
（※児童：子ども向け）
資料区分 書名 巻次 著者名 出版者 出版年
児童 うさぎのおうち マーガレット・ワイズ・ブラウン∥ぶん ほるぷ出版 2004.2
児童 ひみつのひきだしあけた？ あまん／きみこ∥さく ＰＨＰ研究所 1996.2
児童 ふたりは屋根裏部屋で さとう　まきこ∥作 復刊ドットコム 2013.4
児童 ねずみくんとシーソー なかえ  よしを∥作 ポプラ社 2006.9
児童 あやとり　いととり 3 さいとう　たま∥採取　文 福音館書店 1982.11
児童 音が出るおもちゃ＆楽器あそび 吉田  未希子∥著 いかだ社 2017.2
児童 こうさぎとほしのどうくつ わたり  むつこ∥作 のら書店 2016.7
児童 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
児童 はじめてのキャンプ 林／明子∥さく・え 福音館書店 1984.6
児童 おへやだいぼうけん ほりかわ　りまこ∥作　絵 教育画劇 2009.1
児童 くまちゃんとおじさん、かわをゆく ほりかわ　りまこ∥ぶんとえ ハッピーオウル社 2006.8
児童 サナのゆめのにわ なりた／まさこ∥作・絵 ポプラ社 2004.8
児童 なにを  かこうかな マーグレット  レイ∥作 文化出版局 1984.9
児童 あな 谷川／俊太郎∥作 福音館書店 1980
児童 みるくぱんぼうや 神沢／利子∥作 あかね書房 1979.5
児童 光の旅　かげの旅 アン・ジョナス∥〔著〕 評論社 1984.4
児童 っぽい ピーター　レイノルズ∥ぶん　え 主婦の友社 2009.4
児童 へんしんしまーす 植垣　歩子∥作 あかね書房 2007.2
児童 おみせやさん かどの／えいこ∥ぶん 童心社 1992.9
児童 たからさがし なかがわ／りえこ∥〔作〕 福音館書店 1994.3
児童 もりにいちばができる 五味　太郎∥作 玉川大学出版部 2008.4
児童 バムとケロのそらのたび 島田／ゆか∥作／絵 文渓堂 1995.1
児童 ニャーロットのおさんぽ パメラ  アレン∥作  絵 徳間書店 2014.4
児童 かげふみあそび 武鹿　悦子∥作 フレーベル館 2008.8
児童 つみきでとんとん 竹下／文子∥文 金の星社 2005.1
児童 かみちゃん たにうち　つねお∥さく 大日本図書 2011.6
児童 かみひこうき 小林／実∥ぶん 福音館書店 1992
児童 りんちゃんとあおくんのおでかけ あいはら　ひろゆき∥ぶん ポプラ社 2009.11
児童 そとであそびますよ モー  ウィレムズ∥作 クレヨンハウス 2013.11
児童 かげ フレーベル館 2009.8
児童 創造力でおるおりがみえほん しんぐう　ふみあき∥著 文渓堂 2007.2
児童 おへやのなかのおとのほん マーガレット・ワイズ・ブラウン∥文 ほるぷ出版 2004.9
児童 クレヨンからのおねがい！ ドリュー  デイウォルト∥文 ほるぷ出版 2014.9
児童 おうちピクニック きむら　ゆういち∥作 世界文化社 2010.5
児童 きょうはピクニック 原／京子∥さく ポプラ社 2001.2
児童 たたんでむすんでぬのあそび 平野　恵理子∥さく 福音館書店 2008.6
児童 ぼくのくれよん 長／新太∥おはなし・え 講談社 1993.4
児童 イチゴはともだち 松岡／達英∥構成 偕成社 1997.6
児童 ルラルさんのじてんしゃ いとう／ひろし∥作 ポプラ社 2002.4
児童 あきカンでつくろう よしだ／きみまろ∥さく 福音館書店 1989.1
児童 わたしとあそんで マリー・ホール・エッツ∥ぶん・え 福音館書店 1980
児童 あしたもいっしょにあそんでくれる ジョン・ウォーラス∥えとぶん 評論社 1996.9
児童 リサれっしゃにのる アン・グットマン∥ぶん ブロンズ新社 2003.7
児童 たろうのおでかけ 村山／桂子∥作 福音館書店 1980
児童 ステラもりへいく メアリー＝ルイーズ・ゲイ∥作 光村教育図書 2003.7
