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【星・月】
展示期間：令和元年9月1日～9月30日

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

1
星と星座と宇宙の旅 3 秋の星と
星座 瀬川 昌男/著 小峰書店 1997.4 /440.8/ｾｶ/3 1200500716

2
やさしい天体かんさつ 3 秋の星
座 藤井 旭/〔著〕 金の星社 1988.12 /440.8/ﾌｼ/3 1201280581

3
教えて!21世紀星空探検隊 9 秋・
冬星座図鑑 藤井 旭/著 偕成社 2002.4 /440.8/ﾌｼ/9 1200755963

4
星の王子さまとめぐる星ぼしの
旅 縣 秀彦/さく 河出書房新社 2014.3 /440/ｱｶ/ 1201596440

5
ポプラ社の天文シリーズ 6 秋冬
の星座 ポプラ社 1982.4 /440/ﾎﾌ/6 1200241923

6
星と星座の伝説 秋

瀬川 昌男/著 小峰書店 1980 /443.8/ｾｶ/ 1200217634

7
星と星座の伝説 秋

瀬川 昌男/著 小峰書店 2008.10 /443.8/ｾｶ/ 1201171459

8
よむプラネタリウム秋の星空案
内 野崎 洋子／文 アリス館 2016.9 /443.8/ﾉｻ/ 0210784270

9
四季の星座図鑑

藤井 旭/写真・文 ポプラ社 2005.11 /443.8/ﾌｼ/ 1201506811

10
かならず見つかる星座の本 夜空を直
接手ではかる! [3] 秋の星座を手でさ
がそう

藤井 旭/著 偕成社 2006.4 /443.8/ﾌｼ/3 0210414626

11
星・星座（学研の図鑑LIVE
POCKET） 学研プラス 2018.5 /443.8/ﾎｼ/ 1202023162

12
まんが★プラネタリウム星座と神
話 3 秋の星座をめぐる 藤井 旭／監修 学研プラス 2018.2 /443.8/ﾏﾝ/3 0210812621

13
星座ガイドブック 秋冬編

藤井 旭/著 誠文堂新光社 1980 /443/ﾌｼ/ 1200012498

14
秋・冬の星座（カラー版自然と科
学） 藤井 旭/著 岩崎書店 1984.2 /443/ﾌｼ/ 1200214375

15
つき ちきゅうのいちばんのともだ
ち

ステイシー・マカナル
ティー／原作

小学館 2019.7 /446.3/ﾏｶ/ 1201929112

16
くいしんぼうのおつきさま（えほ
んのもり） なかた みちよ／[作] 文研出版 2018.5 /446/ﾅｶ/ 0210818867

17
つきのせかい（たのしいかがく） フランクリン・M・ブラン

リー/ぶん
福音館書店 1973 /446/ﾌﾗ/ 1200432969

あきまつり　ブックリスト

秋にまつわる行事や自然、物語の本をあつめました。
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【自然】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

