
区分 № 書　　　名 出版者 出版年

1 Ｅ ふ うさこちゃんのたんじょうび ディック・ブルーナ　ぶん　え いしい　ももこ　やく 福音館書店 2010

2 Ｅ おお こねこのチョコレート Ｂ．Ｋ．ウィルソン　作 小林　いづみ　訳 大社　玲子　絵 こぐま社 2004

3 Ｅ おり おかえし 村山　桂子　さく 織茂　恭子　え　 福音館書店 1989

4 Ｅ さい クリスマスのふしぎなはこ 長谷川　摂子　ぶん 斉藤　俊行　え 福音館書店 2008

5 Ｅ との とけいのあおくん エリザベス・ロバーツ　さく 灰島　かり　やく 殿内　真帆　え　 福音館書店 2014

6 Ｅ はや いもうとのにゅういん 筒井　頼子　さく 林　明子　え　 福音館書店 1987

7 Ｅ はや きょうはなんのひ？ 瀬田　貞二　作 林　明子　絵 福音館書店 1979

8 Ｅ みよ 子うさぎましろのお話 みよし　せきや　え ささき　たづ　ぶん ポプラ社 1970

9 Ｅ やま おたんじょうびのおくりもの むらやま　けいこ　さく やまわき　ゆりこ　え 教育画劇 2019

10 Ｅ ヴイ クリスマス・トムテン ヴィクトール・リュードベリィ　さく ハーラルド・ヴィベリィ　え おかもと　はまえ　やく 佑学社 1982

11 Ｅ ウン へびのクリクター トミー・ウンゲラー　作 中野　完二　訳 文化出版局 1974

12 Ｅ グレ ハリーのセーター 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 1983

13 Ｅ バー クリスマスのおくりもの ジョン・バーニンガム　さく 長田　弘　やく ほるぷ出版 1993

14 Ｅ ハツ おたんじょうび　おめでとう！ パット＝ハッチンス　さく わたなべ　しげお　やく 偕成社 1980

15 Ｅ バリ おおきいツリーちいさいツリー ロバート・バリー　さく 光吉　夏弥　やく 大日本図書 2000

16 Ｅ バレ
１ねんに３６５のたんじょう日プレゼント
をもらったベンジャミンのおはなし

ジュディ＝バレット　さく ロン＝バレット　え まつおか　きょうこ　やく 偕成社 1978

17 Ｅ フイ たんじょうび ハンス・フィッシャー　ぶん・え おおつか　ゆうぞう　やく 福音館書店 1965

18 Ｅ フラ おかあさんだいすき まーじょりー・ふらっく　文と絵 光吉　夏弥　訳・編 岩波書店 1980

19 Ｅ ブラ ハンダのびっくりプレゼント アイリーン・ブラウン　作 福本　友美子　訳 光村教育図書 2006

20 Ｅ ベス ウッレのスキーのたび エルサ・ベスコフ　さく 石井　登志子　やく　 フェリシモ 2002

21 Ｅ ホー アーサーのクリスマス・プレゼント リリアン・ホーバン　〔作〕 木島　始　訳　 文化出版局 1979

22 Ｅ ミユ ゆきのひのおくりもの ポール・フランソワ　文 ゲルダ・ミューラー　絵 ふしみ　みさを　訳　 鈴木出版 2017

23 Ｅ ロイ イードのおくりもの ファウズィア・ギラニ・ウィリアムズ　文 プロイティ・ロイ　絵 前田　君江　訳 光村教育図書 2017

24 Ｅ ワイ たんじょうびおめでとう！ マーガレット・ワイズ・ブラウン　さく レナード・ワイスガード　え こみや　ゆう　やく 好学社 2015
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クリスマスなどの贈り物の季節にちなみ、

プレゼントに関する図書を集めました。

展示している本プラスアルファ No.４０７ （２０２２．１２）

５-Daysこども図書館（広島市こども図書館）

〒７３０－００１１ 広島市中区基町５－８３

TEL（０８２）２２１－６７５５ FAX （０８２）２２２－７０２０

※ ＥＭは昔話絵本です。
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25 ＥМ あか かさじぞう 瀬田　貞二　再話 赤羽　末吉　画 福音館書店 1966

26 ＥМ せが やまんばのにしき せがわ　やすお　え まつたに　みよこ　ぶん ポプラ社 1967

27 ＥМ むら しんせつなともだち 方　軼羣　作 君島　久子　訳 村山　知義　画 福音館書店 1987

28 ＥМ ルカ 三つのまほうのおくりもの ジェイムズ・リオーダン　文 エロール・ル・カイン　絵 中川　千尋　訳 ほるぷ出版 2015

29 283 も チョコレート物語 佐和　みずえ　著 くもん出版 2018

30 370 う ７年目のランドセル 内堀　タケシ　写真・文 国土社 2020

31 480 い 地球のおくりもの 岩合　光昭　写真・文 世界文化社 2009

32 486 た ちいさな虫のおくりもの 谷本　雄治　文・写真 文研出版 2021

33 530 や 「はやぶさ２」リュウグウからの玉手箱 山下　美樹　文 文溪堂 2021

34 650 い 里山のおくりもの 今森　光彦　写真・文 世界文化社 2008

35 816 す てがみはすてきなおくりもの スギヤマ　カナヨ　著 講談社 2003

36 913 お さっ太の黒い子馬 小俣　麦穂　著 ささめや　ゆき　絵 講談社 2016

37 913 さ イグアナくんのおじゃまな毎日 佐藤　多佳子　作 はらだ　たけひで　絵 偕成社 1997

38 913 さ いつでもしろくま 斉藤　洋　作 高畠　純　絵　 小峰書店 2014

39 913 た そいつの名前はエメラルド 竹下　文子　作 鈴木　まもる　画 金の星社 2008

40 913 と ねこじゃら商店世界一のプレゼント 富安　陽子　作 平澤　朋子　絵 ポプラ社 2013

41 913 も 一さつのおくりもの 森山　京　作 鴨下　潤　絵 講談社 2012

42 933 あ ちゃいろいつつみ紙のはなし アリソン・アトリー　作 松野　正子　訳 殿内　真帆　絵　 福音館書店 2015

43 933 き とびきりすてきなクリスマス リー・キングマン　作 山内　玲子　訳 岩波書店 2017

44 933 け 雪の日のたんじょう日 ヘレン・ケイ　さく バーバラ・クーニー　え あんどう　のりこ　やく　 長崎出版 2008

45 933 せ すずめのくつした ジョージ・セルデン　ぶん 光吉　郁子　やく ピーター・リップマン　え 大日本図書 2010

46 933 そ クリスマスのりんご ルース・ソーヤー　ほか文 上條　由美子　編・訳 たかお　ゆうこ　絵 福音館書店 2012

47 933 は モンスーンの贈りもの ミタリ・パーキンス　作 永瀬　比奈　訳 鈴木出版 2016

48 933 ひ まぼろしの小さい犬 フィリパ・ピアス　作 猪熊　葉子　訳 岩波書店 2020

49 933 へ 賢者の贈り物 オー・ヘンリー　作 千葉　茂樹　訳 和田　誠　絵 理論社 2007

50 953 み サンタの最後のおくりもの マリー＝オード・ミュライユ　作 エルヴィール・ミュライユ　作 クェンティン・ブレイク　絵 徳間書店 2006

51 933 ろ テディ・ロビンソンのたんじょう日 ジョーン・Ｇ．ロビンソン　作・絵 小宮　由　訳 岩波書店 2012
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展示期間：令和４年１２月１日（木）～１２月２８日（水）

展示期間中の休館日 毎週月曜日


