
オーテピア高知図書館 こどもコーナー　 2020.1

【お正月といえば…】
                 展示期間：令和元年12月26日～令和2年1月17日

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

1
あまりに細かすぎる箱根駅伝ガ
イド! 2019（ぴあMOOK） ぴあ 2018.12 4S/782.3/ｱﾏ/ 0111943671

2
人を育てる箱根駅伝の名言

生島 淳/著
ベースボール・マ
ガジン社

2012.12 4S/782.3/ｲｸ/ 1106956236

3
箱根駅伝コトバ学

生島 淳/著
ベースボール・マ
ガジン社

2013.11 4S/782.3/ｲｸ/ 1107462242

4
箱根駅伝ノート 神奈川大 東海大 駒
澤大 早稲田大 中央大 中央学院大 酒井 政人／著 ベストセラーズ 2017.12 4S/782.3/ｻｶ/ 1108927110

5
箱根駅伝 名場面100選
（B.B.MOOK）

ベースボール・マ
ガジン社

2014.11 4S/782.3/ﾊｺ/ 1107836452

6
マラソン完走マニュアル 42.195kmを笑
顔で走りきるための完全攻略本
[2016]（B.B.MOOK）

ランニングマガジン・ク
リール／責任編集

ベースボール・マ
ガジン社

2016.10 4S/782.3/ﾏﾗ/ 1108424076

7
こどもと行くスキーガイド 2018 ファミ
リースキーをもっと楽しく快適に!お得&
役立つ情報満載（SJセレクトムック）

スキージャーナル 2018.1 4S/784.3/ｺﾄ/ 0111776988

8
箱根駅伝 世界へ駆ける夢（中公
新書ラクレ） 読売新聞運動部／著 中央公論新社 2016.11 S/782.3/ﾊｺ/ 1108447580

9
逆転のメソッド 箱根駅伝もビジ
ネスも一緒です（祥伝社新書） 原 晋/〔著〕 祥伝社 2015.5 S/782.3/ﾊﾗ/ 1107928796

【今年はねずみ年】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

10
ネズミのよめいり（十二支むかし
むかしシリーズ） 谷 真介/文 佼成出版社 2006.9 CE/913/ｱｶ/ 1201072608

11
14ひきのもちつき

いわむら かずお/さく 童心社 2007.11 CE/913/ｲﾜ/ 1200646832

12
102ひきのねずみ

はせがわ かこ/作・絵 金の星社 2012.8 CE/913/ﾊｾ/ 1201513247

13
としょかんねずみ 〔1〕

ダニエル・カーク/さく 瑞雲舎 2012.1 CE/93/ｶｸ/1 1201476270

14
歯いしゃのチュー先生（児童図
書館・絵本の部屋）

ウィリアム・スタイグ/ぶ
んとえ

評論社 1991.5 CE/93/ｽﾀ/ 1200476255

15
とかいのネズミといなかのネズミ（評論
社の児童図書館・絵本の部屋） ケイト・サマーズ/ぶん 評論社 1998.12 E/93/ｻﾏ/ 0210065486

お正月2019-2020　ブックリスト

お正月に欠かせないおせち料理の本や、楽しい昔遊びの本、お片付けの本などを集めました。
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【料理と食事】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

16
おくむらあやおふるさとの伝承料
理 11 わくわくお正月とおもち 奥村 彪生/文

農山漁村文化協
会

2006.8 /383.8/ｵｸ/11 1200635967

17
おもちの大研究 日本人とおもちのお
いしい関係（PHPノンフィクション） 笠原 秀/著 PHP研究所 2004.7 /383.8/ｶｻ/ 0210380101