18
きせつのずかん さがそう!みぢか
なしぜん 3 あきのずかん 露木 和男／監修 岩崎書店 2019.3 /407/ｷｾ/3 0210837039

19
天気でわかる四季のくらし 3 秋
の天気とくらし 日本気象協会/著 新日本出版社 2011.2 /451/ﾃﾝ/3 1201361506

20
秋をみつけた（海野和男のみぢ
かなしぜんのふしぎ） 海野 和男/写真・文 新日本出版社 2012.9 /460.7/ｳﾝ/ 1201511944

21
せんせい!これなあに? なまえし
らべずかん 5 おち葉 偕成社 2015.11 /460/ｾﾝ/5 1201628896

22
みぢかないきものみつけようそだてよ
う 生活科 7 スズムシをさがそう ポプラ社 1993.4 /460/ﾐｼ/7 1200508479

23
かび・きのこ（菌の絵本）

白水 貴／監修
農山漁村文化協
会

2018.4 /465.8/ｶﾋ/ 1201793385

24
まいて観察!たね図鑑 3 木・くだ
もののたね おくやま ひさし／著 汐文社 2018.12 /471.1/ｵｸ/3 0210831294

25
根っこのえほん 5 大きな木の
根っこ 根研究学会／協力 大月書店 2017.2 /471.1/ﾈﾂ/5 1201732813

26
ドングリ<コナラ>の絵本（まるご
と発見!校庭の木・野山の木） 大久保 達弘／編

農山漁村文化協
会

2016.12 /479.56/ﾄﾝ/ 0210790920

27
カエデ<モミジ>の絵本（まるごと
発見!校庭の木・野山の木） 田中 浩／編

農山漁村文化協
会

2016.3 /479.8/ｶｴ/ 0210772310

28
わたしのもみじ（シリーズ自然い
のちひと） 岩間 史朗/写真・文 ポプラ社 2001.11 /479.82/ｲﾜ/ 1201361365

29
あかいはっぱきいろいはっぱ（福
音館のかがくのほん） ロイス・エイラト/さく 福音館書店 2002.11 /479/ｴｲ/ 0210195657

30
すずむしきりぎりす（おはなし飼
育えほん） 七尾 純/構成・文 くもん出版 1996.10 /486.4/ﾅﾅ/ 0210008229

31
クワガタムシ・カブトムシ・スズムシな
どの飼い方 とってもたのしい! 狩野 晋/監修 成美堂出版 2001.5 /486.6/ｸﾜ/ 0210167254

32
近所の虫の飼いかた 2 スズムシ・バッ
タ・カマキリほか（虫の飼いかた・観察
のしかた）

海野 和男/文・写真 偕成社 1999.3 /486/ｷﾝ/2 0210131470

33
すずむし（知識の絵本）

清水 勝/絵 岩崎書店 1980 /486/ﾅｶ/ 1200171922

34
スズムシ（そだててみよう）

吉家 世洋/構成・文 あかね書房 1988.6 /486/ﾖｼ/ 1200508446

35
わたしのクマ研究

小池 伸介／著 さ・え・ら書房 2017.8 /489.57/ｺｲ/ 0210802502

36
スズムシくん

木坂 涼/文 福音館書店 2013.6 /646.9/ｷｻ/ 1201603501

37
おちばであそぼう（しぜんにタッ
チ!）

ひさかたチャイル
ド

2017.9 /653.2/ｵﾁ/ 0210803800

38
紅葉・落ち葉・冬芽の大研究 さ
まざまな色と形 星野 義延/監修 PHP研究所 2011.11 /653.2/ｺｳ/ 0210551925

39
落ち葉のふしぎ博物館 ゲッチョ
先生の落ち葉コレクション 盛口 満／文・絵 少年写真新聞社 2017.8 /653.2/ﾓﾘ/ 1201752803

40
ひろって調べる落ち葉のずかん
（調べる学習百科） 安田 守／写真・文 岩崎書店 2018.11 /653.2/ﾔｽ/ 1201914189
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41
山のごちそうどんぐりの木（絵本
<気になる日本の木>シリーズ） ゆのき ようこ/文 理論社 2005.6 /653.7/ﾕﾉ/ 0210024151

