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資料区分 書名 巻次 著者名 出版者 出版年
一般 個人情報そのやり方では守れません 武山  知裕∥著 青春出版社 2013.1
児童 「いじめ」や「差別」をなくすためにで

きること 香山 リカ∥著 筑摩書房 2017.8
児童 はっけん！がっこうのあっ！ 石津　ちひろ∥ぶん 大日本図書 2012.7
児童 あまがさ やしま／たろう∥〔作〕 福音館書店 1987
児童 あおぞらえんのおとまりかい 斉藤／栄美∥さく ポプラ社 2001.3
児童 月夜とめがね 小川  未明∥作 あすなろ書 2015.5
児童 たろのえりまき きたむら　えり∥さく 福音館書店 1979
児童 イエペは  ぼうしが  だいすき 石亀  泰郎∥写真 文化出版局 1978.1
児童 かさどろぼう シビル・ウェッタシンハ

∥さく
ベネッセ

コーポレー 1995
児童 トムテと赤いマフラー レーナ  アッロ∥文 光村教育図 2014.1
児童 ながぐつをはいたねこ ペロー∥〔さく〕 ほるぷ出版 1991.1
児童 しましまのティーシャツをきてみたら… 土屋　富士夫∥〔作〕 ＰＨＰ研究 2009.7
児童 はだかの王さま Ｈ．Ｃ．アンデルセン∥ 小学館 2004.7
児童 お父さんのかさはこの子です 山下／明生∥作 ひくまの出 1984.1
児童 青いてぶくろのプレゼント ロイ悦子∥作 岩崎書店 1994.1
児童 ねこのピートはじめてのがっこう エリック  リトウィン∥作 ひさかた

チャイルド 2016.1
児童 ようちえんのいちにち おか／しゅうぞう∥さく 佼成出版社 2005.1
児童 おつきさまにぼうしを シュールト　コイパー∥ 文渓堂 2007.3
児童 ますだくんのランドセル 武田／美穂∥作・絵 ポプラ社 1995.1
児童 まじょのぼうし さとう　めぐみ∥ぶんと

え
ハッピーオ

ウル社 2007.1
児童 むぎわらぼうし 竹下　文子∥作 講談社 2006.7
児童 いけいけ！しょうがくいちねんせい 中川  ひろたか∥ぶん 小学館 2016.2
児童 あたらしいエプロンできた！ ラーシュ・クリンティン

グ∥作 偕成社 1999.9
児童 かあさんのまほうのかばん よこみち  けいこ∥文 童心社 2016.9
児童 いちねんせいのはる・なつ・あき・ふゆ おか　しゅうぞう∥さく 佼成出版社 2009.2
児童 はだかのおうさま アンデルセン∥〔原作〕 フレーベル 2016.6
児童 さくららぐみのおともだち みやもと／ただお∥さく 佼成出版社 2006.1
児童 ふくはなにからできてるの？ 佐藤  哲也∥文 福音館書店 2016.1
児童 まあちゃんのすてきなエプロン たかどの  ほうこ∥さく 福音館書店 2016.1
児童 席を立たなかったクローデット フィリップ　フース∥作 汐文社 2009.1
児童 うそみーるめがね いわむら かずお∥文  絵 復刊ドット

コム 2017.5
児童 てぶくろチンクタンク きもと　ももこ∥さく 福音館書店 2011.1
児童 くつしたあみのおばあさん おそのえ／けいこ∥さく ＰＨＰ研究 1995.2
児童 コックのぼうしはしっている シゲタ　サヤカ∥作　絵 講談社 2011.5
児童 おじさんのかさ 佐野／洋子∥作・絵 講談社 1992.5
児童 うちゅうじんはパンツがだいすき クレア　フリードマン∥ 講談社 2011.2
児童 かばんうりのガラゴ 島田／ゆか∥作／絵 文渓堂 1997.1
児童 ミリーのすてきなぼうし きたむら　さとし∥作 ＢＬ出版 2009.6
児童 ぼうし ジャン・ブレット∥作 ほるぷ出版 2005.1
児童 いちねんせいのいちにち おか／しゅうぞう∥さく 佼成出版社 2004.3
児童 リボンちゃん サトシン∥作 文渓堂 2014.4
児童 きょうりゅうはパンツがだいすき クレア　フリードマン∥ 講談社 2010.1
児童 ぼくのぼうし Ｍ・フェラー∥さく ブック・グ

