVD・えんむすびぶっく 

合わせて 10点まで 2週間借りれ

ます 
 

※貸出中の本は予約もできます 

開館時間は？ 

・3月～10月 

9時～19時 

・11月～2月 

   9時～18時 

休館日は？ 

毎週火曜日と毎月最終金曜日 
 

 ※蔵書点検のための臨時休館と 

   年末年始もお休みします 

 

まつえしりつとしょかんから みなさんに おすすめしたい 

ほんを ４０さつ えらびました。 

 ほんは 、「いきもの」「かぞく」 「がっこう」 「ことばって

おもしろい」 「しごと」 「たいせつなもの」 「たべもの」「と

もだち」 「なぞ・ふしぎ」 「ぼうけん」 という １０の テー

マに わけて しょうかい しています。 

いろいろな ほんを よんでみてね！ 

  

【お問い合わせ先】 
 

松江市立中央図書館 
 

〒690-0017 

松江市西津田 6丁目 5-44 
 

TEL.0852-27-3220 

Mail:chuou@lib-citymatsue.jp 

● おはなしの時間 ● ストーリーテリング 

まつえしりつとしょかん 

参加していただくと駐車場が無料になります。 

※日程は変更となる場合があります。 お気軽にお問い合わせください。 

内容： 絵本を使わずに言葉だけでおは

なしを届けます。素敵なおはなし

の世界をお楽しみください。 

 

日時 ： 土曜日 （30分程度） 

 13:30～ or 14:00～ 

 

対象 ： 4歳～小学生 

内容 ： 絵本の読み聞かせ ほか 

楽しいおはなしや手遊びなどを 

組みあわせたおはなし会です。 

 

日時 ： 毎月第 1 日曜日 

 10:30～（30分程度） 

 

対象 ： 3歳～小学校低学年 


