
すてきなお仕事 今立館
2018年11月～12月展示

資料区分 書名 　著者名 　出版者
　児童 まじめなフレッドおじさん 　ティム・イーガン∥作 　ソニー・マガジンズ
　児童 ヘンリーのしごと 　Ｄ．Ｂ．ジョンソン∥文・絵 　福音館書店
　児童 リディアのガーデニング 　サラ・スチュワート∥文 　アスラン書房
　児童 やまのかいしゃ 　スズキ／コージ∥さく 　架空社
　児童 むらのゆうびんきょく 　コリン　マクリーン∥作　絵 　河合楽器製作所・出版事業部
　児童 ちょろりんのすてきなセーター 　降矢／なな∥さく・え 　福音館書店
　児童 にぐるま　ひいて 　ドナルド・ホール∥ぶん 　ほるぷ出版
　児童 ドリトル先生アフリカへ 　ロフティング∥作 　チャイルド本社
　児童 ねずみの歯いしゃさんアフリカへいく 　ウィリアム・スタイグ∥作 　セーラー出版
　児童 パトカーのピーすけ 　さがら／あつこ∥さく 　福音館書店
　児童 マイク・マリガンとスチーム・ショベル 　バージニア・リー・バートン∥ぶん・え 　福音館書店
　児童 ぼくはちいさなしょうぼうし 　福田／岩緒∥作 　文研出版
　児童 くろひげレストラン 　西山／直樹∥作・絵 　ＰＨＰ研究所
　児童 かいがんでんしゃはおおいそがし 　杉山／径一∥さく 　ＰＨＰ研究所
　児童 くんちゃんのはたけしごと 　ドロシー・マリノ∥さく 　ペンギン社
　児童 セロひきのゴーシュ 　宮沢／賢治∥文 　富山房
　児童 ゆくえふめいのミルクやさん 　ロジャー・デュボアザン∥さく・え 　童話館出版
　児童 それいけ！あかいきかんしゃ 　アンドリュー・マクリーン∥作／絵 　徳間書店
　児童 いもむしパピはしたてやさん 　前田／まゆみ∥さく・え 　ＰＨＰ研究所
　児童 しょうぼうていしゅつどうせよ 　渡辺／茂男∥さく 　福音館書店
　児童 ヘイスタック 　ボニー・ガイサート∥文 　ＢＬ出版
　児童 時計つくりのジョニー 　エドワード・アーディゾーニ∥作 　こぐま社
　児童 エイラトさんのへんしんのうじょう 　ロイス・エイラト∥さく 　偕成社
　児童 いちばんバスのはやおきくん 　三田村　信行∥さく 　ＰＨＰ研究所
　児童 ぼくたちおやこはだいくさん 　アンネ　マール∥文 　徳間書店
　児童 シェイカー通りの人びと 　アリス・プロベンセン∥作 　ほるぷ出版
　児童 せんたくやのブラウニー 　とりごえ／まり∥作・絵 　偕成社
　児童 あかてぬぐいのおくさんと７にんのなかま 　イ／ヨンギョン∥ぶん・え 　福音館書店
　児童 雪の写真家ベントレー 　ジャクリーン・ブリッグズ・マーティン∥作 　ＢＬ出版
　児童 とべ！ちいさいプロペラき 　小風／さち∥作 　福音館書店
　児童 ぼくのちいさなせんちょうさん 　クラウディオ・ムニョス∥さく 　評論社
　児童 ムッシュ・ムニエルのサーカス 　佐々木 マキ∥作 　絵本館
　児童 ゆうかんなヒツジかい 　デビ・グリオリ∥さく 　評論社
　児童 リバータウン 　ボニー・ガイサート∥文 　ＢＬ出版
　児童 こびとのくつや 　グリム∥〔原作〕 　教育画劇
　児童 あたまにつまった石ころが 　キャロル・オーティス・ハースト∥文 　光村教育図書
　児童 ジンガくんいちばへいく 　ふしはら／のじこ∥さく・え 　福音館書店
　児童 へびのせんせいとさるのかんごふさん 　穂高／順也∥ぶん 　ビリケン出版
　児童 しごとをとりかえただんなさん 　ウィリアム・ウィースナー∥え 　童話館出版
　児童 リュックのおしごと 　いちかわ  なつこ／作 　ポプラ社
　児童 でんでんのぼうしやさん 　藤本／ともひこ∥作・絵 　教育画劇
　児童 デザートタウン 　ボニー・ガイサート∥文 　ＢＬ出版
　児童 ふゆじたくのおみせ 　ふくざわ／ゆみこ∥さく 　福音館書店
　児童 野球場の一日 　いわた　慎二郎∥作　絵 　講談社
