
幼児のみなさんの作品





あおば保育園 ５歳

石田 朋久さん

【題名】ぽけもんとしょかん
ポケモンとしょかん。みんなほんをかりにきてね。



あおば保育園 ５歳

石田 悠馬さん

【題名】でんしゃとしょかん
としょかんのなかをでんしゃにのってほんをかりることができるよ。



あおば保育園 ５歳

曾根 有翔さん

【題名】にじのかけはしとしょかん
やねのうえににじ。やねもにじ。えほんのたなもにじ。ぜんぶにじのとしょかんだよ。



あおば保育園 ５歳

長岡 奏志さん

【題名】みんなのとしょかん
はたが２ほんあってとしょかんのめじるしになっているよ。



あおば保育園 ５歳

中富 愛月さん

【題名】あおぞらとしょかん
あおぞらにくもがいっぱい。おかあさんとてをつないでえほんをかりにいくよ。



あおば保育園 ５歳

二木 雄大さん

【題名】おやことしょかん
おおきいとしょかんはおかあさん。ちいさいとしょかんはぼく。

おやことしょかんにはおはながさいているよ。



あおば保育園 ６歳

秋葉 大翔さん

【題名】ともだちいっぱいとしょかん
かいだんがたくさんあるからおともだちがいっぱいあつまることができる

としょかんだよ。



あおば保育園 ６歳

上本 晴琉さん

【題名】ほんがいっぱいあるよ
さんかくおやねがほんになっているよ。とおくからもとしょかんってわかるよ。



あおば保育園 ６歳

大井 和人さん

【題名】おばけとしょかん
よなかになったらおばけがでてくるおばけとしょかん。

としょかんのおばけはやさしいよ。



あおば保育園 ６歳

大西 哲平さん

【題名】としょかん「あおばっこルーム」
えほんをさがしているひとがたのしくなるようにかべのいろをカラフルにしたよ。



あおば保育園 ６歳

大森 璃子さん

【題名】すみっことしょかん
やねのうらまでほんがたくさんあるよ。いすにすわってほんをみるよ。



あおば保育園 ６歳

桶田 架上さん

【題名】えほんいっぱいとしょかん
やねがにじいろでみんなにとしょかんだよとわかりやすくしたよ。

エレベーターもあって２かいにいくことができるよ。



あおば保育園 ６歳

木下 帝良さん

【題名】ぶうぶうとしょかん
どうぶつのふうせんがいろんなところにあってふわふわしているよ。



あおば保育園 ６歳

小林 風祐さん

【題名】ほんがいっぱいとしょかん
いぬもねこもいっしょにはいれるやさしいとしょかんだよ。



あおば保育園 ６歳

西東 駿さん

【題名】としょかんルーム
ツインタワーとしょかん。たかいとうは１１かいまであるよ。



あおば保育園 ６歳

清水 陽友さん

【題名】ポケモンとしょかん
ポケモンがいろんなところにかくれているよ。ほんをよみながらさがしにきてね。



あおば保育園 ６歳

千田 彩颯さん

【題名】あおばほいくえんぴっとばってりぃとしょかん
ふたつのとしょかん。しゅるいのちがうほんがあるよ。



あおば保育園 ６歳

滝ヶ浦 藍華さん

【題名】おもしろとしょかん
おおきなちゅうしゃじょうがあってくるまもとめれるよ。

にじいろのほんがきれいだよ。



あおば保育園 ６歳

田口 紬さん

【題名】おもしろとしょかん
カラフルなおへやのとしょかん。おばけもみんなのことをまっているんだよ。



あおば保育園 ６歳

坪田 和士さん

【題名】あおばのちかくのみどりのとしょかん
としょかんのなかにおみせやさんがあるよ。おなかがへったらパンやさんにいくよ。



あおば保育園 ６歳

殿村 咲弥さん

【題名】みんなのとしょかん
わたしのすきなほんがあるとしょかん。かりたいえほんがいっぱいでわくわくするよ。



あおば保育園 ６歳

中川 煌大さん

【題名】えいがかんもあるとしょかん
よるの１０じまでとしょかんがやっているよ。えいがもみれるとしょかんだよ。



