
あつい(Ｈ30年7～8月展示資料リスト）

資料区分 書名 著者名 出版者 出版年
児童 夏のあらしとムーミントロール トーベ  ヤンソン∥原作  絵 徳間書店 2016.8
児童 きちょうめんななまけもの ねじめ　正一∥詩 教育画劇 2008.5
児童 ぽちのきたうみ 岩崎 ちひろ∥絵と文 至光社 1981
児童 水色の足ひれ 佐藤　まどか∥作 ＢＬ出版 2006.12
児童 ロベルタのなつやすみ シルビア・フランシア∥作・絵 フレーベル館 1996.7
児童 うみのむにゃむにゃ 内田／麟太郎∥作 佼成出版社 2003.1
児童 ワニぼうのかいすいよく 内田／麟太郎∥文 文渓堂 2003.6
児童 なんでもないなつの日 ウォルター  デ  ラ  メア∥詩 岩崎書店 2016.7
児童 なつペンギン 塩野／米松∥作 ひかりのくに 2001.7
児童 たろうめいじんのたからもの こいで　やすこ∥さく 福音館書店 2013.6
児童 なつのおうさま 薫　くみこ∥作 ポプラ社 2007.6
児童 なつのかいじゅう いしい　つとむ∥作　絵 ポプラ社 2006.6
児童 くさはら 加藤　幸子∥ぶん 福音館書店 2011.1
児童 ひまわりのおか ひまわりをうえた八人のお母さんと葉方丹∥文 岩崎書店 2012.8
児童 海をかっとばせ 山下／明生∥作 偕成社 2000.7
児童 おさるのジョージうみへいく Ｍ．レイ∥原作 岩波書店 2000.1
児童 へちまのへーたろー 二宮 由紀子∥作 教育画劇 2011.6
児童 ぷしゅ～ 風木／一人∥作 岩崎書店 2006.6
児童 夏平くん あおき　ひろえ∥作 絵本館 2007.6
児童 ゴロゴロドンドンパラパラパラ にしまき／かやこ∥作・絵 こぐま社 1991.6
児童 ふねくんのたび いしかわ　こうじ∥作　絵 ポプラ社 2008.5
児童 トマトのひみつ 山口／進∥文・写真 福音館書店 1998.5
児童 つやっつやなす いわさ　ゆうこ∥さく 童心社 2012.7
児童 だめだめすいか 白土　あつこ∥作　絵 ひさかたチャイルド 2007.6
児童 くすのきだんちのなつやすみ 武鹿　悦子∥作 ひかりのくに 2013.7
児童 とてもとてもあついひ こいで／たん∥ぶん 福音館書店 1993.5
児童 ありとすいか たむら／しげる∥作・絵 ポプラ社 2002.3
児童 おーなみこなみざぶん！ 長野　ヒデ子∥作 佼成出版社 2012.6
児童 １０ぴきのかえるのプールびらき 間所　ひさこ∥さく ＰＨＰ研究所 2007.6
児童 ムーミン谷のふしぎな夏 トーベ　ヤンソン∥原作　絵 講談社 1999.7
児童 ひまわりばたけ 石村／知愛∥作・絵 ひさかたチャイルド 2000.5
児童 かいじゅうじまのなつやすみ 風木　一人∥作 ポプラ社 2006.7
児童 ようこそうみへ 中川／ひろたか∥文 童心社 2003.6
児童 あさがお 荒井　真紀∥文　絵 金の星社 2011.6
児童 きょうはすてきなくらげの日！ 武田／美穂∥作絵 ポプラ社 1998.7
児童 ラパンくんのなつやすみ イヴ・ゴット∥さく 岩崎書店 2001.6
児童 ワニくんのＴシャツ みやざき　ひろかず∥さく　え ＢＬ出版 1999.7
児童 なつはうみ 内田／麟太郎∥文 偕成社 1997.5
児童 なつはひるね 村上  康成∥作 フレーベル館 2015.5
児童 なつのやくそく 亀岡　亜希子∥作　絵 文渓堂 2006.6
児童 いるかのうみ 菅／瞭三∥さく 福音館書店 1997.9
児童 ばばちゃんやさいがいっぱいだ！ 長谷川／知子∥〔作〕 文研出版 1998.9
児童 どんどんむらのなつ つちだ／よしはる∥さく 宝島社 1994.6
児童 ぎんぎらなつのあついひは 山崎／優子∥絵と文 至光社 2000
児童 むぎわらぼうし 竹下／文子∥作 講談社 1985.5
児童 野球場の一日 いわた　慎二郎∥作　絵 講談社 2011.6
児童 なつのおしゃべり 長崎 夏海∥作 文渓堂 1993.8
児童 うさぎちゃんうみへいく せな／けいこ∥作・絵 金の星社 2002.6
児童 どんなにきみがすきだかあててごらん サム  マクブラットニィ∥ぶん 評論社 2008.1
児童 それはすばらしいなつのあるひ 新沢／としひこ∥詩 ひかりのくに 2002.6
児童 なつねこ かんの　ゆうこ∥文 講談社 2011.6
児童 やまねこせんせいのなつやすみ 末崎　茂樹∥作　絵 ひさかたチャイルド 2012.6
児童 のんびり森のかいすいよく かわきた／りょうじ∥作 岩崎書店 2002.6
児童 山のいのち 立松／和平∥作 ポプラ社 1990.9
児童 なつのいけ 塩野／米松∥文 ひかりのくに 2002.7
児童 海のいのち 立松／和平∥作 ポプラ社 1992.12
児童 おばけぼうやのかいすいよく わたなべ  ゆういち∥著 佼成出版社 2014.6

（※一般：大人向け　児童：子ども向け）
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児童 ぼんちゃんのぼんやすみ あおき　ひろえ∥作 講談社 2010.7
児童 トマトひめのかんむり 真木　文絵∥作 ひかりのくに 2007.5
児童 ぞうのみずあそび いとう／ひろし∥作 絵本館 1992.7
児童 ねずみくんうみへいく なかえ　よしを∥作 ポプラ社 2009.6
児童 まっかっかトマト いわさ  ゆうこ∥さく 童心社 2015.6
児童 ころわんとしろいくも 間所／ひさこ∥作 ひさかたチャイルド 1998.5
児童 うみにしずんだうす 水谷／章三∥文 フレーベル館 1989.5
児童 うみべのステラ メアリー＝ルイーズ・ゲイ∥作 光村教育図書 2004.6
児童 みさき 内田　麟太郎∥文 佼成出版社 2009.7
児童 くまさんアイス とりごえ／まり∥著 アリス館 2003.11
児童 なつのいちにち はた／こうしろう∥作 偕成社 2004.7
児童 １０ぴきのかえるうみへいく 間所／ひさこ∥さく ＰＨＰ研究所 2004.6
児童 ごちそうさまのなつ マーク・サイモント∥作 富山房 1993.7
児童 おじいさんとうみ 赤川　明∥作　絵 ひさかたチャイルド 2006.6
児童 ガンピーさんのふなあそび ジョン　バーニンガム∥さく ほるぷ出版 1978
児童 ゆうだちのまち 杉田  比呂美∥作 アリス館 2016.6
児童 うみ 中川　ひろたか∥文 自由国民社 2011.6
児童 ぶたぬきくんうみへいく 斉藤／洋∥作 佼成出版社 1999.8
児童 ぼくとねずみうみにもぐる 佐々木／マキ∥作 福音館書店 1996.4
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