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【お弁当の本】
展示期間：令和元年4月1日～4月22日

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

1
にっぽんのおにぎり 写真絵本お
にぎり風土記 白央 篤司/著 理論社 2015.6 /383.8/ﾊｸ/ 0210756829

2
akinoichigoの簡単!絵本のおべんとう
絵本から飛び出した206レシピ!（みん
なのレシピ）

稲熊 由夏/著 大和書房 2012.3 /596.4/ｲﾅ/ 0210559950

3
ポリ袋で作るお弁当 カンタンな
のにかわいい★ 春・夏 川平 秀一/著 理論社 2013.12 /596.4/ｶﾜ/ 1201585401

4
ラップdeおむすびおべんとう

中西 しほり/料理製作 講談社 2008.3 /596.4/ﾅｶ/ 0210461187

5
はじめてでもかんたん!おべんとう（あっ
というまにできるおいしいレシピ） 中津川 かおり/著 国土社 2014.12 /596.4/ﾅｶ/ 1201681317

6
わくわくおべんとう（はじめて絵
本） おおで ゆかこ/絵 河出書房新社 2013.9 /596.4/ﾌｸ/ 1201570684

7
ふわふわパン作り（はじめて絵
本） おおで ゆかこ/絵 河出書房新社 2013.7 /596.6/ｵｵ/ 1201573316

8
つくって食べたいふんわりトース
ト・サンドイッチ たかはし みき/絵 文研出版 2009.11 /596.6/ﾂｸ/ 0210500573

9
かんたんでおいしい!魔法のクッキング
BOOK 4 楽しくつくろう!おべんとう 枝元 なほみ/著 ポプラ社 2014.4 /596/ｴﾀ/4 1201588959

10
坂本廣子の食育自立応援シリー
ズ 2 お弁当 坂本 廣子/著 少年写真新聞社 2011.2 /596/ｻｶ/2 1201627690

【旅の本】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

11
見て、学んで、力がつく!こども日本地図
写真とイラストいっぱいの地図で、楽しく
日本の都道府県を学ぼう! 2019年版

永岡書店編集部／編 永岡書店 2018.9 /291/ﾐﾃ/ 1201898077

12
散歩で楽しむ花の本 原寸大

植木 裕幸/写真 山と渓谷社 2009.4 /470.4/ｻﾝ/ 1201759303

13
おでかけすいぞくかん（ずかんえ
ほん） 阿部 浩志/ぶん 学研教育出版 2015.5 /480.76/ｱﾍ/ 0210753773

14
これだけは知っておきたい教科
書に出てくる日本の城 東日本編

これだけは知っておきたい
教科書に出てくる日本の城
編集委員会／編著

汐文社 2016.5 /521.8/ｺﾚ/ 1201641436

15
日本全国おみやげ図鑑 人気のおみ
やげから、都道府県が見える! 西日本
編

フレーベル館 2018.8 /602.1/ﾆﾎ/ 1201872726

16
キリンの運びかた、教えます 電
車と病院も!? 岩貞 るみこ／文 講談社 2018.6 /680/ｲﾜ/ 0210820195

17
たいせつなことは船が教えてくれ
る 藤沢 優月/著 金の星社 2012.11 /683.6/ﾌｼ/ 1201498480

18
フェリーターミナルのいちにち
（かがくのとも絵本） 石橋 真樹子/さく 福音館書店 2012.3 /683.9/ｲｼ/ 1201393616

どこかとおくへ　ブックリスト
暖かくなると、お花見、遠足、ハイキングなど、どこか遠くへおでかけしたいなあ～！という気分になりますよね。
乗り物の本や、お弁当作りの本、楽しいおでかけの絵本など、春の日に心がワクワクするような本を集めてみました！
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19
地図でよくわかる鉄道大百科
JR私鉄全線