あおば保育園 ６歳

西津 朱莉さん

【題名】おくじょうがあるとしょかん
はれたひはおくじょうのおにわでほんをよめるよ。

５かいまであってたくさんのほんがあるよ。



あおば保育園 ６歳

橋本 陸功さん

【題名】ぱんやさんもあるよ
プールにはいってほんをかりてかえりはパンやさんにいけるよ。

としょかんのなかにはいるとパンのにおいがするよ。



あおば保育園 ６歳

福田 悠晴さん

【題名】いっぱいとしょかん
あかいかいだんがまんなかにあるとしょかん。いっぱいのほんがならんでいるよ。



あおば保育園 ６歳

藤原 碧さん

【題名】ピアノがあるとしょかん
ピアノのえんそうをききながらほんをよむよ。ぼくもピアノをひくよ。



あおば保育園 ６歳

藤本 琉々華さん

【題名】おおきなとしょかん
ひろいとしょかんのなかにこうえんがあるよ。いけもあってたのしいよ。



あおば保育園 ６歳

松本 陽樹さん

【題名】ぽけもんとしょかん
ポケモンとなかまがほんをかりにきてくれるとしょかんだよ。



あおば保育園 ６歳

松本 陽聖さん

【題名】にじいろとしょかん
かぜがふいているにじいろとしょかん。ながいはしごでほんをさがせるよ。



あおば保育園 ６歳

森澤 未空さん

【題名】えほんかん「すみっこぐらし」
すみっこぐらしがえほんのなかにかくれているよ。みつけてね。



あおば保育園 ６歳

山﨑 陽翔さん

【題名】みんなのとしょかん
みんなのとしょかん。くるまにのってみんなのおうちまでえほんをとどけるよ。



あおば保育園 ６歳

若林 穂乃佳さん

【題名】みんなあつまれ！としょかん
おすすめのほんをおしえてくれるひとがいるよ。みんなとしょかんにきてね。





今江こども園 ６歳

大田 杏珠さん

【題名】にじ
にじの絵本があったらいいな。キラキラな図書館になっているとステキだな。



今江こども園 ６歳

加藤 希彩さん

【題名】いろどりとしょかん
本をえらんでくれるロボットや高いところの本をとってくれるひこうきがあります。おもちゃや
おようふくもあります。たてものの中でもお花ばたけや青空や夜空で本を読むことができます。
つみ木でつくったものがたちまち本ものになって、自分のスペースを作れます。この図書館に
来ると心がにじ色になるので「いろどりとしょかん」にしました。



今江こども園 ６歳

蔵野 こころさん

【題名】ロボットとしょかん
ロボットにお願いするといろいろな絵本を持ってきてくれます



今江こども園 ６歳

多井 義勝さん

【題名】みらいがたとしょかん
かめんライダーやアンパンマンの絵本がある。かべにいろんな絵が描いてある。

ゲームがおいてある。自由に描いた絵がテレビにうつる。やぶれたらテープがおいて

あり自分で直す所もあり、とんねるのすべり台ですべっていける。



今江こども園 ６歳

中田 紗愛さん

【題名】カブッキーとポムポムプリンにあえる図書館
いつもあかるく、にじが出ている様でカブッキーとポムポムプリンに会え、みんなが

すてきな本に出会えるステキな図書館があったら良いなと思って絵描きました。



今江こども園 ６歳

橋本 彩加さん

【題名】かわいいおうち
たくさんのかわいいおうちの中で絵本を読んでみたい。



今江こども園 ６歳

橋本 愛加さん

【題名】かわいいおうち
カラフルなかわいいおうちがたくさんある町で絵本をたくさん読みたい。

そんなかわいいおうちに住んでみたい。



今江こども園 ６歳

原 大貴さん

【題名】ウルトラとしょかん
ウルトラマンの形で、目・口・カラータイマーは窓、足はエレベーターにしました。
手はウルトラマンの絵本を見れる所です。中には、変身グッズもあり、ウルトラマンが好きな子が
いっぱい来るようにしました。中では、ウルトラマンのＴＶを観たり、ＤＶＤを借りれるように
なっています。