児童 やさいでぺったん よしだ／きみまろ∥さく 福音館書店 1993.6
児童 遊べる！楽しい！おりがみおもちゃ いまい　みさ∥著 ＰＨＰ研究所 2010.8
児童 ことばあそびレストラン 石津  ちひろ∥文 のら書店 2015.11
児童 じゃんけんほかほかほっかいどう 長野　ヒデ子∥作 佼成出版社 2008.8
児童 しずくのぼうけん マリア・テルリコフスカ∥さく 福音館書店 1980
児童 アンドルーのひみつきち ドリス  バーン∥文  絵 岩波書店 2015.7
児童 えんぴつ太郎のぼうけん 佐藤  さとる∥作 鈴木出版 2015.3
児童 わたしのおうち かんざわ／としこ∥さく あかね書房 1982.3
児童 ちょこっとできるびっくりあそび 1 立花  愛子∥著 偕成社 2015.3
児童 えかきうたのほん 中村／柾子∥ぶん 福音館書店 1993.5
児童 シャトルバスにのって 飯田　朋子∥作 新日本出版社 2008.12
児童 シールのかくれんぼ 定岡　フミヤ∥作　絵 講談社 2012.5



児童 おとうさんとさんぽ にしかわ／おさむ∥ぶん・え 教育画劇 1989.1
児童 しんぶんしあそび 藤本　ともひこ∥著 ハッピーオウル社 2011.1
児童 ピヨピヨおばあちゃんのうち 工藤  ノリコ∥著 佼成出版社 2016.4
児童 つみきつんでもっとつんで 土屋／富士夫∥作・絵 徳間書店 2002.5
児童 とってもかわいい！たべものおりがみ いしかわ　まりこ∥著 ポプラ社 2012.6
児童 そらまめくんのはらっぱあそび なかや みわ∥さく 小学館 2017.5
児童 みつけたよさわったよにわのむし 沢口　たまみ∥ぶん 福音館書店 2013.3
児童 なわとびしましょ 長谷川  義史∥著 復刊ドットコム 2014.5
児童 ちょこっとできるびっくりあそび 2 立花  愛子∥著 偕成社 2015.3
児童 せんをたどって ローラ　ユンクヴィスト∥さく 講談社 2007.1
児童 おふろ 出久根  育∥作  絵 学研 2007.3
児童 どのきのしたにあつまるの にしむら／ひろみ∥作 鈴木出版 2003.5
児童 １４ひきのねこのおかいもの たかぎ／あけみ∥著 新風舎 2006.3
児童 おひさまおねがいチチンプイ なかがわ／りえこ∥さく 福音館書店 1991.5
児童 創造力でおるおりがみえほん しんぐう　ふみあき∥著 文渓堂 2007.2
児童 ちょこっとできるびっくりあそび 3 立花  愛子∥著 偕成社 2015.3
児童 もりのなか マリー・ホール・エッツ∥ぶん・え 福音館書店 1980
児童 じつはよるのほんだなは 沢野  秋文∥作 講談社 2014.8
児童 きみにもできる！恐竜おり紙 荒木  一成∥監修 童心社 2015.12
児童 ダンボールで作るおもしろ自動販売機 大野  萌菜美∥監修 ブティック社 2015.9
児童 ちいさな  きいろいかさ もり  ひさし∥シナリオ 金の星社 1978
児童 ふしぎなまちのかおさがし 阪東　勲∥写真　文 岩崎書店 2011.3
児童 グーズベリーさんのみどりのにわで ロイス・レンスキー∥原作 こぐま社 1997.11
児童 杉山きょうだいのしゃぼんだまとあそぼう 杉山／弘之∥文と構成 福音館書店 1993.6
児童 たろうとはなのおべんとう メグ  ホソキ∥〔作〕 学研 2005.4
児童 しゃぼんだまにのって 松野／正子∥さく 大日本図書 1986.4
児童 わたしの秘密の花園 さとう／まきこ∥作 偕成社 1994.12
児童 おうちでんしゃはっしゃしまーす 間瀬  なおかた∥作  絵 ひさかたチャイルド 2013.12
児童 なぞなぞのへや 石津／ちひろ∥なぞなぞ フレーベル館 2000.3
児童 こぐまのクーク物語 〔５〕 かさい　まり∥作　絵 角川書店 2012.4
児童 鳥の巣みつけた 鈴木／まもる∥文と絵 あすなろ書房 2002.4