18
おすしのさかな（しぜんにタッチ!） ひさかたチャイル

ド
2010.5 /596.2/ｵｽ/ 0210512598

19
英語でつくる和食

藤田 裕子/編著 ナツメ社 2012.11 /596.21/ｴｲ/ 0111137780

20
人気の和食づくり入門 たのしく
覚えて、上手になれる! 大田 忠道/著 旭屋出版 2015.4 /596.21/ｵｵ/ 1107898197

21
本当においしく作れる和食（きち
んと定番COOKING） 奥田 透/著 世界文化社 2012.10 /596.21/ｵｸ/ 0111189420

22
おふくろ、もう一杯

扶桑社 2010.9 /596.21/ｵﾌ/ 1106648247

23
作って楽しい!食べておいしい!!巻きず
し かわいいデコ巻きずし＆おいしい恵
方巻き（ブティック・ムック）

飾 巻子/著 ブティック社 2013.1 /596.21/ｶｻ/ 0111246121

24
飾って楽しい!かわいいデコずし
（ブティック・ムック） 飾 巻子/著 ブティック社 2014.3 /596.21/ｶｻ/ 1107648162

25
おいしい和食がつくれたら。 いただき
ます!“わたしの国のごはん" 川津 幸子/著 小学館 2010.5 /596.21/ｶﾜ/ 1106489659

26
江戸おかず 12カ月のレシピ（講
談社のお料理BOOK） 車 浮代/著 講談社 2014.7 /596.21/ｸﾙ/ 0111385229

27
和食いちねんせい

検見崎 聡美/著 日本文芸社 2014.9 /596.21/ｹﾝ/ 0111405076

28
誰も教えてくれなかった和食育
二十四節気 野崎 洋光/〔著〕 光文社 2008.12 /596.21/ﾉｻ/ 0110942140

29
だしのいらない日本料理

野崎 洋光/著 柴田書店 2004.1 /596.21/ﾉｻ/ 1106351867

30
つなげていきたい野崎洋光の二
十四節気の食 野崎 洋光/著 家の光協会 2011.11 /596.21/ﾉｻ/ 1106413576

31
和食の設計図

野崎 洋光/著 講談社 2005.11 /596.21/ﾉｻ/ 1106603465

32
おうちで作れるかわいいおすし ちょっ
と特別な日のちいさなおもてなし 松尾 みゆき/著 河出書房新社 2012.2 /596.21/ﾏﾂ/ 0111144442

33
「包む」「巻く」「結ぶ」で美しく和
のおもてなし料理 柳原 尚之/著 池田書店 2013.10 /596.21/ﾔﾅ/ 0111298741

34
親子で楽しむかわいいデコ巻き
ずし 若生 久美子／著 マガジンランド 2016.12 /596.21/ﾜｶ/ 0111659981

35
もちの絵本（つくってあそぼう）

えがわ かずのり/へん
農山漁村文化協
会

2004.5 /596.3/ﾓﾁ/ 0210378387

36
日曜日に楽しむ「そば打ち」 あっ簡
単、すごくおいしい。（エクスナレッジ
ムック）

井上 明/〔著〕 エクスナレッジ 2002.4 /596.38/ｲﾉ/ 0110368002

37
最新そば つけそば・冷かけ・野
菜そばetc.（旭屋出版MOOK） 旭屋出版 2012.3 /596.38/ｻｲ/ 1106674524

38
手打ちそばの作り方 旨い!簡単!誰に
でもすぐできる!（Do楽Books） 井上 明/監修 日東書院本社 2007.7 /596.38/ﾃｳ/ 1106603325
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39
基本とコツがきちんとわかるおせち料
理とほめられレシピ 全143レシピ 牛尾 理恵/著 成美堂出版 2010.12 /596.4/ｳｼ/ 0111056187