今江こども園 ６歳

二木 奏音さん

【題名】みんな えがお
かぞくみんなであそべるとしょかん。ぼくはほんのきゃらくたーであそぶよ。

ままはこーひーをのみながらほんをよむよ。ぱぱはそとでいっしょにあそぶよ。

ここにくるとみんなえがおになるよ。



今江こども園 ６歳

綿 亮輔さん

【題名】みんなのとしょかん
きょうりゅう、かいじゅう、リボンやパソコンの

えほん。くだものややさい、ちょっとかわったまき

もののえほんもある。ぼくのえほんなど、いろんな

人のものがたりもある。まんなかにはめいろや、

あそぶところがある。





大谷幼稚園６歳

通次 くるみさん

【題名】私たちのトキメキ図書館☆
かわいいリボンの入口を入ると、滑り台がまっています。滑っていくと、そこは特等席！

ステキな絵本に囲まれて、楽しい時間を過ごせます。図書館の中には、大きな木があり、

屋根にはソーラーパネルもあります。環境にも配慮した優しい図書館です。





金野保育所 ５歳

荒川 つぐさん

【題名】プリキュアだいすき
プリキュアの本があるといいな



金野保育所 ５歳

伊藤 心空さん

【題名】はっぱのうえでよみたいな
ふかふかの葉っぱの上にすわって絵本をよみたいな



金野保育所 ５歳

亀田 蒼人さん

【題名】くまのうえでよみたいな
くまの背中の上で絵本をよみたいな



金野保育所 ５歳

窪田 健志さん

【題名】ベッドのうえでよみたいな
ベッドのうえでねころんで絵本をよみたいよ



金野保育所 ５歳

松原 芽生さん

【題名】こうえんでよみたい
公園のしばふの上ですわって、絵本をよめるといいな



金野保育所 ５歳

丸田 紗綾さん

【題名】三角コーナーで絵本をよんであげたいな
保育所みたいにお部屋の三角コーナーで、おともだちに絵本をよんであげたいな





木場こども園 ６歳

毛利 一翔さん

【題名】むしのゆめ
えほんからだいすきなむしがとびだしました。

むしとあそんだり、おべんきょうできるとうれしいな。





こばと第２こども園 ４歳

苧野 實壱さん

【題名】ごはんがたべられるよ！
にじのほん、ごはんのほん、さかなのほん、おふろのほん、バスケットのほん、おかしの本、

とけいの本、色んな本がいっぱいあるよ！キッチンがあって、イスがあって、おなかがすいた

とき、ごはんを自分で作って食べることができるよ！バスケットもできるよ！



こばと第２こども園 ６歳

有田 紫音さん

【題名】レストラン図書館
食事をしながら本が読めたら楽しいと思い、描きました。

色々な種類の本が読めるように沢山の本を描きました。





聖愛幼稚園 ３歳

高橋 昇也さん

【題名】ふれあい図書館
イルカとあそべたり、ふん水があると楽しいな。





瀬領保育所 ６歳

田口 香華さん

【題名】こんなところで読みたいな
お花のところでトランポリンをして、絵本を見たいな



瀬領保育所 ６歳

日光 奏さん

【題名】こんなところで読みたいな
雨が降っているところでも見ることができる絵本があるといいな



瀬領保育所 ６歳

横田 星羽さん

【題名】こんなところで読みたいな
冬はスキーをしながら・・・春は桜の木の下で・・・

「にじいろくわがたのぼうけん」の本を見たいな





大和こども園 ５歳

堀田 一花さん

【題名】はーと図書館
はーといっぱいでかわいくて、来てくれたみんなが楽しい気持ちになってくれたら

いいな。1階はぶらんこなど遊べるところ、２階は本を読んだり勉強するところ





那谷保育所 ３歳

角谷 優斉さん

