
区分 № 書名 出版者 出版年

1 E ふ うさこちゃんのてがみ ディック・ブルーナ　ぶん／え まつおか　きょうこ　やく 福音館書店 2010

2 E かた もりのてがみ 片山　令子　さく 片山　健　え 福音館書店 2006

3 E こう あかいぼうしのゆうびんやさん ルース・エインズワース　さく こうもと　さちこ　やく／え 福音館書店 2011

4 E たき ソメコとオニ 斎藤　隆介　作 滝平　二郎　絵 岩崎書店 1987

5 E にし 字のないはがき 向田　邦子　原作 角田　光代　文 西　加奈子　絵 小学館 2019

6 E にし ゆうびんやさんのホネホネさん にしむら　あつこ　さく・え 福音館書店 2003

7 E はた ことりのゆうびんやさん ニコライ・スラトコフ　原作 松谷　さやか　ぶん はた　こうしろう　え 福音館書店 2009

8 E はた にちようびのぼうけん！ はた　こうしろう　作 ほるぷ出版 2018

9 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

10 E はや とん　ことり 筒井　頼子　さく 林　明子　え 福音館書店 1989

11 E むら てがみをください やました　はるお　さく むらかみ　つとむ　え 文研出版 1976

12 E カー たんじょうびの　ふしぎな　てがみ エリック　カール　さく もり　ひさし　やく 偕成社 1978

13 E キー ピーターのてがみ エズラ＝ジャック＝キーツ　さく きじま　はじめ　やく 偕成社 1974

14 E コス おんなじ、おんなじ！でも、ちょっとちがう！ ジェニー・スー・コステキ＝ショー　作 宮坂　宏美　訳 光村教育図書 2011

15 E バー いえすみねずみ ジョン・バーニンガム　作 谷川　俊太郎　訳 ＢＬ出版 2017

16 E バン おてがみです ガブリエル・バンサン　作 もり　ひさし　訳 ブックローン出版 1997

17 E ヒラ わたしに手紙を書いて シンシア・グレイディ　文 アミコ・ヒラオ　絵 松川　真弓　やく　 評論社 2020

18 220 ふ 友だちになれたら、きっと。 ガリト・フィンク　作 メルヴェト・アクラム・シャーバーン　作 リツァ・ブダリカ　編 鈴木出版 2007

19 281 ま 前島密 鈴木　悦子　文 石井　勉　画　 あかね書房 2021

20 283 し シュヴァル 岡谷　公二　文 山根　秀信　絵 福音館書店 2016

21 370 ほ ゆいちゃんのエアメール 星川　ひろ子　写真・文 小学館 2001

22 400 な 雪は天からの手紙 中谷　宇吉郎　著 池内　了　編 岩波書店 2002

23 690 あ 拝啓・手紙です 天野　祐吉　文 辻本　洋太朗　絵 福音館書店 1998
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4/20「郵政記念日」にちなみ、手紙や郵便に関する本を集めました
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24 690 ゆ 知ってる？郵便のおもしろい歴史 郵政博物館　編著 少年写真新聞社 2018

25 800 こ 言葉は大事だ！じてん　４ 金田一　真澄　著 荒賀　賢二　絵 新日本出版社 2015

26 816 す おもしろい！楽しい！うれしい！手紙　１～３ スギヤマ　カナヨ　〔著〕 偕成社 2018

27 816 て きちんと伝わる手紙の書きかた　１～３ 手紙の書きかた研究会　編 汐文社 2021

28 816 て 手紙を書こう！　１～３ 鈴木出版 2008

29 910 こ 漱石先生の手紙が教えてくれたこと 小山　慶太　著 岩波書店 2017

30 913 く あひるの手紙 朽木　祥　作 ささめや　ゆき　絵 佼成出版社 2014

31 913 た おともださにナリマ小 たかどの　ほうこ　作 にしむら　あつこ　絵　 フレーベル館 2005

32 913 な たんたのたんけん 中川　李枝子　さく 山脇　百合子　え　 学習研究社 1971

33 913 な めいたんていサムくんとあんごうマン 那須　正幹　作 はた　こうしろう　絵 童心社 2020

34 913 は もりのゆうびんポスト 原　京子　作 高橋　和枝　絵 ポプラ社 2019

35 913 ふ 手紙 福田　隆浩　著 講談社 2019

36 913 ま 思いはいのり、言葉はつばさ まはら　三桃　著 アリス館 2019

37 913 む あららのはたけ 村中　李衣　作 石川　えりこ　絵　 偕成社 2019

38 929 し 父さんの手紙はぜんぶおぼえた タミ・シェム＝トヴ　著 母袋　夏生　訳 岩波書店 2011

39 933 あ かならずお返事書くからね ケイトリン・アリフィレンカ　著 マーティン・ギャンダ　著 リズ・ウェルチ　編 ＰＨＰ研究所 2018

40 933 う あしながおじさん ジーン・ウェブスター　作 谷口　由美子　訳 岩波書店 2002

41 933 え ゆうびんやさんはだれ？ ルース・エインワース　作 河本　祥子　訳／絵 福音館書店 1987

42 933 く はいけい女王様、弟を助けてください モーリス・グライツマン　作 唐沢　則幸　訳 横山　ふさ子　挿絵 徳間書店 1998

43 933 く はるかなるアフガニスタン アンドリュー・クレメンツ　著 田中　奈津子　訳 講談社 2012

44 933 し ウルフィーからの手紙 パティ・シャーロック　作 滝沢　岩雄　訳 評論社 2006

45 933 な ひげねずみくんへ アン・ホワイトヘッド・ナグダ　さく 井川　ゆり子　え 高畠　リサ　やく 福音館書店 2005

46 933 は トミーは大いそぎ ヘレン・パーマー　ぶん 光吉　夏弥　やく 赤坂　三好　え 大日本図書 2011

47 933 へ リフカの旅 カレン・ヘス　作 伊藤　比呂美　訳 西　更　訳 理論社 2015

48 933 ま たんけんクラブ　シークレット・スリー ミルドレッド・マイリック　ぶん アーノルド・ローベル　え 小宮　由　やく　 大日本図書 2017

49 949 す おたよりください シャスティン・スンド　作 木村　由利子　訳 アンジェリカ・セラーノ＝プネル　絵 大日本図書 1991

50 953 せ 瓶に入れた手紙 ヴァレリー・ゼナッティ　作 伏見　操　訳 文研出版 2019

51 973 ふ 紙の心 エリーザ・プリチェッリ・グエッラ　作 長野　徹　訳　 岩波書店 2020
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展示期間中の休館日 毎週月曜日