JTBパブリッシン
グ

2017.8 /686.2/ﾁｽ/ 1201761135

20
日本鉄道地図鑑 電車を見よう!
撮ろう!乗ろう! 地理情報開発／編 平凡社 2018.10 /686.2/ﾆﾂ/ 1201887542

21
めざせ鉄道博士!日本全国鉄道
路線地図 完全版 地理情報開発／編 永岡書店 2016.5 /686.2/ﾒｻ/ 1201717848

22
日本の駅なるほど百科 全国路線図つ
き（てつどうはかせシリーズ） 交通新聞社 2014.3 /686.5/ﾆﾂ/ 1201590336

23
空港の大研究 どんな機能や役
割があるの? 秋本 俊二/著 PHP研究所 2012.8 /687.9/ｱｷ/ 1201511167

24
成田国際空港フライト準備OK!
（このプロジェクトを追え!） 深光 富士男/文 佼成出版社 2012.9 /687.9/ﾌｶ/ 0210572086

25
飛行機しゅっぱつ!（ランドセル
ブックス） 鎌田 歩／作 福音館書店 2018.3 /687/ｶﾏ/ 1201835459

26
旅の夢かなえます だれもがどこへで
も行ける旅行をつくる（ドキュメント・ユ
ニバーサルデザイン）

三日月 ゆり子/著 大日本図書 2008.5 /689/ﾐｶ/ 0210465522

27
日本の世界遺産 イラスト図解と
写真でよくわかる! 山口 正／監修 朝日新聞出版 2016.9 /709.1/ﾆﾎ/ 1201719067

28
みんなが知りたい!世界遺産 ビ
ジュアル版（まなぶっく） カルチャーランド／著 メイツ出版 2018.12 /709/ﾐﾝ/ 0210832410

29
歩こう！楽しもう！高知の城下町（じょうか
まち）　郭中（かちゅう）編 博物館（はくぶ
つかん）のまわりはどんなまち？

高知県立高知城
歴史博物館

2017.4 K/290.2/ｱﾙ/ 0103132171

30
民権史跡案内図 高知市中心部 高知市教育委員

会　民権・文化財
課

2017.3 K/290.2/ﾐﾝ/ 0103127151

【物語の本】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

31
ただいま魔法旅行中。（おはなし
ガーデン） あんびる やすこ/著 岩崎書店 2004.6 /913.6/ｱﾝﾋ/ 0210609150

32
旅のお供はしゃれこうべ

泉田 もと／作 岩崎書店 2016.4 /913.6/ｲｽﾐ/ 0210775645

33
ぼうけんはバスにのって

いとう みく／作 金の星社 2018.9 /913.6/ｲﾄｳ/ 1201892260

34
選ばなかった冒険 光の石の伝
説（偕成社ワンダーランド） 岡田 淳/作 偕成社 1997.4 /913.6/ｵｶﾀ/ 0210592559

35
モンスター・ホテルでピクニック

柏葉 幸子／作 小峰書店 2016.3 /913.6/ｶｼﾜ/G 0210774185

36
たびいえさん（くもんの児童文
学） 北川 チハル/作 くもん出版 2015.3 /913.6/ｷﾀｶ/G 0210751223

37
ルドルフとイッパイアッテナ（児童
文学創作シリーズ） 斉藤 洋/作 講談社 1987.5 /913.6/ｻｲﾄ/ 0210603712

38
西遊後記 1 還の巻（斉藤洋の西
遊後記シリーズ） 斉藤 洋/作 理論社 2013.4 /913.6/ｻｲﾄ/1 0210612118

39
ペンギンたんけんたい（どうわが
いっぱい） 斉藤 洋/作 講談社 1991.8 /913.6/ｻｲﾄ/G 0210340070

40
ぼくらの秘島探険隊（「ぼくら」シ
リーズ） 宗田 理/作 ポプラ社 2007.3 /913.6/ｿｳﾀ/ 0210641606

41
カボちゃんのえんそく（おはなし
パレード） 高山 栄子/さく 理論社 2001.11 /913.6/ﾀｶﾔ/Ｇ 0210608617
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42
きょうはピクニック くまのベアールとち
いさなタタン（ママとパパとわたしの本） 原 京子/さく ポプラ社 2001.2 /913.6/ﾊﾗｷ/G 0210161620