40
美しいおせちとおもてなし正月料理 本
格レシピからスピードレシピまで（主婦
の友α ブックス）

主婦の友社/編 主婦の友社 2010.12 /596.4/ｳﾂ/ 1106648296

41
おせちと正月料理 年末年始の気軽な
おもてなし（Gakken hit mook） 学研 2003.12 /596.4/ｵｾ/ 0110706498

42
御節大観

六雁/監修 旭屋出版 2013.11 /596.4/ｵｾ/ 0111311632

43
おせちと正月のもてなし 年末年始の
人気メニューがいっぱい（婦人生活
ファミリークッキングシリーズ）

婦人生活社 2000.12 /596.4/ｵｾ/ 1102469978

44
おせちと正月料理 年末年始の気軽な
おもてなし 2001年（婦人生活ファミ
リークッキングシリーズ）

婦人生活社 2000.12 /596.4/ｵｾ/ 1102469986

45
おせち料理 はじめてなのに、おいしく
できました。（別冊主婦と生活） 主婦と生活社 2000.12 /596.4/ｵｾ/ 1103552327

46
おせち料理と新年のおもてなし
本格レシピをおいしく、上手に! 主婦と生活社/編 主婦と生活社 2011.11 /596.4/ｵｾ/ 1106708579

47
家族が喜ぶおせち料理 初めてでもお
いしく、上手に作れます（別冊すてきな
奥さん）

主婦と生活社 2006.1 /596.4/ｶｿ/ 1106475112

48
12月31日につめるだけのフリー
ジングおせち（エイムック） 金丸 絵里加/[著] 枻出版社 2014.11 /596.4/ｶﾅ/ 0111425883

49
小林カツ代のやさしいおせち

小林 カツ代/著 講談社 1995.11 /596.4/ｺﾊ/ 0100895549

50
坂本廣子のつくろう!食べよう!行
事食 1 正月から桃の節句 坂本 廣子/著 少年写真新聞社 2013.10 /596.4/ｻｶ/1 0210621273

51
小さなお重のおせちと、お正月のつま
み。（「トリート・テーブル」の料理教室） 田中 優子/著

アスキー・メディア
ワークス

2008.11 /596.4/ﾀﾅ/ 0110937970

52
おせち基本帳 伝統の味から簡
単おもてなし料理まで 爲後 喜光/著 家の光協会 2007.12 /596.4/ﾀﾒ/ 0110574265

53
特別な日のためのデコレーショ
ンケーキとプティフール 熊谷 裕子/著 河出書房新社 2013.11 /596.65/ｸﾏ/ 0111311535

54
栗原さんちのおやつの本 食べ
たいときにすぐできる 栗原 はるみ/著 文化出版局 1991.4 /596.65/ｸﾘ/ 1101623658

55
ケーキデコレーションテクニック オー
ダーメイドのアニバーサリーケーキ 柴田書店/編 柴田書店 2011.9 /596.65/ｹｷ/ 1106628090

56
カジュアルなおもてなしのテーブルコーディ
ネートBOOK ナチュラルでかわいいテーブル
をつくるアイディアとレシピ（SENSE UP LIFE）

学研パブリッシン
グ

2013.7 /596.8/ｶｼ/ 1107303354

57
クニエダヤスエ和の食卓

クニエダ ヤスエ/著
日本放送出版協
会

1996.9 /596.8/ｸﾆ/ 1101392759

58
豆皿おつまみ ちびちび美味し
く。いつものお酒が楽しくなる! 池水 陽子/著 池田書店 2013.7 /596/ｲｹ/ 0111282918

59
たかこ@caramel milk teaさんの“さりげ
なくて喜ばれる"フィンガーフードと小さ
なお菓子

稲田 多佳子/著 SBクリエイティブ 2013.12 /596/ｲﾅ/ 0111323231

60
おいしいものは家でつくれる ジャム・ベー
コン・干物・豆腐・ラー油etc…86の自家製
レシピ（地球丸くらしブックス）

菅野 美香/著 地球丸 2005.7 /596/ｶﾝ/ 0110832167

61
缶つまザ・ワールド 缶詰で作る
世界のおつまみ 缶つま研究会/編 世界文化社 2014.6 /596/ｶﾝ/ 0111379059

62
岸朝子のおいしいお取寄せ

岸 朝子/著 文化出版局 2003.8 /596/ｷｼ/ 0110676335

63
旬ってなに? 季節の食べもの 冬

本多 京子／監修 汐文社 2019.3 /596/ｼﾕ/4 0210838973
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64
ちょっと贅沢なおもてなしレシピ
また来たいと思われる 冷水 希三子/著 家の光協会 2013.12 /596/ﾋﾔ/ 1107739946