42
どんぐりころころ（しぜんにタッ
チ!） 大久保 茂徳/監修

ひさかたチャイル
ド

2007.9 /657.8/ﾄﾝ/ 1201002266

43
どんぐり図鑑（調べてみよう名前
のひみつ） 宮國 晋一／写真・文 汐文社 2016.9 /657.8/ﾐﾔ/ 1201719380

【おいしいもの】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

44
干し柿（あかね・新えほんシリー
ズ） 西村 豊/写真・文 あかね書房 2006.10 /383.8/ﾆｼ/ 0210428023

45
おだんご先生のおいしい!手づくり和菓
子 秋 ほっこり木の実のカステラ 芝崎 本実/著 童心社 2015.3 /596.6/ｼﾊ/ 1201656095

46
かんたん!かわいい!材料3つからのス
イーツレシピ イベントスイーツ 八木 佳奈／著 金の星社 2018.3 /596.6/ﾔｷ/ 1201796545

47
旬ってなに? 季節の食べもの 秋

本多 京子／監修 汐文社 2019.3 /596/ｼﾕ/3 0210838965

48
かわいくつくっちゃおう!かんたんクッキ
ング12か月 5 9月&10月お月見とハロ
ウィン

トモコ=ガルシア／作 岩崎書店 2016.9 /596/ﾄﾓ/5 0210784857

49
季節をたべる秋の保存食・行事
食（いっしょにつくろう!） 浜田 美里/著 アリス館 2014.9 /596/ﾊﾏ/ 0210638990

50
柿の木

宮崎 学/著 偕成社 2006.10 /625.4/ﾐﾔ/ 0210426055

51
かき（かがくのとも特製版）

矢間 芳子/さく 福音館書店 2004.1 /625.4/ﾔｻ/ 1200889556

52
おいしいほしがき おばあちゃん
とつくったよ!（しぜんにタッチ!）

ひさかたチャイル
ド

2013.9 /628.2/ｵｲ/ 1201575782

【工作】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

53
森の工作図鑑 vol.1 どんぐり・ま
つぼっくり 岩藤 しおい/著 いかだ社 2009.12 /750/ｲﾜ/ 0210501421

54
どんぐりクリスマス

おおたき れいこ／著 かもがわ出版 2018.10 /750/ｵｵ/ 0210827351

55
どこでもどんぐり

おおたき れいこ／著 かもがわ出版 2015.9 /750/ｵｵ/ 1201626627

56
楽しい!どんぐりまつぼっくり落ち
葉の工作BOOK おさだ のび子/著 ナツメ社 2011.9 /750/ｵｻ/ 1201384821

57
どんどん!どんぐり工作 1 こま・や
じろべえ・マラカスほか まるばやし さわこ／作 汐文社 2018.11 /750/ﾏﾙ/1 0210830123

58
どんどん!どんぐり工作 2 めいろ・
トントンずもうほか まるばやし さわこ／作 汐文社 2018.12 /750/ﾏﾙ/2 0210832070

59
きせつの手づくり図鑑 秋 ハロウィン
のかざり・豆本・落ち葉の紙すきはが
き

峯村 良子/作・絵 偕成社 2011.3 /750/ﾐﾈ/3 1201362249

60
どんぐり・木の実・おち葉 秋の
ほっこり工作（ぷち工作クラブ） 岩藤 しおい/著 いかだ社 2011.9 /754.3/ｲﾜ/ 0200665740

61
どんぐりハンドブック 観察・工
作・遊び 岩藤 しおい/著 いかだ社 2008.9 /754.3/ｲﾜ/ 0210471441
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62
まるごとどんぐりスペシャル

