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絵本をどうぞ 

 お母さんやお父さん、身近な人に絵本を読んでもらうひととき

は、子どもにとって至福の時間です。CDでもテレビでもなく、大

切な人の声で語られる言葉は、心に響く一番の栄養です。 

 いっしょに絵本の世界を楽しむ時間・・・いっしょにすごしたそ

のひとときは、心の奥に刻まれて、生涯の宝物となるでしょう。 

子どものペースはいろいろです。あきてしまったら絵本を脇に置い

て、またあとで読んであげましょう。お休み前の時間もおすすめです。 

いっしょに絵本の世界を楽しむ時間・・・いっしょにすごしたその

ひとときは、心の奥に刻まれて、生涯の宝物となるでしょう。 

それぞれのペースで 

さあ、図書館へ 

ここで紹介する８１冊の絵本は、子どもたちに長く愛されてき

たものばかりです。すべて市内の図書館にありますので、ぜひ手

にとってお子さんに読んであげてください。 
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  はじめまして♪ 

 わたし、ぴーちゃんです。 

1才になったばかりなんだよ。 

０・１・２才のお友達は、私と一緒に
絵本で楽しもうね♪ 

   

   →３ページからよ♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  はじめまして♪ 

 ぼく、ぶっくんです。 

この前３才になったんだ♪ 

２・３・４才のお友達は、僕と一緒に絵
本で楽しもうね♪ 

   

   →12ページからだよ♪ 

  はじめまして♪ 

 ぼく、ぺーたろうです。 

年は５才で、お兄ちゃんさ！ 

４・５・６才のお友達は、僕と一緒に
絵本で楽しもうね♪ 

   

  →2１ページからだよ♪ 
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  わかやま けん さく  
   こぐま社 
 （E ワカ モモ） 

  

こにし えいこ さく 
   福音館書店 
（E コニ モモ） 

        
 平山 和子 さく  
  福音館書店 
（E ヒラ モモ） 

絵本のくだものに手を
のばして「おいしいね。」 
子どもは食べ物の本が
大好き。 

おかあさんとしろくまちゃんが、ほっとけ
ーきをつくります！ 
はっきりした線と色彩でていねいに描か
れています。 

赤や黄色のまるが、なんと
お菓子やくだものに変身
します♪ 
遊びごころがたっぷり。 

まるくておいしいよ 

しろくまちゃんのほっとけーき 

くだもの 
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 きしだ えりこ さく 
 ほりうち せいいち え 
   くもん出版 
 （E ホリ モモ） 

  

  
 なかえ よしを 文 
 上野 紀子 絵 
   文化出版局 
 （E ウエ モモ） 

 岩合 日出子 ぶん 
   岩合 光昭 しゃしん 
  福音館書店 
 （E イワ モモ） 

かにこちゃんの海辺での一日。 
「のぼってみよう すなのやま す
こすこすこすこ」  
リズミカルな繰り返しと色鮮やかな
絵が楽しい絵本です♪ 

動物たちがやってくるたびに、シーソ
ーはぎったんばっこん♪ 
絵の中から笑い声が聞こえてくるよう
です。 

ごはんを食べたり遊んだり。ぱ
んだの一日は子どもの生活そ
のものです♪ 

１０ぱんだ 

かにこちゃん 

ぎったん ばっこん 
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 五味 太郎／作   
  福音館書店 
（Ｅ ゴミ モモ） 

         

 松谷 みよ子 文 

 瀬川 康男 え 
   童心社 
（Ｅ セガ モモ） 

 

  

       
 さえぐさ ひろこ 文  
 アリス館 
（Ｅ サエ モモ） 

あくび、おすまし・・・いいおかお。 
動物たちの表情がユーモラスな写
真絵本です。 

「いないいないばあ」と、ペ
ージをめくるといろいろな
動物があらわれます。 
やさしくほのぼのした絵は
赤ちゃんにぴったりです。 

金魚ばちから逃げ出したきん
ぎょを、探してみよう♪ 
色鮮やかなイラストが印象的。 

きんぎょがにげた 

いいおかお 

いないいないばあ 
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かんざわ としこ ぶん 

やぎゅう げんいちろう え 

   福音館書店 
 （E ヤギ モモ） 

小西 英子 さく 
  福音館書店   
 （Ｅ コニ モモ） 

       