65
ワイン食堂 和食もおいしい献立
＆おつまみ104 平野 由希子/著 池田書店 2011.11 /596/ﾋﾗ/ 1106708546

66
保存版!子どもがよろこぶ100レシピ
きょうの料理キッズ（別冊NHKきょうの
料理）

NHK出版 2011.12 /596/ﾎｿ/ 1106711433

67
子どもといっしょにつくる和のお
かず 堀 知佐子/著 神宮館 2009.6 /596/ﾎﾘ/ 1106495391

【年末年始にしたいこと】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

68
お正月、バレンタインデー（アミ
ちゃんの手芸ランド） 永井 泰子/さく 大日本図書 1994.12 /594/ﾅｶ/ 1200722161

69
ちりめんで作る干支と季節の飾
りもの（レディブティックシリーズ） 矢島 佳津美／[著] ブティック社 2017.12 /594/ﾔｼ/ 0111770939

70
魔法の言葉ダイエット 唱えるだけのオ
ノマトペで簡単キレイになる 藤野 良孝／著 河出書房新社 2017.2 /595.6/ﾌｼ/ 1108550367

71
やせない言い訳やめてみた 宅ト
レだけでここまで変われる! ルアナ／著

主婦の友インフォ
ス

2019.1 /595.6/ﾙｱ/ 0111956234

72
花1本からはじめる基本のフラ
ワーアレンジ 森 美保／監修・制作 成美堂出版 2016.3 /793/ﾊﾅ/ 1108254184

73
外国人が日本人によく聞く100の質問
英語で日本について話すための本 秋山 宣夫/著 三修社 2009.7 /837.8/ｱｷ/ 1105663247

74
新歳時記 新年

平井 照敏/編 河出書房新社 2015.2 /911.3/ｼﾝ/5 1107889931

75
椅子に腰かけたままでできるシニアの
ための脳トレ体操&ストレッチ体操 斎藤 道雄/著 黎明書房 2015.7

4W/369.26/ｻｲ
/

1108045897

76
きれいに作れるCOS衣装 衣装作りの基
本 衣装製作のポイント 写真プロセス4点
つき（Heart Warming Life Series）

日本ヴォーグ社 2013.7 T/593.3/ｷﾚ/ 1107244764

77
スッキリ朝とゆったり夜 いつも
ハッピー! 金子 由紀子/監修 PHP研究所 2006.8 /590/ｽﾂ/ 0110896807

【年賀状を書こう】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

78
遊字・絵手紙年賀状 小筆のお
正月 三輪 久美子/著 木耳社 2010.9 /724/ﾐﾜ/ 0111047579

79
今すぐ役立つ冠婚葬祭・筆ペン
実例集 阪本 青悠/著 木耳社 2004.6 /728/ｻｶ/ 0110755391

80
おしゃれな文字アート もっと「手
書き」を楽しもう! さとだて ゆめこ/著 日貿出版社 2008.4 /728/ｻﾄ/ 0110596269

81
文字アートの年賀状 おしゃれで
楽しい! さとだて ゆめこ/著 日貿出版社 2008.10 /728/ｻﾄ/ 0110926056

82
カラー筆ペンで文字あそび かん
たん、カラフル、かわいい! さとだて ゆめこ/著 日貿出版社 2015.1 /728/ｻﾄ/ 1107866822

83
筆で書く年賀状・季節のはがき 十二
支の年賀状 折々のあいさつ 手紙の
慣用句

大谷 美智代/監修 成美堂出版 2006.11 /728/ﾌﾃ/ 0110508149

84
心をひらく遊び文字 のびのびと!
堂々と!勢いよく! 森 千景/著 日貿出版社 2013.7 /728/ﾓﾘ/ 1107687798
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85
親子で楽しむ消しゴムはんこ かわい
い図案がいっぱい!ペタペタ押して、毎
日の暮らしを楽しもう!