おおたき れいこ/著 かもがわ出版 2010.10 /754.3/ｵｵ/ 0210526742

63
楽しい!どんぐりまつぼっくり落ち
葉の工作BOOK おさだ のび子/著 ナツメ社 2011.9 /754.3/ｵｻ/ 0210549378

64
木の実の恐竜と小動物 木の実の種
類から作り方までくわしく解説!（自然
素材で作る）

自然素材工作編集部/
編

誠文堂新光社 2007.10 /754.3/ｷﾉ/ 0210450355

65
季節と行事のおりがみくらぶ お
月見・ハロウィン・クリスマス 新宮 文明／著 ほるぷ出版 2018.3 /754.9/ｼﾝ/ 0210816066

【詩・俳句・物語】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

66
とらとほしがき 韓国のむかしば
なし

パク ジェヒョン/再話・
絵

光村教育図書 2006.11 /388.2/ﾊｸ/ 0210586346

67
学習俳句・短歌歳時記 3 秋の名
句と季語 藤森 徳秋/編 国土社 1991.3 /911.3/ｶｸｼ/3 1201325279

68
学習俳句・短歌歳時記 8 秋の名
歌百選 藤森 徳秋/編 国土社 1991.3 /911.3/ｶｸｼ/8 1201325329

69
ポケットのはらうた

くどう なおこ／詩 童話屋 2017.5 /911.5/ｸﾄｳ/ 1201752365

70
ローズマリーとヴィーナスの魔法
（ポプラ物語館）

あんびる やすこ/作・
絵

ポプラ社 2013.11 /913.6/ｱﾝﾋ/ 0210622792

71
つっきーとカーコのけんか（おは
なしみーつけた!シリーズ） おくはら ゆめ／作 佼成出版社 2018.11 /913.6/ｵｸﾊ/ 0210828803

72
ソラタとヒナタ みえない星空（わ
くわくライブラリー） かんの ゆうこ／さく 講談社 2019.5 /913.6/ｶﾝﾉ/ 1201929096

73
ゆうたとおつきみ

楠 章子/著 くもん出版 2010.9 /913.6/ｸｽﾉ/G 0210525070

74
ヨッちゃんのよわむし（本はとも
だち） 那須 正幹／作 ポプラ社 2018.7 /913.6/ﾅｽﾏ/ 1201799838

75
まじょのおいもパーティー

なとり ちづ/さく 童心社 2004.7 /913.6/ﾅﾄﾘ/ 1200774675

76
迷子のお月見遠足（スケッチ童
話集） 福永 令三/作 新風舎 2005.10 /913.6/ﾌｸﾅ/ 1200781472

77
お月見のよるには（おはなしボン
ボン） 宮川 ひろ/作 ポプラ社 2004.9 /913.6/ﾐﾔｶ/G 0210385634

78
木を植えた男（あすなろセレク
ション） ジャン・ジオノ／著 あすなろ書房 2015.10 /953/ｼｵﾉ/ 1201630520

79
星座と神話 秋の星空（天文ブッ
クス） 山主 敏子/作 ポプラ社 1981.8 /991/ｾｲｻ/ 1200202388

【絵本】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

80
かきやまぶし（狂言えほん）

内田 麟太郎/文 ポプラ社 2008.1 CE/912/ｵｵ/ 1201373261

81
ちいさなたいこ（こどものともコレ
クション） 松岡 享子/さく 福音館書店 2011.2 CE/913/ｱｷ/ 1201362181

82
ジョンくんのてがみ（絵本・こども
のひろば） 新川 智子／作 童心社 2016.6 CE/913/ｲﾁ/ 1201713342
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83
いもほりよいしょ!（12か月のしか
けえほん） きむら ゆういち/作 教育画劇 1997.10 CE/913/ｲﾓ/ 1200532198