ローブ社 1992.3
児童 わたしのかさはそらのいろ あまん  きみこ∥さく 福音館書店 2015.4
児童 ジオジオのかんむり 岸田／衿子∥作 福音館書店 1980
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
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児童 どんなともだちできるかな 斉藤／栄美∥さく ポプラ社 2000.5
児童 ますだくんの１ねんせい日記 武田／美穂∥作・絵 ポプラ社 1996.4
児童 みてよぴかぴかランドセル あまん　きみこ∥文 福音館書店 2011.2
児童 ぐるんぱのようちえん 西内／みなみ∥さく 福音館書店 1979
児童 ぐるんぱのようちえん 西内／みなみ∥さく 福音館書店 1979
児童 あかいぼうし やなせ　たかし∥作　絵 フレーベル 2013.7
児童 ペネロペひとりでふくをきる アン・グットマン∥ぶん 岩崎書店 2005.1
児童 おおきくなるっていうことは 中川／ひろたか∥文 童心社 1999.1
児童 ビリーはもうすぐ１ねんせい ローレンス・アンホール

ト∥文 岩波書店 1997.5
児童 １年生になりました！ ジャネット・アルバーグ 文化出版局 1990.1
児童 メルくんようちえんにいく おおとも／やすお∥さく 福音館書店 2000.3
児童 魔女のワンダは新入生 マーク　スペリング∥作 小峰書店 2006.9
児童 よるのようちえん 谷川／俊太郎∥ぶん 福音館書店 1998.5
児童 わたしもがっこうにいきたいな アストリッド　リンドグ

レーン∥文 徳間書店 2013.1
児童 さくらいろのランドセル さえぐさ　ひろこ∥作 教育画劇 2008.2
児童 あおぞらえんのおんがくかい 斉藤／栄美∥さく ポプラ社 2000.1
児童 いちねんせいのがっこうたんけん おか　しゅうぞう∥さく 佼成出版社 2008.3
児童 いちねんせい 谷川／俊太郎∥詩 小学館 1988.1
児童 もちかた・つかいかたトレーニング 谷田貝　公昭∥監修 学研 2008.1
児童 おてつだいの絵本 辰巳  渚∥作 金の星社 2014.9
児童 こどもあんぜん図鑑 講談社∥編 講談社 2015.2
児童 きけんは、どこに？ オカダ  ケイコ／文・絵 東京：自転

車産業振興 2013
児童 いちねんせいがあるきます！ 北川　チハル∥作 ポプラ社 2011.2
児童 ランドセルいっしょけんめい とよた／かずひこ∥さ ポプラ社 2004.3
児童 チョコちゃん 椰月  美智子∥さく そうえん社 2015.4
児童 ねこぼうとふらわあちゃん きたやま ようこ∥著 講談社 2018.1
児童 ねずみの　でんしゃ 山下／明生∥作 ひさかた

チャイルド 1982.1

児童 うさぎ小学校 アルベルト　ジクストゥ
ス∥文 徳間書店 2007.7

児童 もうすぐ１ねんせい つよし　ゆうこ∥さく 童心社 2009.2
児童 女王さまのぼうし スティーブ  アントニー∥

さく 評論社 2015.1
児童 ぼうしのおうち エルサ・ベスコフ∥さ 福音館書店 2001.5
児童 ペレのあたらしいふく エルサ　ベスコフ∥さく 福音館書店 1978
児童 くつくつどんなくつ？ ウィリアム・ジョイス∥ 富山房 1994.8
児童 くつがあったらなにをする？ ビアトリス・シェンク・

ドゥ・レニエ∥ぶん 福音館書店 2001.1
児童 長ぐつをはいたネコ シャルル　ペロー∥原作 ブロンズ新 2012.1
児童 はいてほしいくつしたのおはなし いしはら  なまこ∥作 ＢＬ出版 2015.9
児童 サナのあかいセーター なりた／まさこ∥作・絵 ポプラ社 2002.1
児童 かようびのドレス ボニ  アッシュバーン∥文 ほるぷ出版 2015.1
児童 ふしぎな５００のぼうし ドクター　スース∥さく 偕成社 2009.2
児童 まっしろなワンピース 遠藤　由季∥作 カゼット 2006.6
児童 ねずみくんのチョッキ なかえ よしを∥作 ポプラ社 2000.2
児童 あかずきん グリム∥[原作] フレーベル 2017.5
児童 まっかなせーたー 岩村／和朗∥絵と文 至光社 1984
児童 かえしてよ、ぼくのぼうし 梅田／俊作∥作・絵 ポプラ社 2000.3
児童 マジシャンミロのふしぎなぼうし ジョン　エイジー∥さ 講談社 2009.7
児童 わたしのぼうし さの／ようこ∥作・絵 ポプラ社 1994



中央館 祝　にゅうえん・にゅうがく  2019年03月～04月　児童展示

- 3 -

資料区分 書名 巻次 著者名 出版者 出版年
児童 まじょのくつ さとう／めぐみ∥ぶん

とえ
ハッピーオ

ウル社 2005.4
児童 おばけふくちょうだい ささき／ようこ∥作・ ポプラ社 2003.1
児童 シンデレラ グリム∥原作 文化学園文

化出版局 2017.3
児童 リサのあかいくつ ハリー・ゲーレン∥絵 セーラー出 1993.8
児童 ぼうしをつかまえて！ エンマ・チチェス

ター・クラーク∥さく ほるぷ出版 1994.1
児童 あかいかさがおちていた 筒井　敬介∥作 童心社 2011.9
児童 アンドレのぼうし 児島／なおみ∥作 リブロポー 1986.5
児童 あかいぼうしのゆうびんやさん ルース　エインズワー