藍田 留美子/著 PHP研究所 2007.10 /736/ｱｲ/ 0210448822

86
ayacoのはんこノート

ayaco/著 ワニブックス 2009.11 /736/ｱﾔ/ 0210498412

87
うつして切るだけ!季節と行事の
きりがみ 4 ふゆ いしかわ まりこ／作 汐文社 2019.10 /754.9/ｲｼ/4 1201935465

88
和のカードアイデアブック

河出書房新社/編 河出書房新社 2008.6 /754.9/ﾜﾉ/ 0110912039

89
年賀状の戦後史（角川oneテー
マ21） 内藤 陽介/〔著〕 角川書店 2011.11 S/693.8/ﾅｲ/ 1106707357

【整理整頓とお掃除】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

90
榊原るみのお片づけしましょ!

榊原 るみ/著 講談社 2004.3 /590/ｻｶ/ 0110735277

91
住まいの便利図鑑 収納・掃除・
補修（生活実用シリーズ） NHK出版/編 NHK出版 2011.5 /590/ｽﾏ/ 0111077966

92
おてつだいの絵本

辰巳 渚/作 金の星社 2014.9 /590/ﾀﾂ/ 1201673231

93
人生を変えるクローゼット整理
本当に似合うが見つかる! 霜鳥 まき子／著 マイナビ出版 2017.2 /593.5/ｼﾓ/ 1108499136

94
いろんなことがラクになる!断捨
離セラピー あいかわ ももこ/著 青春出版社 2010.11 /597.5/ｱｲ/ 0110398700

95
頭のいい整理・整頓術、教えます 阿
部流片づけ上手になれる7つの手順 阿部 絢子/著 リヨン社 2003.3 /597.5/ｱﾍ/ 0110648056

96
お片付けは「家ロジ」で。 誰でもできる
驚異の整理整頓システム! 大久保 恭子/著 講談社 2011.4 /597.5/ｵｵ/ 1106455528

97
片づけ収納一発解決アイディア500
すっきりきれいに（主婦の友生活シ
リーズ）

主婦の友社 2001.12 /597.5/ｶﾀ/ 0110337263

98
必ず片付く収納のルール302 整理・整
頓が苦手なあなたの部屋をきれいに
（Seibido mook）

成美堂出版編集部/編
集

成美堂出版 2005.5 /597.5/ｶﾅ/ 0110812166

99
断捨離のすすめ モノを捨てれば
うまくいく（DO BOOKS） 川畑 のぶこ/著 同文舘出版 2009.12 /597.5/ｶﾜ/ 0110299256

100
キッチン収納アイディア500 我が家の
すっきりキッチンテクニック大公開!（立
風ベストムック）

立風書房 2003.1 /597.5/ｷﾂ/ 0110632907

101
子どものモノスッキリ収納＆パパッと
片づけ（主婦の友生活シリーズ） 主婦の友社 2002.4 /597.5/ｺﾄ/ 0110364139

102
実例狭くても子どもがいてもおしゃれ
な部屋の収納ワザ 実例アイデア＆便
利グッズ1000（別冊・主婦と生活）

主婦と生活社 2006.1 /597.5/ｼﾂ/ 0110854004

103
収納王子コジマジックの100円グッズ・
カラボ・スノコで絶対片づく!収納600
（GAKKEN HIT MOOK）

小島 弘章/監修
学研パブリッシン
グ

2010.7 /597.5/ｼﾕ/ 1106726951

104
とっておくもの、しまうもの 10人
の大切なものとの暮らし アスコム 2006.6 /597.5/ﾄﾂ/ 1103992945

105
100円グッズのおしゃれ収納テク
ニック1000!（TJ MOOK） 宝島社 2018.5 /597.5/ﾋﾔ/ 0111873096

106
100円グッズでかんたん!かわいい!収
納＆インテリア アイデア500（別冊すて
きな奥さん）

主婦と生活社 2009.12 /597.5/ﾋﾔ/ 1106727223

107
部屋を美しく見せる収納の基本

成美堂出版編集部/編 成美堂出版 2009.11 /597.5/ﾍﾔ/ 0110991257
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108
収納家具いらずの片づけ図解百
科 吉本 とも子／著 主婦と生活社 2016.6 /597.5/ﾖｼ/ 0111593476