84
14ひきのおつきみ

いわむら かずお/さく 童心社 1988.6 CE/913/ｲﾜ/ 1200576716

85
はねーるのくりひろい（うさぎの
はねーるくんシリーズ） 村山 桂子/作 フレーベル館 1981.7 CE/913/ｶｷ/ 1200326096

86
さわさわもみじ（はじめてであう
えほんシリーズ） ひがし なおこ/さく くもん出版 2013.9 CE/913/ｷｳ/ 1201579677

87
もみじのてがみ

きくち ちき／作・絵 小峰書店 2018.10 CE/913/ｷｸ/ 1201882451

88
いもほりコロッケ（講談社の創作
絵本） おだ しんいちろう/文 講談社 2013.5 CE/913/ｺﾊ/ 1201561568

89
くりくりくりひろい

沢口 たまみ/ぶん 福音館書店 2017.10 CE/913/ｻｲ/ 1201821244

90
おつきさまのとおるみち お月見
のおはなし（行事のえほん） 香山 美子/作 教育画劇 1993.8 CE/913/ｽｴ/ 1200332102

91
きんいろあらし（こどものとも絵
本） カズコ・G.ストーン/さく 福音館書店 2013.9 CE/913/ｽﾄ/ 1201498704

92
くさむらむらのおつきみまつり（こ
どものとも社版） カズコ・G・ストーン/さく 福音館書店 2008.9 CE/913/ｽﾄ/ 1201620364

93
どんぐりひろい1等賞

関屋 敏隆/作・絵 講談社 1986.10 CE/913/ｾｷ/ 1200333035

94
あたまにかきの木（日本の民話
えほん） 小沢 正/文 教育画劇 1998.7 CE/913/ﾀｼ/ 1200541314

95
おんがくかいのよる（5ひきのす
てきなねずみ） たしろ ちさと/さく ほるぷ出版 2007.9 CE/913/ﾀｼ/ 1201103916

96
どんぐりと山猫（ミキハウスの絵
本） 宮沢 賢治/作 三起商行 2006.10 CE/913/ﾀｼ/ 1201336623

97
おつきさまなにみてる（あかちゃ
ん・かどまるえほん） なかじま かおり/さく 岩崎書店 2011.12 CE/913/ﾅｶ/ 1201374244

98
どんぐりむらのだいくさん

なかや みわ／さく 学研プラス 2016.9 CE/913/ﾅｶ/ 1201718465

99
ぐぎがさん、ふへほさん、おつきみで
すよ（こどものとも年中向き） 岸田 衿子/さく 福音館書店 2010.9 CE/913/ﾆｼ/ 1201814876

100
もりのおふろ（福音館の幼児絵
本） 西村 敏雄/さく 福音館書店 2008.3 CE/913/ﾆｼ/ 1201952825

101
おつきさまこんばんは（福音館
あかちゃんの絵本） 林 明子/さく 福音館書店 1986.6 CE/913/ﾊﾔ/ 1201795190

102
かすみのどんぐり（こどものとも）

征矢 清／文 福音館書店 2019.4 CE/913/ﾏﾙ/ 1201952718

103
やきいもの日 Welcome to my
Town 村上 康成/作・絵 徳間書店 2006.9 CE/913/ﾑﾗ/ 1200648788

104
あたまにかきのき 日本民話
（チューリップえほんシリーズ） 唯野 元弘/文 鈴木出版 2012.9 CE/913/ﾑﾗ/ 1201529508

105
かえるちゃんのおつきみ（わたし
のえほん）

わたなべ ゆういち/さ
く・え

PHP研究所 1989.8 CE/913/ﾜﾀ/ 1200444055

106
くりひろい

【イェン】 大椿/ぶん 福音館書店 1983 CE/92/ﾖﾓ/ 1200310868

107
ぼく、お月さまとはなしたよ（児童
図書館・絵本の部屋）

フランク・アッシュ/えと
ぶん

評論社 1985.1 CE/93/ｱﾂ/ 1201912688



オーテピア高知図書館 こどもコーナー　 2019.10

108
いっぽんの木のそばで G.ブライアン・カラス／

作
BL出版 2015.9 CE/93/ｶﾗ/ 1201623228