さあ、お弁当箱を用意して何
から入れる？いろんなおか
ずを入れたら、おいしそうな
お弁当の出来上がり！ 

ディック・ブルーナ ぶん・え    
 いしい ももこ やく 

福音館書店  
（Ｅ ブル モモ） 

うさこちゃんが生まれたときのおはなし。
うさこちゃんの顔は、いつも子どもの視線
にまっすぐ向き合っています。 

たまごの中でかくれんぼ！「でて
おいでよ」と呼びかけながら読ん
であげましょう。 
コミカルで楽しい絵です。 

おべんとう 

ちいさなうさこちゃん 

たまごのあかちゃん 
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 藪内 正幸 画     
  福音館書店     
（Ｅ ヤブ モモ）  

なかの ひろたか さく・え 
なかの まさたか レタリング  
  福音館書店 
（Ｅ９１ ナカ ミド）  

 元永 定正 作   
  福音館書店    
（Ｅ モト モモ）  

  

今にも動きだしそうな動物の親子が
たくさん。 
字のない絵本です。 
お話しながら楽しんでください。 

ぞうくんの散歩。かばくんをのせ
て、わにくんをのせて・・・お池に
「どっぼーん」。 
子どもたちもいっしょに「どっぼー
ん」と大喜びです。 

おおまき、こまき、くるくるくるりん。 
色鮮やかな色々なうずまきが描かれてい
て、面白い本です♪ 

どうぶつのおやこ 

ぞうくんのさんぽ 

きたきたうずまき 
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     安西 水丸 さく 
   福音館書店 
 （E アン モモ） 
      

 山本 忠敬 さく 
  福音館書店 
（E ヤマ モモ） 
      

  

        

でんしゃは、哺乳びんやコップたち
を乗せて、「がたんごとん」とリズ
ミカルに走ります。心地よい響きが
楽しい絵本です。 

山のトンネルをぬけ、電車は町まで
走ります。 
シンプルであたたかい絵が子どもを
ひきつけることでしょう。 

バイロン・バートン さく・え   
 こじま まもる やく      
      金の星社               
   （Ｅ バト モモ） 

  

１０台の自動車がせいぞろい。パト
カー、消防車、ゴミ収集車などが、
あたたかな線で見開きに一台ずつ
描かれています。 

がたんごとんがたんごとん 

でんしゃ 

ぶーぶーじどうしゃ 
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 林 明子 さく 
    福音館書店    
（Ｅ ハヤ モモ）  

鈴木 まもる 作    
  小峰書店 
（Ｅ スズ モモ）  

 林 明子 さく   
    福音館書店 
（Ｅ ハヤ モモ）  

    

静かな夜の空に、まんまるお
月さま。 
ページをめくるたびに、お月
さまの表情が変わります。 

「こぼしたのはだーれ？」 
きゅっきゅっきゅっと赤ちゃんの手や足
を拭くまねをすると、くすぐったそうに大
喜び。 
暖かい色調の絵がやさしく語りかけます。 

色んなどうぶつの親子のだっこをまね
っこして、子どもをだっこして読むと優
しい気持ちになります。 
子ども、お父さん、お母さんもニコニコ
笑顔になれるふれあい絵本です♪ 

おつきさまこんばんは 

だっこ 

きゅっきゅっきゅっ 
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 小風 さち ぶん  
 山口 マオ え   
 福音館書店 
（Ｅ ヤマ モモ） 

  かがくい ひろし さく 
       ブロンズ新社 
     （Ｅ カガ モモ） 

         

 まつの まさこ ぶん 
やぶうち まさゆき え 
   福音館書店 
 （Ｅ ヤブ モモ） 

  