109
暮らしまる洗い!コツと基本120 洗濯・
掃除、もっと上手に、もっと楽しく（扶桑
社MOOK）

扶桑社 2011.12 /597.9/ｸﾗ/ 1106743931

【着物】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

110
色を楽しむ大人のおしゃれ

堀川 波／著 マイナビ出版 2017.10 /589.2/ﾎﾘ/ 1108829548

111
はじめてでも縫えるこどものきもの 七
五三の晴れ着・被布・羽織・はかま・お
正月のきもの・ゆかた

林 ことみ/著 文化出版局 2000.9 /593.1/ﾊﾔ/ 1102458914

112
手づくりで、かわいい子どものキモノ
手縫いとミシンでゆかた、じんべい ひ
とえ、あわせ…

福永 紀美子/著 PHP研究所 2013.5 /593.1/ﾌｸ/ 0111266017

113
はじめて着物を着る人のための
41のステップ 鳴海 彩詠/著 河出書房新社 2013.1 /593.8/ﾅﾙ/ 1106987181

114
鎌田由美子 着物ヘアメイクの発想
SHISEIDO KIMONO BEAUTY 鎌田 由美子/著 誠文堂新光社 2015.7 /595.4/ｶﾏ/ 0111494877

115
もっとキレイを楽しむきものヘア きもの
姿をよりセンスアップさせる、コーディ
ネート＆ヘアカタログ

成美堂出版編集部/編 成美堂出版 2012.1 /595.4/ﾓﾂ/ 1106726381

【昔あそび】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

116
こまを楽しむ（むかしからつたわ
る遊び）

WILLこども知育研究所
／編・著

金の星社 2019.2 /384.5/ｺﾏ/ 1201926928

117
たこを楽しむ（むかしからつたわ
る遊び）

WILLこども知育研究所
／編・著

金の星社 2019.3 /384.5/ﾀｺ/ 0210839180

118
できる!たのしむ!むかしのあそび
6 ビー玉・はねつきなど 神谷 明宏／監修 小峰書店 2019.4 /384.5/ﾃｷ/6 0210841273

119
やってみよう!むかしのあそび 4
たこあげ ポプラ社 2016.4 /384.5/ﾔﾂ/4 1201707849

120
江戸の子ども行事とあそび12か
月 菊地 ひと美/〔作〕 偕成社 2012.4 /386/ｷｸ/ 0210562790

121
美しい百人一首の風景 うつりゆ
く四季、華やかな恋物語 MdN編集部／編

エムディエヌコー
ポレーション

2016.4 /911.14/ｳﾂ/ 1108250521

【ものがたり】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

122
きょうのおはなしなあに Good
night stories 冬 ひかりのくに 1997.9 /908.3/ｷﾖｳ/ 1200530945

123
黒魔女さんが通る!! part12 黒魔女さん
のお正月（講談社青い鳥文庫） 石崎 洋司/作 講談社 2010.2 /913.6/ｲｼｻ/12 0210603194

124
冬ものがたり（ものがたり12か
月） 野上 暁/編 偕成社 2008.11 /913.6/ﾌﾕﾓ/ 0210475269



オーテピア高知図書館 こどもコーナー　 2020.1

【絵本】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

125
ピッキーとポッキーのはいくえほん お
しょうがつのまき（日本傑作絵本シリー
ズ）

あらしやま こうざぶろう
/ぶん

福音館書店 2013.11 CE/913/ｱﾝ/ 1201606157

126
七ふくじんとおしょうがつ（行事
の由来えほん） 山末 やすえ/作 教育画劇 2000.10 CE/913/ｲﾄ/ 1201542303

127
十二支の年越

川端 誠/作 リブロポート 1983.11 CE/913/ｶﾜ/ 1200606356

128
十二支のお節料理

川端 誠/作 BL出版 1999.12 CE/913/ｶﾜ/ 1201507447

129
もうすぐおしょうがつ

西村 繁男/さく 福音館書店 1992 CE/913/ﾆｼ/ 1200451514

130
おしょうがつこびとのおはなし
（行事こびとのえほん） まつい のりこ/さく 童心社 1986.10 CE/913/ﾏﾂ/ 1201395967

131
カレンダーでんしゃがやってくる!