109
たったひとつのドングリが すべてのい
のちをつなぐ（評論社の児童図書館・
絵本の部屋）

ローラ・M.シェーファー
／ぶん

評論社 2018.3 CE/93/ﾌﾚ/ 1201798764

110
お月みまでの7にちかん（科学え
ほんシリーズ） あらい しのぶ／さく 三恵社 2019.4 E/913/ｱﾗ/ 0210841338

111
ダヤンのアベコベアの月

池田 あきこ/著 白泉社 2010.6 E/913/ｲｹ/YA 0210514434

112
森の音を聞いてごらん ダヤンの
絵本 池田 あきこ/著 白泉社 2011.9 E/913/ｲｹ/YＡ 0210550317

113
いもほりきょうだいホーリーとホーレ
（わくわくたべものおはなしえほん） 石井 聖岳/さく・え

農山漁村文化協
会

2007.3 E/913/ｲｼ/ 0210439017

114
おいも!（にじいろえほん）

石津 ちひろ／文 小峰書店 2018.9 E/913/ｲｼ/ 0210825979

115
おちばがおどる（いとうひろしの
本） いとう ひろし/作 ポプラ社 2003.11 E/913/ｲﾄ/ 0210365048

116
めぐる森の物語

いまい あやの／作 BL出版 2018.10 E/913/ｲﾏ/ 0210826142

117
ありがとう（国際版絵本）

いもと ようこ／絵と文 至光社 2018 E/913/ｲﾓ/ 0210820373

118
おいもころころ（日本むかしばな
し） いもと ようこ／文・絵 金の星社 2018.8 E/913/ｲﾓ/ 0210824140

119
14ひきのあきまつり

いわむら かずお/さく 童心社 1992.10 E/913/ｲﾜ/ 0200346482

120
14ひきのあきまつり

いわむら かずお/さく 童心社 1992.10 E/913/ｲﾜ/ 0210663979

121
あきぞらさんぽ（講談社の創作
絵本） えがしら みちこ／作 講談社 2018.8 E/913/ｴｶ/ 0210823950

122
くずのはやまのきつね（こどもの
ともコレクション） 大友 康夫/さく 福音館書店 2009.2 E/913/ｵｵ/ 0210482133

123
よくばりぎつねのじろろっぷ（日
本傑作絵本シリーズ） おの りえん/さく 福音館書店 1997.5 E/913/ｵﾉ/ 0210045442

124
すずむし（くるしま童話名作選）

久留島 武彦/作
幻冬舎ルネッサン
ス

2014.3 E/913/ｸﾙ/ 0210630680

125
はるとあき

斉藤 倫／作 小学館 2019.5 E/913/ｻｲ/ 0210843071

126
ばばばあちゃんのやきいもたい
かい（かがくのとも傑作集） さとう わきこ/作 福音館書店 2000.10 E/913/ｻﾄ/ 0210157011

127
すずむしケンゴのうた（えほんの
もり） 柴田 晋吾/作 文研出版 1996.6 E/913/ｼﾊ/ 0210003065

128
あきですよ（四季のえほん）

柴田 晋吾/さく 金の星社 2009.8 E/913/ｼﾊ/ 0210495405

129
くりの木のこと

島本 一男/作 アリス館 2004.10 E/913/ｼﾏ/ 0210390093

130
もりのかくれんぼう

末吉 暁子/作 偕成社 1979 E/913/ｽｴ/ 0210269715

131
いつもんさんのおつきみ

すとう あさえ/ぶん ひくまの出版 1995.10 E/913/ｽﾄ/ 0200377809

132
どうぶつ村のごちそうごよみ あ
き おつきみ・あきまつり たちばな さきこ/さく あかね書房 1996.9 E/913/ﾀﾁ/ 0210006722
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133
こんやは おつきみ（えほん・こど
もの四季） 谷 真介/作 金の星社 1980.10 E/913/ﾀﾆ/ 0200048406