【題名】のりものいっぱい！
ショベルカーや消防車が大好きだから、乗り物の本がい～っぱいあるといいな！



那谷保育所 ４歳

穴田 朔太郎さん

【題名】なかよし図書館
家族みんなで絵本を読んだり、遊んだりできる図書館があったらいいな



那谷保育所 ４歳

大野 紗奈さん

【題名】虫とすみっこぐらしの絵本館に行きたい！
虫とすみっこぐらしの本がたくさんあったらいいなあ～



那谷保育所 ４歳

加藤 隆麻さん

【題名】だだんだんともぐりんがいっぱい！
ボクは「アンパンマン」に出てくるだだんだんともぐりんがだーいすき！

だだんだんともぐりんが出てくる絵本がいっぱいあるといいな！



那谷保育所 ４歳

坂井 湊さん

【題名】おさかな図書館
水族館みたいに魚がたくさんいる図書館があったらいいな



那谷保育所 ４歳

冨田 大智さん

【題名】キャンプもできる絵本館
キャンプをしながら絵本が読める場所があったら、楽しそうだな～



那谷保育所 ４歳

西田 悠剛さん

【題名】ウルトラマンの絵本館
大好きな「ウルトラマンＺ」の絵本がたくさんあるといいな～



那谷保育所 ４歳

町出 桜都さん

【題名】お花がいっぱいの図書館
お花畑のある図書館がいいな～



那谷保育所 ４歳

村田 那月さん

【題名】恐竜いっぱいがいい！
だいすきな恐竜の絵本がいーっぱいある図書館があるといいな！



那谷保育所 ５歳

生水 直樹さん

【題名】しろくま図書館
ボクはしろくまがだいすきだから、しろくまのぬいぐるみがある図書館があったら

いいな



那谷保育所 ５歳

新谷 咲良さん

【題名】あおぞら
晴れた日にいっぱい虹がいつも見えたらいいなと思って、虹が見えない日にも虹が

見えるように虹の絵がある図書館にしました。いろんな色の絵本があります。



那谷保育所 ５歳

新谷 咲良さん

【題名】ワクワク図書館
お花とか海とかきれいな絵本がいっぱいあるといいなー



那谷保育所 ５歳

的場 日菜さん

【題名】すみっこぐらしの図書館
すみっこぐらしの絵本とぬいぐるみがいっぱいある図書館があるといいな～



那谷保育所 ５歳

大和 航己さん

【題名】キラキラ図書館
カラフルな窓の図書館があったらステキだなあ～



那谷保育所 ６歳

高田 葵翔さん

【題名】みんなが集まる虹色図書館
虹みたいにきれいな図書館があったらいいな～



那谷保育所 ６歳

松岡 寿治さん

【題名】虹の絵本がいっぱいの図書館
虹みたいきれいな絵本が置いてある図書館があったらいいな





白楊幼稚園 ５歳

小高 良介さん

【題名】あおいかがやきとしょかん
あおいろがすき。かがやきがすきなのでこのかたちになりました。

はしごをつけてひみつきちのように。中にはロボットもいます。



白楊幼稚園 ６歳

嶋田 佳琳さん

【題名】プリンセスハートリボンスティック
ハートの形はみんながずっと仲良しでいられて、小さな子から大人まで楽しく本を読めるように
いろいろな本がたくさん置かれている。２階のオレンジのリボンはみんなの心を一つに結びつけ
て幸せになるようイメージしました。外には黄色のすべり台と赤いブランコを置いて本にあきて
しまった子たちが楽しめる場所も用意しました。





白嶺幼稚園 ５歳

桝田 弦輝さん

【題名】カラフル絵本
公園みたいに楽しくて明るい図書館。壁一面にカラフルな絵本がある。





舟見ヶ丘保幼園５歳

東 郁真さん

【題名】どうぶつ図書館
ぼくの大好きな動物園の中に動物を調べられる図書館があったら楽しいなと

思いました。