43
パスワード謎旅行（講談社青い
鳥文庫） 松原 秀行/作 講談社 1997.12 /913.6/ﾏﾂﾊ/ 0210607246

44
よるのとしょかんだいぼうけん
（おはなしいちばん星） 村中 李衣／作 BL出版 2015.12 /913.6/ﾑﾗﾅ/G 0210766611

45
おばけえんそく（おばけのポー
ちゃん） 吉田 純子／作 あかね書房 2015.9 /913.6/ﾖｼﾀ/G 0210760982

46
アラジンと魔法のランプ（アラビ
アン・ナイト） 斉藤 洋/[訳]著 偕成社 2004.11 /929/ｱﾗｼ/ 1201355193

47
エルマーのぼうけん（世界傑作
童話シリーズ）

ルース・スタイルス・ガ
ネット/さく

福音館書店 2010.3 /933/ｶﾈﾂ/G 0210652489

48
オズの魔法使い（ポプラ世界名
作童話） L.F.ボーム／作 ポプラ社 2016.11 /933/ﾊｳﾑ/ 0210292890

49
ピーター・パン（ポプラ世界名作
童話） J.M.バリ／作 ポプラ社 2018.2 /933/ﾊﾘｼ/ 0210811811

50
ふたりでおかいもの（ふたりはな
かよしシリーズ）

イローナ・ロジャーズ/
さく・え

そうえん社 2008.6 /933/ﾛｼﾔ/G 0210467070

【絵本】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

51
でんしゃがまいります（こどものと
も700号記念コレクション20） 秋山 とも子/さく 福音館書店 2014.4 CE/913/ｱｷ/ 1201613070

52
モグモグでんしゃ（こどものとも
700号記念コレクション20） 井上 洋介/えとぶん 福音館書店 2014.4 CE/913/ｲﾉ/ 1201612916

53
14ひきのひっこし

いわむら かずお/作 童心社 1983.7 CE/913/ｲﾜ/ 1201797774

54
くまたくんちのじどうしゃ（くまたく
んのえほん） わたなべ しげお/さく あかね書房 1986.9 CE/913/ｵｵ/ 1201542410

55
ぼくキャンプにいったんだ（くまた
くんのえほん） わたなべ しげお/さく あかね書房 1981.6 CE/913/ｵｵ/ 1201542451

56
ぼくしんかんせんにのったんだ
（くまたくんのえほん） わたなべ しげお/さく あかね書房 1981.2 CE/913/ｵｵ/ 1201542469

57
ぼくひこうきにのったんだ（くまた
くんのえほん） わたなべ しげお/さく あかね書房 1986.4 CE/913/ｵｵ/ 1201542501

58
でんしゃにのったよ（こどものとも
絵本） 岡本 雄司/さく 福音館書店 2013.4 CE/913/ｵｶ/ 1201556626

59
あかいありのぼうけんえんそく
（かこさとしおはなしのほん） かこ さとし/作・絵 偕成社 2014.2 CE/913/ｶｺ/ 1201592308

60
えのでんタンコロ

倉部 今日子／作 偕成社 2016.7 CE/913/ｸﾗ/ 1201711577

61
あしたえんそく! らんらんらん

武田 美穂/絵・文 理論社 2002.11 CE/913/ﾀｹ/ 1200761607

62
せとうちたいこさんえんそくいきタ
イ（絵本・ちいさななかまたち） 長野 ヒデ子/さく 童心社 1999.10 CE/913/ﾅｶ/ 1200870879

63
10ぴきのかえるのピクニック
（PHPにこにこえほん） 間所 ひさこ/さく PHP研究所 2006.3 CE/913/ﾅｶ/ 1201236054

64
がたごとがたごと（絵本・こどもの
ひろば） 内田 麟太郎/文 童心社 1999.4 CE/913/ﾆｼ/ 1201639588
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65
やこうれっしゃ（こどものとも傑作
集） 西村 繁男/さく 福音館書店 1983.3 CE/913/ﾆｼ/ 1201795042