丸山 誠司／作 交通新聞社 2018.12 CE/913/ﾏﾙ/ 1201895305

132
おぞうにくらべ（講談社の創作絵
本） 宮野 聡子/作 講談社 2014.12 CE/913/ﾐﾔ/ 1201681127

133
あけましておめでとう（ピーマン
村の絵本たち） 中川 ひろたか/文 童心社 1999.10 CE/913/ﾑﾗ/ 1200552519

134
おもち!（にじいろえほん）

石津 ちひろ／文 小峰書店 2015.11 CE/913/ﾑﾗ/ 1201733621

135
十二支のはじまり（日本の民話
えほん） 岩崎 京子/文 教育画劇 1997.11 E/913/ｲﾜ/ 0210651288

136
十二支の子どものあそびいろは
がるた 川端 誠/作 リブロポート 1987.10 E/913/ｶﾜ/ 0200492861

137
おなべおなべにえたかな?（こど
ものとも絵本） こいで やすこ/さく 福音館書店 2012.3 E/913/ｺｲ/ 0210665513

138
ばばばあちゃんのおもちつき（か
がくのとも傑作集） さとう わきこ/作 福音館書店 1998.9 E/913/ｻﾄ/ 0210060620

139
十二支のおやこえほん

高畠 純/作 教育画劇 2013.11 E/913/ﾀｶ/ 0210622334

140
おしょうがつさん（幼児絵本シ
リーズ） 谷川 俊太郎/ぶん 福音館書店 1990.11 E/913/ﾀﾆ/ 0200403893

141
もうすぐおしょうがつ（くりのきえ
んのおともだち） 寺村 輝夫/さく あかね書房 1986.12 E/913/ﾃﾗ/ 0200229605

142
おしょうがつさんどんどこどん（ワ
ンダーおはなし絵本） 長野 ヒデ子/作・絵 世界文化社 2011.12 E/913/ﾅｶ/ 0210555572

143
おばあちゃんのおせち

野村 たかあき／作・絵 佼成出版社 2008.12 E/913/ﾉﾑ/ 0210477687

144
おばあちゃんのななくさがゆ

野村 たかあき/作・絵 佼成出版社 2014.11 E/913/ﾉﾑ/ 0210744200

145
どんぶらどんぶら七福神

みき つきみ/文 こぐま社 2011.11 E/913/ﾐｷ/ 0210518758

146
もみのき山のお正月

渡辺 有一/作 佼成出版社 2005.11 E/913/ﾜﾀ/ 0210402482

147
どうして十二支にネコ年はない
の? ドリス・オーゲル/文 徳間書店 2010.12 E/93/ｵｹ/ 0210532122
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148
エルマーとゆき デイビッド・マッキー/さ

く
ほるぷ出版 c1995 E/93/ﾏﾂ/ 0210067675

【その他】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

149
かこさとしこどもの行事しぜんと
生活 1月のまき かこ さとし/文・絵 小峰書店 2011.12 /386.1/ｶｺ/ 0210575310

150
日本の年中行事 1月・2月

深光 富士男/著 学研 2004.3 /386.1/ﾌｶ/ 0210371960

151
中国の四季の絵本 1 元旦・小正
月 王 早早/文

神奈川共同出版
販売

2013.5 /386/ﾁﾕ/1 0210613220

152
なんてだじゃれなお正月 1月の
おはなし（おはなし12か月） 石崎 洋司/作 講談社 2013.11 /913.6/ｲｼｻ/G 0210623195
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