　児童 しゅっぱつ　しんこう！ 　山本／忠敬∥さく 　福音館書店
　児童 かじだ、しゅつどう 　山本／忠敬∥さく 　福音館書店
　児童 まぼろしのゆきのはらえき 　間瀬　なおかた∥作　絵 　ひさかたチャイルド
　児童 はちうえはぼくにまかせて 　ジーン  ジオン∥さく 　ペンギン社
　児童 くまのしんぶんきしゃ 　こんの　ひとみ∥作 　金の星社
　児童 ペレのあたらしいふく 　エルサ　ベスコフ∥さく　え 　福音館書店
　児童 ちいさいケーブルカーのメーベル 　バージニア・リー・バートン∥さく 　ペンギン社
　児童 とらっく　とらっく　とらっく 　渡辺／茂男∥さく 　福音館書店
　児童 だいくとおにろく 　松居／直∥再語 　福音館書店
　児童 まちのやどやのものがたり 　青山  邦彦∥作  絵 　建築業協会関西支部
　児童 給食番長 　よしなが　こうたく∥さく 　長崎出版
　児童 おみせやさん 　かどの／えいこ∥ぶん 　童心社
　児童 かばんうりのガラゴ 　島田／ゆか∥作／絵 　文渓堂
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　児童 しょうぼうじどうしゃじぷた 　渡辺／茂男∥さく 　福音館書店
　児童 おうさまとくつや 　新美  南吉∥作 　チャイルド本社
　児童 メアリー・スミス 　アンドレア・ユーレン∥作 　光村教育図書
　児童 銅版画家の仕事場 　アーサー・ガイサート∥作 　ＢＬ出版
　児童 １２ヵ月のおてつだい 　きたやま／ようこ∥作 　理論社
　児童 しょうぼう犬ドット 　リーザ・デジミニ∥作・絵 　国土社
　児童 くるまあらいます 　サンドラ・スティーン∥文 　ＢＬ出版
　児童 ウルフさんのやさい畑 　クレイアー・ボーリエー∥作 　小峰書店
　児童 希望の義足 　こやま／峰子∥文 　日本放送出版協会
　児童 はたけしごとにとりかかろう 　ジョーン・ホルブ∥ぶん 　評論社
　児童 ねこのパンやさん 　ポージー　シモンズ∥作　絵 　徳間書店
　児童 ルリユールおじさん 　いせ  ひでこ∥作 　理論社
　児童 灯台守のバーディ 　デボラ  ホプキンソン∥作 　ＢＬ出版
　児童 ブタベイカリー 　角野　栄子∥作 　文渓堂
　児童 ゆうびんやさんおねがいね 　サンドラ　ホーニング∥文 　徳間書店
　児童 パンやのろくちゃん　うんとね 　長谷川　義史∥作 　小学館
　児童 あこがれの機関車 　アンジェラ　ジョンソン∥作 　小峰書店
　児童 この世でいちばんすばらしい馬 　チェン　ジャンホン∥作　絵 　徳間書店
　児童 赤いポストとはいしゃさん 　薫　くみこ∥作 　ポプラ社
　児童 おおかみのおいしゃさん 　オルガ　ルカイユ∥文　絵 　岩波書店
　児童 パンやのろくちゃん　でんしゃにのって 　長谷川　義史∥作 　小学館
　児童 やまのバス 　内田　麟太郎∥文 　佼成出版社
　児童 ボクらはオコジョのおまわりさん 　きむら　ゆういち∥作 　佼成出版社
　児童 ひらめきの建築家ガウディ 　レイチェル　ロドリゲス∥文 　光村教育図書
　児童 どんぐりむらのぼうしやさん 　なかや　みわ∥さく 　学研教育出版
　児童 ろばのとしょかん 　ジャネット　ウィンター∥文と絵 　集英社
　児童 へんたこさんせんちょうになる 　いとう　ひろし∥〔作〕 　偕成社
　児童 どうぶつびょういんおおいそがし 　シャロン　レンタ∥さく　え 　岩崎書店
　児童 えんまのはいしゃ 　くすのき　しげのり∥作 　偕成社
　児童 どうぶつげんきにじゅういさん 　山本  省三∥作 　講談社
　児童 モモンガのはいたつやさん 　ふくざわ　ゆみこ∥著 　文渓堂
　児童 いたずらきかんしゃちゅうちゅう 　バージニア・リー・バートン∥ぶん／え 　福音館書店
　児童 はたらきもののじょせつしゃけいてぃー 　ばーじにあ・りー・ばーとん∥ぶんとえ 　福音館書店