ス∥さく 福音館書店 2011.1
児童 おつきさんのぼうし 高木  さんご∥文 講談社 2013.1
児童 ポットさんのぼうし きたむら　さとし∥え

とぶん ＢＬ出版 2013.6
児童 おかあさんのひがさ みねかわ／なおみ∥作 ＰＨＰ研究 1998.7
児童 ヨンイのビニールがさ ユン／ドンジェ∥作 岩崎書店 2006..5
児童 ぼうしのすきなこぶた マーティン・オーボー

ン∥文
あすなろ書

房 1996.1
児童 ふしぎなあかいぼうし 大鹿／智子∥作・絵 ポプラ社 1993.1
児童 ピッチとあおいふく 井川／ゆり子∥作・絵 ＰＨＰ研究 2006.2
児童 まじょドッコイショのごきげんなドレス 垣内　磯子∥作 あかね書房 2008.3
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 2009.4
児童 かさ 太田／大八∥作・絵 文研出版 1975
児童 おいしいぼうし シゲタ　サヤカ∥作 教育画劇 2013.5
児童 くつしたのはら 村中　李衣∥文 日本標準 2009.1
児童 人権の絵本 大月書店 2000.2
児童 すてきなぼうし あまん／きみこ∥作 あかね書房 2003.3
児童 すっぱりめがね 藤村 賢志∥作 教育画劇 2017.9
児童 もうすぐ一年生 桑原／伸之∥さく 小峰書店 2003.2
児童 くつしたしろくん ザ  キャビンカンパ

ニー∥作  絵 鈴木出版 2016.1
児童 ぼくのパンツがぬすまれた！ アラン・メッツ∥さく 長崎出版 2006..6
児童 くつがいく 和歌山  静子∥作 童心社 2013.3
児童 ぼくはからっぽパンツくん むらた　よしこ∥作 教育画劇 2008.7
児童 あおいかさ いしい　つとむ∥作 教育画劇 2007.4
児童 こぶたのかばん 佐々木　マキ∥作 金の星社 2013.3
児童 すてきなバスケット 小沢／正∥作 福音館書店 1994
児童 みずいろのながぐつ もり  ひさし∥作 金の星社 1981
児童 おしゃれなクララとおばあちゃんのぼう

し
エイミー  デ  ラ  ヘイ
∥文 徳間書店 2015.1

児童 あかいかさ ロバート・ブライト∥
〔さく〕 ほるぷ出版 1977.1

児童 かさの女王さま シリン　イム　ブリッ
ジズ∥文

セーラー出
版 2008.1

児童 ぽけっとくらべ 今江／祥智∥文 文研出版 2005.1
児童 くんちゃんのはじめてのがっこう ドロシー・マリノ∥さ ペンギン社 1982.4
児童 ようちえんにいきたいな アンバー　スチュアー

ト∥文 徳間書店 2010.1
児童 ジオジオのかんむり 岸田／衿子∥作 福音館書店 1980
児童 わたしのワンピース にしまき／かやこ∥・

えとぶん こぐま社 1979
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
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児童 かえるのあまがさ 与田　凖一∥〔著〕 童心社 1977.6
児童 ふしぎな５００のぼうし ドクター＝スース∥さ

く・え 偕成社 1981.1

児童 ようちえんにいくんだもん 角野　栄子∥文 文化学園文
化出版局 2011.1

児童 なくなったあかいようふく 村山／籌子∥作 福音館書店 2002.4
児童 ぼくのくつ 松成／真理子∥作・絵 ひさかた

チャイルド 2006.3

児童 もぐらくんとパラソル ハナ・ドスコチロ
ヴァー∥作 偕成社 2004.1

児童 のはらのスカート 赤羽　じゅんこ∥作 岩崎書店 2009.3
児童 わたしのくつ 柴田　愛子∥文 ポプラ社 2012.9
児童 なないろのプレゼント 石津　ちひろ∥さく 教育画劇 2012.1
児童 かくれんぼ　てぶくろ 東／君平∥さく 大日本図書 1985.1
児童 メガネをかけたら くすのき　しげのり∥ 小学館 2012.1
児童 かばんうりのガラゴ 島田／ゆか∥作／絵 文渓堂 1997.1
児童 ポロポロのすてきなかさ なりた／まさこ∥作・ ポプラ社 2002.5
児童 ボリスとあおいかさ ディック＝ブルーナ∥

さく 講談社 2000.6
児童 コッコさんのともだち 片山／健∥さく・え 福音館書店 1991.4
児童 くつしたがにゅー 岸田／衿子∥ぶん ひかりのく 1992
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