児童 どろんこおそうじ さとう／わきこ∥さく・え 福音館書店 1990.3
児童 さかなつりにいこう！ 村上／康成∥作 理論社 1996.5
児童 やまのぼり さとう／わきこ∥さく・え 福音館書店 1994.12
児童 ぼくはあるいたまっすぐまっすぐ マーガレット・ワイズ・ブラウン∥作 ペンギン社 1984.11
児童 おべんともって 森山／京∥文 偕成社 2004.9
児童 おばけのたんけん 西平  あかね∥さく 福音館書店 2014.4
児童 こうえんのかみさま すぎはら　ともこ∥作　絵 徳間書店 2009.8
児童 かくれんぼ 種村 有希子∥作 アリス館 2017.12
児童 こままわるかな 成井　俊美∥作 福音館書店 2008.11
児童 はっぱ 水野／政雄∥〔作〕 小学館 2005.1
児童 しんぶんしでつくろう よしだ／きみまろ∥さく 福音館書店 1990.1
児童 ふたごのひよちゃんぴよちゃんはじめてのすべりだい バレリー・ゴルバチョフ∥作・絵 徳間書店 2004.5
児童 もりのさんぽ サイモン・ジェイムズ∥作 偕成社 1995.3
児童 おうちをつくろう 角野／栄子∥作 学研 2006..6
児童 バムとケロのにちようび 島田／ゆか∥作／絵 文渓堂 1994.9
児童 みんなでゆうえんち つちだ／よしはる∥作 ポプラ社 1992.9
児童 あやとり　いととり 2 さいとう　たま∥採取　文 福音館書店 1982.11
児童 それいけ！おもちゃだいさくせん 土屋　富士夫∥作　絵 徳間書店 2008.2
児童 バルボンさんのおさんぽ とよた／かずひこ∥著 アリス館 2000.3
児童 ひみつのばしょみつけた ジーン・ティシェリントン∥作・絵 佑学社 1988.1
児童 うごかしてあそぼうおりがみのほん 笠原／邦彦∥企画・作図 福音館書店 1995.9
児童 おばあちゃんの和の知恵 3 秋山　滋∥文 汐文社 2007.3
児童 ぶらんこぶーちゃん 矢玉／四郎∥作・絵 ひさかたチャイルド 2005.6
児童 コリスくんのかみひこうき 刀根 里衣∥作 小学館 2017.9
児童 コッコさんのおみせ 片山／健∥さく・え 福音館書店 1995.1
児童 どろだんごつくろ とくなが／まり∥さく アリス館 1999.8
児童 あがりめさがりめ ましま／せつこ∥絵 こぐま社 1994.2
児童 おでかけしようか 大阪ＹＷＣＡ千里子ども図書室∥ぶん 福音館書店 2012.11



児童 さんぽだいすき 岸田  衿子∥ぶん ひかりのくに 2016.2
児童 おでかけのまえに 筒井／頼子∥さく 福音館書店 1981.1
児童 ぶらぶらさんぽ とくなが／まり∥さく アリス館 1997.6
児童 おさんぽだいすき いまむら／あしこ∥ぶん ほるぷ出版 2004.4
児童 くまくんあそぶのだいすき ハリエット・ツィーフェルト∥文 文化出版局 1987.8
児童 どろだんご たなか よしゆき∥ぶん 福音館書店 2002.4
児童 どこでおひるねしようかな きしだ／えりこ∥さく 福音館書店 1996.1
児童 ちいちゃんとさんりんしゃ しみず／みちを∥作 ほるぷ出版 1983.4
児童 いちにのさんぽ ひろかわ／さえこ∥著 アリス館 1999.3
児童 こぐまちゃんのみずあそび わかやま／けん∥〔絵〕 こぐま社 1971.11
児童 アリのおでかけ 西村　敏雄∥さく 白泉社 2012.5
児童 かこさとしあそびの本 2 かこ　さとし∥著 復刊ドットコム 2013.6
児童 かこさとしあそびずかん はるのまき かこ  さとし∥文  絵 小峰書店 2015.3
児童 かこさとしあそびの本 1 かこ　さとし∥著 復刊ドットコム 2013.5
児童 かこさとしあそびの本 5 かこ  さとし∥著 復刊ドットコム 2013.9
児童 かこさとしあそびの大宇宙 2 かこ／さとし∥絵と文 農山漁村文化協会 1990.7
児童 かこさとしあそびの本 4 かこ　さとし∥著 復刊ドットコム 2013.8


	児童展示