うたを歌うほど、おふろが大好
きなわにわに。 
とても気持ちよさそうです。 

よくねているね、もうおきるかな？  
ねこ、いぬ、りす…動物の親子のねむ
そうな表情がかわいらしいです。 

だるまさんと一緒にリズムに合
わせて♪ 
「だーるーまーさーんーが」次は
何をするのかな？ 

わにわにのおふろ 

だるまさんが 

もうおきるかな？ 



11 

        
 長 新太 作・画  

  福音館書店 

  （Ｅ91 チヨ ミド）   

  
やぎゅう げんいちろう さく 
    福音館書店      

 （Ｅ ヤギ モモ）   

  

      つちだ よしはる え  
  グランまま社     

（Ｅ ツチ モモ） 

「ごろごろにゃーん ごろ
ごろにゃーん」と飛行機が 
とんでいくところ。ナンセン
スの世界が広がります。 

「ぞうさん」「ゆりかごのうた」など、
くり返し歌ってあげたい歌がのってい
ます。お子さんといっしょに歌いまし
ょう。「うたえほんⅡ」「うたえほんⅢ」
もあります。 

日本のわらべ歌の絵本です。 
 どんなお世話になったのかな？ 
 ページごとに絵を見くらべてみてね。 

ごろごろにゃーん 

うたえほん 

いろいろおせわになりました 
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 かんざわ としこ ぶん 
 にしまき かやこ え  
    偕成社 
    （ E ニシ モモ） 

加古 里子 さく・え 
  福音館書店 
（E91 カコ ミド）  

  

  
  征矢 清 さく 
  林 明子 え      
     福音館書店 
   (Ｅ ハヤ モモ)   

たっくんはひとりでパンツがはけま
せん。そのままお外に出てみんなに笑
われてしまいます。子どもの生活から
生まれた絵本です。 

はっぱのおうちで、みんないっ
しょに雨やどり。小さな世界が
やさしく描かれています。 

「てんぐちゃんとおんなじものがほ
しいよう。」だるまちゃんのお父さん
が出してくれたのは？ 
ユーモラスな絵が楽しい絵本です。 

だるまちゃんとてんぐちゃん 

はっぱのおうち 

はけたよはけたよ 
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 長 新太 おはなし・え 
   講談社 
 （ E91 チヨ ミド） 

 パット・ハッチンス さく・え 
 いしい ももこ やく    

  福音館書店   
（E90 ハツ キイ） 

    小森 厚 ぶん 

  薮内 正幸 え 
   福音館書店 
 （E ヤブ モモ） 

  

ぞうがくれよんで描くおおきな絵は、
動物たちをびっくりさせてしまいま
す。ダイナミックな絵と鮮やかな色彩
が特徴です。 

末っ子のティッチのまいた種は
大きく育ち、お兄さんたちを驚か
せます。ティッチは、小さい子ど
も自身です。 

ねこ、らいおん、さる…。動物の
お母さんたちの子どもへの愛情
が伝わります。 

ぼくのくれよん 

ティッチ 

どうぶつのおかあさん 
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ロイス・レンスキーぶん・え  
      福音館書店    

 （E90 レン キイ）  

  

いわむら かずお さく 
    童心社 
（E91  イワ ミド）  

         

  山本 忠敬 さく 
   福音館書店   
  （E ヤマ モモ） 

  

スモールさんはごじまんの赤い

自動車にのってドライブに出か

けます♪ 

きょうは、なんていいてんき。 
１４ひきのねずみの家族が仲良
くピクニックに出かけます。 

真っ赤で大きく、かっこ
いいしょうぼうじどうし
ゃが目をひきます。 

ちいさいじどうしゃ 

１４ひきのぴくにっく 

かじだ しゅつどう 
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  エリック=カール さく 
もりひさし やく 

偕成社 
  （E90 カル キイ） 

    A.トルストイ 再話 
  内田 莉莎子 訳 
  佐藤 忠良 画   
      福音館書店 
   （E38 オオ アカ） 

  

