
平成28年度　岐阜県図書館
外国語のおはなし会

種類 タイトル 著者名 出版社 言語

絵本 （あかいきしゃ） パク ウンヨン ピリョンソ 韓国語

絵本 Oh, Were They Ever Happy! Peter Spier Doubleday 英語

絵本 小牛的春天 (仔牛の春) 五味太郎 新星出版社 中国語

絵本 （にくらしいわたしのおとうと） イ ジュヒョ ノランテジ 韓国語

大型絵本 ＴＨＥ　ＳＵＲＰＲＩＳＥ　ＰＡＲＴＹ Ｐａｔ　Ｈｕｔｃｈｉｎｓ Ａｌａｄｄｉｎ　Ｂｏｏｋｓ 英語

大型絵本 The Napping House Audrey Wood Harcourt Brace 英語

絵本 （よじはんよじはん） ユン ソクチュン 福音館書店 韓国語

大型絵本 The very hungry caterpillar Eric Carle
Scholastic big
books

英語

絵本
和爸爸在一起
（おとうさんといっしょ）

かさい まり 教育画劇 中国語

絵本 Little cloud Eric Carle Puffin Books 英語

大型絵本 Ｔhe Farmer in the Dell Annie Kubler Child's Play 英語

しかけ絵
本

Color Surprises Chuck Murphy
Simon & Schuster
Books

英語

大型絵本 跳～ 　（ぴょーん） まつおか たつひで ポプラ社 中国語

絵本
Bam and Kero's Sunday
（バムとケロのにちようび）

島田 ゆか 文溪堂 英語

絵本
Please, Mr. Panda Por favor,
Sr. Panda

Steve Antony Scholastic Press 英語

絵本 夏天的池溏 （なつのいけ）
塩野 米松
村上 康成

ひかりのくに 中国語

絵本
Papa,please get the moon for
me

Eric Carle
Simon & Schuster
Books

英語

絵本 I Love the Mountains Steven Anderson Cantata Learning 英語

絵本 Every Friday Dan Yaccarino
Henry Holt and
company

英語

絵本 Elephant　Elements
Francisco Pittau
Bernadette Gervais

chrysalis childrens
books

英語

絵本 たべたのだーれだ？ たむら しげる 福音館書店 中国語

絵本 How do I put it on? 渡辺 茂男 福音館書店 英語

紙芝居 フルーツジュースやさん 村田 エミコ 教育画劇 中国語

絵本 "Let's Get a Pup!" Said Kate Bob Graham Candlewick 英語

平成28年度　外国語のおはなし会プログラム（平成28年4月～平成29年2月）

4月3日

6月5日

8月7日

10月2日



平成28年度　岐阜県図書館
外国語のおはなし会

種類 タイトル 著者名 出版社 言語

大型絵本 まどから★おくりもの 五味 太郎 偕成社 中国語

絵本  （てぶくろ）
エヴギーニィ・ラチョー
フ

ハンリムチュルパ
ンサ

韓国語

絵本 The Three Robbers Tomi Ungerer
macmillan
publishing
company

英語

絵本 ありがとうのえほん フランソワーズ 偕成社 ３ヶ国語

絵本 Frog and Toad all year Arnold Lobel
Harper Colins
Publishers

英語

絵本 （十二支のかぞえうた） さいとうしのぶ 佼成出版社 中国語

大型絵本 The Snowy Day Ezra Jack Keats Big Books 英語

絵本 Tu dors? Christine Bunel 新世界 仏語

絵本 Clifford the firehouse dog Norman Bridwell Scholastic 英語

2月5日

12月11日