　児童 はいしゃさんにきたのはだれ？ 　トム　バーバー∥さく 　小峰書店
　児童 島のゆうびんやさん 　石津　ちひろ∥ぶん 　理論社
　児童 すてきなぼうしやさん 　ますだ　ゆうこ∥ぶん 　そうえん社
　児童 ハハハのがくたい 　たかはし　ゆうじ∥ぶん 　福音館書店
　児童 歯いしゃのチュー先生 　ウィリアム・スタイグ∥ぶんとえ 　評論社
　児童 パパのしごとはわるものです 　板橋　雅弘∥作 　岩崎書店
　児童 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
　児童 チムとゆうかんなせんちょうさん 　エドワード・アーディゾーニ∥さく 　福音館書店
　児童 でんしゃがまいります 　秋山  とも子∥さく 　福音館書店
　児童 かにのしょうばい 　新美　南吉∥作 　鈴木出版
　児童 おとうさん・パパ・おとうちゃん 　みやにし／たつや∥作・絵 　鈴木出版
　児童 村じゅうみんなで 　ヒラリー  ロダム  クリントン∥文 　徳間書店
　児童 博物館の一日 　いわた　慎二郎∥作　絵 　講談社
　児童 パンやのろくちゃん　だからね 　長谷川　義史∥作 　小学館
　児童 ちっちゃなトラックレッドくんとブラックくん 　みやにし　たつや∥作　絵 　ひさかたチャイルド
　児童 ママはびようしさん 　アンナ　ベングトソン∥さく 　福音館書店
　児童 みんなをのせてバスのうんてんしさん 　山本　省三∥作 　講談社
　児童 ナースになりたいクレメンタイン 　サイモン　ジェームズ∥作 　岩崎書店
　児童 だましえだいく 　青山  邦彦∥作  絵 　フレーベル館
　児童 パンやのろくちゃん  げんきだね 　長谷川  義史∥作 　小学館
　児童 レンタルおばけのレストラン 　宮本  えつよし∥作 　教育画劇
　児童 ちっちゃなトラックレッドくんとピンクちゃん 　みやにし  たつや∥作  絵 　ひさかたチャイルド
　児童 もりのホテル 　ふくざわ  ゆみこ∥作  絵 　学研教育出版
　児童 ピーテル、はないちばへ 　広野  多珂子∥文  絵 　福音館書店
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　児童 パンやのろくちゃん  なつだよ！ 　長谷川  義史∥作 　小学館
　児童 ブルくんのだいじなひ 　キャンデス  フレミング∥さく 　講談社
　児童 こうじのくるま 　コヨセ  ジュンジ∥さく 　ＷＡＶＥ出版
　児童 ちっちゃなトラックレッドくんとグリーンくん 　みやにし  たつや∥作絵 　ひさかたチャイルド
　児童 とうだい 　斉藤  倫∥文 　福音館書店
　児童 走れ！！機関車 　ブライアン  フロッカ∥作  絵 　偕成社
　児童 まるぽちゃおまわりさん 　マーガレット  ワイズ  ブラウン∥作 　PHP研究所
　児童 うおいちば 　安江  リエ∥ぶん 　福音館書店
　児童 ちいさなゆきかきブルドーザープラウくん 　ローラ  カーラー∥ぶん 　岩崎書店
　児童 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
　児童 ルラルさんのだいくしごと 　いとう ひろし∥作 　ポプラ社
　児童 ブルートレインさくらごう 　中島 章作∥え 　復刊ドットコム
　児童 ロケット発射場の一日 　いわた 慎二郎∥作  絵 　講談社
　児童 ハンカチやさんのチーフさん 　どい かや∥文 　白泉社
　児童 あかちゃん新社長がやってきた 　マーラ  フレイジー∥作 　講談社
　児童 はりねずみのおいしゃさん 　ふくざわ ゆみこ∥作 　世界文化社
　児童 ペロのおしごと 　樋勝 朋巳∥作 　小学館
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