多田 ヒロシ 作・文・絵 
     文研出版 
   （E91 タダ ミド） 

おおきなおおきなりんごが… 
「ドスーン！」と、落ちてきた！ナン

センスな世界をお楽しみください。 

ちっぽけなはらぺこあおむしは、
いろいろなものを食べて、おなか
が痛くなってしまいます。色彩豊
かなしかけ絵本です。 

力をあわせて、「うんとこしょど
っこいしょ」おおらかで骨太なロ
シアの昔話絵本です。 

りんごがドスーン 

はらぺこあおむし 

おおきなかぶ 
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  五味 太郎 さく 
  文化出版局    
 （E ゴミ モモ） 

    たなか よしゆき ぶん 

  のさか ゆうさく え 
    福音館書店 
     （E ノサ モモ） 

  

     馬場 のぼる 著 
   こぐま社 
 （E ババ モモ） 

りす、すべりだい、いす、すばこ… 
ゆかいな動物たちの絵が描かれてい
る楽しいしりとり絵本です。 

さくらんぼ、いちご、めだまやき…。
だれが食べたのかな？みんなで探し
てみよう。 

力強いリズムの文。ページが進む

と、不思議にかたい、見事にひか

る「どろだんご」のできあがり！ 

たべたのだあれ 

どろだんご 

ぶたたぬききつねねこ 
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   なかえ よしお 作 
  上野 紀子 絵   
    ポプラ社 
（E91 ウエ ミド） 

      岸田 衿子 さく 
  中谷 千代子 え 
    福音館書店    
 （E９１ ナカ ミド） 

  

  

きもと ももこ さく  
  福音館書店   
（E キモ モモ） 

うずらちゃんとひよこちゃんがか
くれんぼ。どこにかくれているのか
な？みんなで探してみましょう♪ 

お母さんがあんでくれたねずみくん
のチョッキ。「いいチョッキだね。」
みんなが着たがり…ぞうさんまで！ 
「ねずみくん」シリーズの一作目。 

動物園に朝がきた。 
「おはよう かばくん」 
動物園の一日を描きます。 

かばくん 

ねずみくんのチョッキ 

かくれんぼ 
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  さとう わきこ 作 
    二俣 英五郎 絵 
        ポプラ社 
（E91 フタ ミド） 

  

 石井 桃子 さく 

 横内 襄 え 
  福音館書店 

（E９１ ヨコ ミド） 

  

にしまき かやこ えとぶん 
    こぐま社  
   (E91 ニシ ミド) 

「ラララン ロロロン」歩いていく
と、うさぎの女の子のワンピースの模
様が変わっていきます。 
やさしい色彩のかわいい絵本です。 

ひよこはお散歩に出かけ、いろいろな
動物と鳴き声をとりかえっこしていき
ます。 
「ちゅうちゅう」「ぶうぶう」「けろけ
ろ」。動物たちのユーモラスな表情が楽
しい絵本。 

ひとりで出かけた子ネコのぼうけん
は、子どもの日常そのもの。最後には、
お母さんのもとへかえります。 

ちいさなねこ 

とりかえっこ 

わたしのワンピース 
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     五味 太郎 さく 
       福音館書店 
     （E48 アオ） 

  

       得田 之久 さく・え 
       福音館書店 
       （E48 アオ） 

  ルース・ボーンスタイン さく 
  いわた みみ やく 

ほるぷ出版 
（E90 ボン キイ）  

ちいさな、かわいいゴリラの
ちびちび。ジャングルのみん
なはちびちびが大好き♪ 

ぼくも、わたしも……   
みんなうんち。 
楽しい科学の絵本です。 

かまきりのちょんが散歩に

でかけます。 
はじめて出会う昆虫絵本に

おすすめ♪ 

かまきりのちょん 

みんなうんち 

ちびゴリラのちびちび 
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 きしだ えりこ さく 

やまわき ゆりこ え  

     福音館書店 
   （E ヤマ モモ） 

 マイク・サーラー ぶん 
ジェリー・ジョイナー え 
 きしだ えりこ やく   
       ほるぷ出版 
（E９０ ジヨ キイ） 

      
   