134
お月さまにげた

谷川 晃一/作・絵 毎日新聞社 2005.8 E/913/ﾀﾆ/ 0210027932

135
おつきみうさぎ（ピーマン村の絵
本たち） 中川 ひろたか/文 童心社 2001.6 E/913/ﾅｶ/ 0210097922

136
おいもほり

中村 美佐子/作 ひかりのくに 2011.10 E/913/ﾅｶ/ 0210550341

137
ちゃっくりかき

中澤 智枝子／再話 大隅書店 2017.1 E/913/ﾅｶ/ 0210791667

138
おちばのプール

西沢 杏子／文 子どもの未来社 2017.9 E/913/ﾆｼ/ 0210803517

139
たあんきぽおんきたんころりん たんた
んたのしいうたづくし（こどものとも絵
本）

長谷川 摂子／文 福音館書店 2016.4 E/913/ﾊｾ/ 0210408081

140
よみがえったすずむしのうた（岩
崎創作絵本） 畑島 喜久生/作 岩崎書店 1989.7 E/913/ﾊﾀ/ 0200320530

141
いもほり（ほるぷ創作絵本）

はまの ゆか/作 ほるぷ出版 2008.9 E/913/ﾊﾏ/ 0210472898

142
つきみだんご しゅうくんかぞくの
しあわせレシピ はまの ゆか／作 光村教育図書 2018.8 E/913/ﾊﾏ/ 0210824506

143
おちばのしたのそうじやさん おちば
は、どこへいったの?（エコ育絵本ち
きゅうにやさしくなれるかな?）

早野 美智代/ぶん チャイルド本社 2009.11 E/913/ﾊﾔ/ 0210497807

144
もりのおやくそく（えほんとなかよ
し） 原 京子/作・絵 ポプラ社 1995.10 E/913/ﾊﾗ/ 0200378945

145
もりいちばんのおともだち（日本
傑作絵本シリーズ） ふくざわ ゆみこ/さく 福音館書店 2002.10 E/913/ﾌｸ/ 0210193832

146
ぎょうれつのできるすうぷやさん

ふくざわ ゆみこ/さく 教育画劇 2009.4 E/913/ﾌｸ/ 0210485140

147
ぎょうれつのできるケーキやさん

ふくざわ ゆみこ/さく 教育画劇 2013.3 E/913/ﾌｸ/ 0210579692

148
ぎょうれつのできるレストラン

ふくざわ ゆみこ／さく 教育画劇 2016.3 E/913/ﾌｸ/ 0210773014

149
ぎょうれつのできるチョコレート
やさん ふくざわ ゆみこ／さく 教育画劇 2018.3 E/913/ﾌｸ/ 0210814306

150
ぼくのえんそく（カラフルえほん）

穂高 順也/作 岩崎書店 2005.10 E/913/ﾎﾀ/ 0210401800

151
さるかに（ものがたり絵本）

松谷 みよ子/文 岩崎書店 1977 E/913/ﾏﾂ/ 0200393731

152
おつきみこびとのおはなし（行事
こびとのえほん） まつい のりこ/さく 童心社 1986.4 E/913/ﾏﾂ/ｱｶ 0200566466

153
ころわんがよういどん!

間所 ひさこ/作
ひさかたチャイル
ド

2008.8 E/913/ﾏﾄ/ 0210470216

154
あきいろのころわん

間所 ひさこ／作
ひさかたチャイル
ド

2016.9 E/913/ﾏﾄ/ 0210783362

155
もみじちゃんとチュウ（ひかりのく
に傑作絵本集） 村上 康成/作・絵 ひかりのくに 2000.10 E/913/ﾑﾗ/ 0210155582

156
すてきなおへやをしょうかいしま
す もいち くみこ/さく 佼成出版社 2008.3 E/913/ﾓｲ/ 0210461489

157
おべんともって

森山 京/文 偕成社 2004.9 E/913/ﾓﾘ/ 0210387130
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158
くまさんとおちば（こんにちは!え
ほん） 森山 京/さく ポプラ社 2005.10 E/913/ﾓﾘ/ｱｶ 0210401591

159
かぜのふえ（みつばちえほんシ
リーズ） やなせ たかし/著 佼成出版社 2009.8 E/913/ﾔﾅ/ 0210494735

160
ねずみの いもほり（ひさかたメル
ヘン） 山下 明生/作

ひさかたチャイル
ド

1984.8 E/913/ﾔﾏ/ 0200397079

161
こどものとも復刻版 20 くりひろ
い 福音館書店 1989 E/913/ﾔﾝ/ 0200502433

162
テディおちばひらひら（マイケル・
グレイニエツのちいさなえほん）

マイケル・グレイニエツ
/さく

ポプラ社 2002.10 E/93/ｸﾚ/ｱｶ 0210193590

163
まんまるおつきみお月さま（評論社の
児童図書館・絵本の部屋） アン・ハンター/さく 評論社 1998.11 E/93/ﾊﾝ/ 0210126868

164
ぼくはちっともねむくない

クリス・ホートン／作 BL出版 2016.9 E/93/ﾎﾄ/ 0210784083

165
トゥートとパドル ダフネちゃんと
オパールちゃん ホリー・ホビー/作 BL出版 2005.9 E/93/ﾎﾋ/ 0210029870

166
きのなかをのぞいてみよう（めく
りしかけえほん）

アナ・ミルボーン／ぶ
ん

大日本絵画 2019 E/93/ﾐﾙ/ 0210833688

167
ファーディとおちば ジュリア・ローリンソン/

さく
理論社 2006.10 E/93/ﾛﾘ/ 0210427540

【その他】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

168
中国の四季の絵本 5 お月見・秋
の行事 王 早早/文

神奈川共同出版
販売

2013.5 /386/ﾁﾕ/5 0210613254

169
絵本ごよみ二十四節気と七十二候 美
しい日本の季節と衣・食・住 秋 すず
かぜがふけば

坂東 眞理子/監修 教育画劇 2014.4 /449.3/ｴﾎ/3 0210632194

170
はじめてふれる日本の二十四節
気・七十二候 3 秋 菊花開く 根本 浩/著 汐文社 2013.11 /449.3/ﾈﾓ/3 0210622954

171
写真でわかる季節のことば辞典 四季
を味わい感性を育む 第3巻 月さえる
秋のことば

学研辞典編集部/編 学研教育出版 2012.2 /813/ｼﾔ/ 0210559322
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