66
おでかけのまえに（福音館の幼
児絵本） 筒井 頼子/さく 福音館書店 1981.10 CE/913/ﾊﾔ/ 1200884557

67
はじめてのおつかい（こどものと
も傑作集） 筒井 頼子/さく 福音館書店 1977.4 CE/913/ﾊﾔ/ 1201795364

68
おにぎり（幼児絵本シリーズ）

平山 英三/ぶん 福音館書店 1992.9 CE/913/ﾋﾗ/ 1201400163

69
ねずみのえんそくもぐらのえんそ
く 藤本 四郎/作・絵

ひさかたチャイル
ド

2001.8 CE/913/ﾌｼ/ 1201239876

70
くまとりすのおやつ（福音館の幼
児絵本） きしだ えりこ/ぶん 福音館書店 2008.2 CE/913/ﾎﾘ/ 1200645628

71
ぐりとぐらとくるりくら（ぐりとぐら
の絵本） 中川 李枝子/さく 福音館書店 2012.12 CE/913/ﾔﾏ/ 1201687827

72
ぐりとぐらのえんそく（こどものと
も傑作集） なかがわりえこ/著 福音館書店 1983.3 CE/913/ﾔﾏ/ 1201807649

73
はじめてのおでかけ（はなのの
びるおうさま） よこた みのる/作 理論社 2008.2 CE/913/ﾖｺ/ 1201742713

74
クマとうさんのピクニック（評論社
の児童図書館・絵本の部屋） デビ・グリオリ/さく 評論社 1997.11 CE/93/ｸﾘ/ 1200533923

75
旅するベッド ジョン・バーニンガム/

作
ほるぷ出版 2003.1 CE/93/ﾊﾆ/ 1200872024

76
あめの ひの ピクニック（ブック・
ローン出版のえほん）

ガブリエル・バンサン/
さく

ブック・ローン出版 1983.5 CE/95/ｳｱ/ 1200405585

77
おでかけジャッキー（Pict.book）

あだち なみ/絵 ブロンズ新社 2004.7 E/913/ｱｲ/ｱｶ 0210382422

78
おでかけどうぶつえん ずかんえ
ほん 阿部 浩志/ぶん 学研教育出版 2012.10 E/913/ｱﾍ/ 0210572191

79
こじまのもりのかわべのピクニッ
ク

あんびる やすこ/作・
絵

ひさかたチャイル
ド

2007.6 E/913/ｱﾝ/ 0210443162

80
あかちゃんのおさんぽ 1

いとう ひろし/さく 徳間書店 2003.5
E/913/ｲﾄ/1/ｱ
ｶ

0210582324

81
パンのようちえんえんそくにいく

さとう めぐみ/作・絵 教育画劇 2015.3 E/913/ｻﾄ/ 0210752149

82
バムとケロのおかいもの

島田 ゆか/作 絵 文渓堂 1999.2 E/913/ｼﾏ/ 0210269316

83
さんぽだいすき（あかちゃんとよ
むえほん） 岸田 衿子／ぶん ひかりのくに 2016.2 E/913/ﾁﾖ/ｱｶ 0210770090

84
おうさまでかけましょう（フレーベ
ル館復刊絵本セレクション） 寺村 輝夫/作 フレーベル館 2011.12 E/913/ﾃﾗ/ 0210556382

85
チップとチョコのおでかけ

どい かや/作 絵 文渓堂 1996.4 E/913/ﾄｲ/ 0210071354

86
バルボンさんのおさんぽ（ワニの
バルボン） とよた かずひこ/著 アリス館 2000.3 E/913/ﾄﾖ/ 0210079754

87
ショコラちゃんのおでかけドライ
ブ（講談社の幼児えほん） 中川 ひろたか/ぶん 講談社 2015.6 E/913/ﾅｶ/ 0210757019

88
おべんとうばこのなかから はら
ぺこしりとり 中川 ひろたか／文 世界文化社 2017.7 E/913/ﾅｶ/ 0210801549

89
ぶっぶーどらいぶ（主婦の友はじ
めてブックシリーズ） 中川 ひろたか/文 主婦の友社 2014.8 E/913/ﾅｶ/ｱｶ 0210637072
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90
いもむしれっしゃ（わたしのえほ
ん） にしはら みのり/作・絵 PHP研究所 2007.7 E/913/ﾆｼ/ 0210445386

91
くものがっこう えんそく

みらい なな/文 童話屋 2009.10 E/913/ﾐﾗ/ 0210498218

92
ピクニックにいこう! パット・ハッチンス/作・

絵
徳間書店 2003.4 E/93/ﾊﾂ/ 0210354275

93
リタとナントカのピクニック（リタと
ナントカ）

ジャン=フィリップ・ア
ルー=ヴィニョ/ぶん

岩崎書店 2010.10 E/95/ｱﾙ/ 0210527595

94
ぐっすりメーメさんの世界旅行

マウリ・クンナス/作 猫の言葉社 2012.1 E/99/ｸﾝ/ 0210560410

95
トチの木の1年（ランドセルブック
ス） 太田 威/写真・文 福音館書店 2012.1 /479.82/ｵｵ/ 0210557249

○オーテピア高知図書館で所蔵している本をご紹介しています。
○貸出や返却はお近くの市町村立図書館でもできます。お近くの市町村立図書館にお問い合わせください。
○本や雑誌などに関する相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
　（お問い合わせの際は資料№をお伝えいただくとスムーズです。）
〇「請求記号」とは、本の背に貼っているラベルに書いている記号のことで、本はこの「請求記号」にしたがって並べられています。

〒780-0842 高知市追手筋2-1-1 オーテピア2階

TEL：088-823-4946 FAX：088-823-9352
http://otepia.kochi.jp/library