    

    甲斐 信枝 さく 
       福音館書店 
 （E91 カイ ミド） 

のげしは、かえるやちょうちょう
のように、どこかへ行ってみたい
と思っていました。のげしや虫た
ちが、温かい色彩の絵で描かれて
います。 

ベッドのわくにわゴムをひっかけ
て、もう一方の端を持ち、部屋の外
にでてみました。さあ、わゴムはど
こまでのびるのかな？ 

おなかがいっぱいになったら、「ね
むーい、ねむーい」どうぶつたち
は、どこでおひるねするのかな？ 

どこでおひるねしようかな 

わゴムはどのくらいのびるかしら？ 

のげしとおひさま 
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エルサ・ベスコフ さく・え 
おのでら ゆりこ やく 
   福音館書店 
（E90 ベス キイ） 

 

神沢 利子 ぶん 
林 明子 え 
 福音館書店 
（E59 アオ） 

マリア・テルリコフスカ 
さく 
うちだ りさこ やく 
ボフダン・ブテンコ え 
   福音館書店 
（E９０ ブテ キイ） 

 

おばさんのバケツから飛び出し
た水のひとしずく。時には雨にな
ったり、時には洗濯機の水になっ
たり…。しずくの冒険にはらはら
します。 

  

3 人兄弟がはじめたぱん作
り。ばたーろーる、じゃむ
ぱんにねこぱん……。みん
なで作ったぱんはどれもと
ってもおいしそうです。 

 

ペレは子羊の世話をする男の子。
ペレは家族や近所の人に頼んで、
羊からとった毛で上着を作って
もらうかわりに、みんなの仕事を
手伝います 

ペレのあたらしいふく 

ぼくのぱんわたしのぱん 

しずくのぼうけん 
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松居 直 再話 
赤羽 末吉 画 
 福音館書店 

（E３８ ダイ アカ） 

 得田 之久 ぶん 
たかはし きよし え  
  福音館書店       
 （ E４８ アオ） 

だんごむしの暮らしをだんごむしが
語ってくれます。切り絵で表現され
た自然や虫の姿が見事な絵本です。 

 

         
  長 新太 さく  
  福音館書店 
 （E４８ アオ） 

どうぶつも人間と同じように
「おなら」をします。でも、ど
うしておならはでるのかな？そ
んな子どもたちの疑問にこたえ
てくれます。 

 

急流の川に橋をかけることになっ
た大工が鬼に出会います。鬼は大工
の目玉とひきかえに橋をかけてや
るといいますが…。 

 

だいくとおにろく 

おなら 

ぼく、だんごむし 
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さとう わきこ さく・え 
   福音館書店 
（E９１ サト ミド） 

モーリス・センダック さく 
じんぐう てるお やく  

冨山房 
（E９０ セン キイ） 

ドン=フリーマン さく 
まつおか きょうこ やく 

偕成社 
（E90 フリ キイ） 

コールテンくんはぬいぐるみのくま。
とれたズボンのボタンを探しにデパー
トの中を歩きまわりますが……。子ど
もたちは、真夜中の冒険にドキドキ。 

 

いたずらをしたマックスは夕ごは
んぬきで寝室に。すると木が生え、
壁が消え、波が打ち寄せ……。 
想像の世界へようこそ！ 

 

ねこでも、かみなりさまでもな
んでも洗ってしまう元気なか
あちゃんのお話。 
同じ作者の「ばばばあちゃん」
シリーズもどうぞ。 

 

せんたくかあちゃん 

かいじゅうたちのいるところ 

 

くまのコールテンくん 
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ジョン・バーニンガム さく 
みつよし なつや やく   
   ほるぷ出版 
 （E90 バニ キイ） 

 

      
中川  李枝子 さく 
大村  百合子 え 
  福音館書店 
（E91 ヤマ ミド） 

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 

（E90 グレ キイ） 
 

ハリーは黒いぶちのある白い犬で
す。ある日たくさん遊んでどろだら
けに…。 
多くの子どもに愛されてきたロン
グセラー。 

 

そらいろの種から芽をだしたいえ
は、どんどん大きくなって……。 
いろいろな動物が出てくるかわい
らしいお話です。 

 

ガンピーさんのふねに乗せてもらっ
たみんな。はじめは仲よく乗っていま
したが……。 
暖かく幸せな気持ちになる絵本。 

 

ガンピーさんのふなあそび 

そらいろのたね 

どろんこハリー 
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西内 ミナミ さく 
堀内 誠一 え    
  福音館書店 
（E91 ホリ ミド） 

レミー・チャーリップ さく 
やぎた よしこ やく 
    偕成社 
（E90 チヤ キイ）  

  

筒井 頼子 さく 
林 明子 え 
福音館書店 

（E91 ハヤ ミド） 

はじめてのおつかいは誰でも不
安なもの。 
５歳のみいちゃんのドキドキが
こちらにも伝わってきます。 

 

はたらきに出たぞうのぐるんぱ
の作るものは大きすぎて使えま
せん……。ぐるんぱは、「しょ
んぼり しょんぼり」 

 

ネッドくんに次々とおそいかかる災
難。無事にパーティ会場にたどりつ
けるのでしょうか？ページをめくる
楽しさを味わってください。 

 

よかったねネッドくん 

ぐるんぱのようちえん 

はじめてのおつかい 
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 渡辺 茂男 さく 
 山本 忠敬 え  
  福音館書店  
（E91 ヤマ ミド） 

      片山 健 作  
    福音館書店 
（E91 カタ ミド） 

      馬場 のぼる 著 
こぐま社 

  （E91 ババ ミド） 

  

ちびっこ消防車のじぷたの活躍。小
さい子どもの気持ちに暖かく寄り
添います。 
１９６０年出版ですが、古びない魅
力があります。 

 

私の家にやって来たタンゲくん。い
つもどこに行っているのかな？ 
大胆なタッチの絵がぴったりの楽
しい絵本。 

 

いつも腹ぺこの猫たちが、力をあわせ
て大きな魚をつかまえますが…。 
ほかに「１１ぴきのねことぶた」など、
幅広い年齢に人気のシリーズです。 

 

１１ぴきのねこ 

タンゲくん 

しょうぼうじどうしゃじぷた 
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マーシャ・ブラウン え 
せた ていじ やく    
  福音館書店 
（E38 サン アカ） 

  

H.A.レイ 文・絵 
光吉 夏弥 訳 
  岩波書店 
（E90 レイ キイ） 

マリー・ホール・エッツ ぶん・え 
まさき るりこ やく  
    福音館書店 
  （E90 エツ キイ） 

 

ぼくがラッパをふきながら森を
散歩していると、動物たちがつい
てきて…。 
白黒の絵が、豊かな空想の世界へ
ゆっくり導いてくれます。 

 

好奇心いっぱいのじょーじが巻
き起こす大騒動に、小さい子は胸
をおどらせます。 

 

北欧の昔話。トロルとたたかう
やぎの絵はダイナミックで、物
語の世界にひきこまれます。 

 

もりのなか 

ひとまねこざる 

三びきのやぎのがらがらどん 
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レオ・レオーニ 作 
藤田 圭雄 訳 
    至光社 
（E90 レオ キイ） 

  

エウゲーニー・M・ラチョフ え  

うちだ りさこ やく 
    福音館書店  
 （E38 テブ アカ） 

エズラ=ジャック=キーツ ぶん・え  
きじま はじめ やく 
      偕成社    
  （E90 キツ キイ） 

道で出会った仲よしのあおくんと
きいろちゃん。うれしくて緑になっ
てしまいました。ところが…。 
ちぎり絵が新鮮です。 

 

雪のつもった朝、ピータ
ーは赤いマントを来て外
へ。ひとり遊びの喜びが
美しい絵の中から伝わっ
てきます。 

 

おじいさんが落とした手袋にやっ
てきたのはくいしんぼねずみに、
おしゃれぎつね……。 
幼い子の想像力がひろがるロシア
の昔話絵本です。 

 

あおくんときいろちゃん 

ゆきのひ 

てぶくろ 
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ドロシー・マリノ 文・絵 
石井 桃子 訳 
   岩波書店 
（E90 マリ キイ） 

かこ さとし 作・絵  

    偕成社 

（E91 カコ ミド） 

  

なかや みわ さく・え  
   福音館書店 
（E91 ナカ ミド） 

くんちゃんは、好奇心おうせい
な子グマ。ある日、鳥たちがわ
たっていく南の国へ行こうとし
ますが、忘れものをとりにもど
るうちに眠たくなって……。 

 

そらまめくんの宝物はやわら
かいふわふわベッド。ところが
ある日なくなってしまい…。 

 

からすのパン屋さんは、ほかほ
か、こんがりのおいしいパンを焼
きました。 
ページいっぱいの色々なパンに
子どもたちも大喜び。 

 

くんちゃんのだいりょこう 

そらまめくんのベッド 

からすのパンやさん 
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     中央図書館  
住所: 小平市小川町 2-1325  
電話: 042-345-1246 
開館:午前 10 時～午後 7 時 

    午前 10 時～午後 5 時（土・日・祝休日） 

  

         仲町図書館  
住所: 小平市仲町 145  
電話: 042-344-7151  
開館:午前 9 時～午後 5 時 

 午前 9 時～午後 8 時（祝休日でない火・水） 

     花小金井図書館 
住所: 小平市花小金井 1-8-1   
電話: 042-467-1215  
開館:午前 10 時～午後 5 時 

   午前 10 時～午後 8 時（祝休日でない火・水） 

    小川西町図書館  
住所: 小平市小川西町 4-10-13  
電話: 042-343-1200  
開館:午前 10 時～午後 5 時 

  午前 10 時～午後 8 時（祝休日でない火・水） 

    喜平図書館 
住所: 小平市喜平町 3-3-18 
電話: 042-325-1300 
開館:午前 10 時～午後 5 時 

午前 10 時～午後 7 時（祝休日でない火・水） 

    上宿図書館  
住所: 小平市小川町 1-345 
電話: 042-344-3360 
開館:午前 10 時～午後 5 時 

   午前 10 時～午後 7 時（祝休日でない火・水） 

      津田図書館 
住所: 小平市津田町 3-11-1  
電話: 042-341-1245 
開館:午前 10時～午後 5時 
 午前 10時～午後 7時（祝休日でない火・水） 

    大沼図書館  
住所: 小平市大沼町 7-1-17 
電話:  042-342-2001 
開館:午前 10 時～午後 5 時 

 午前 10 時～午後 7 時（祝休日でない火・水） 

  花小金井北分室 
住所: 小平市花小金井 5-41-3  
電話:042-463-8377 
開館:午後 0 時 30 分～午後 4 時 30 分 

    小川分室 
住所: 小平市小川町 1-1012 
電話 042-345-3877  
開館:午後 0 時 30 分～午後 4 時 30 分 

  上水南分室 
住所:小平市上水南町 1-27-1 
電話:042-325-4151  
開館:午後 0 時 30 分～午後 4 時 30 分 

休館日 
◇中央館・地区館  
  金曜日（祝日の場合も休館） 
  第 3 木曜日（祝日の場合は開館） 
  12 月 28 日～1 月 4 日・特別整理期間 
◇分室 
  月・金曜日・祝日（日曜日の場合は開室） 
  12 月 28 日～1 月 4 日・特別整理期間 



 

 

 

えほん だいすき 

～子どもと読む 年齢別リスト～改訂版 
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