
奥田北分館　12月　展示（児童）：親子でふれあう絵本の時間

展示期間：平成28年12月1日（木）～12月28日（水）まで

タイトル 著者 出版者 出版年 分類

1 うさぎちゃん せな けいこ/作・絵 金の星社 1980.9 E

2 いないいないばあ 松谷 みよ子/文 童心社 1981.5 E

3 とらたとまるた
なかがわ りえこ/ぶん
なかがわ そうや/え

福音館書店 1982.9 E

4 はっぱとミー いもと ようこ/作・絵 金の星社 1984.7 E

5 おはよう
なかがわ りえこ/さく
やまわき ゆりこ/え

グランまま社 1986.5 E

6 にんじんさんがあかいわけ
松谷 みよ子/ぶん
 ひらやま えいぞう/え 童心社 1989.1 E

7 おひさまおねがいチチンプイ
なかがわ りえこ/さく
やまわき ゆりこ/え

福音館書店 1991.5 E

8 ふくろうのそめものや 松谷 みよ子/ぶん 童心社 1991.6 E

9 ゆうれいのたまご せな けいこ/作 童心社 1992.6 E

10 あめこんこん
松谷 みよ子/文
武田 美穂/絵 講談社 1995 E

11 うさたろうのばけもの日記 せな けいこ/作 童心社 1995.12 E

12 はじめてのゆき
なかがわ りえこ/さく
なかがわ そうや/え

福音館書店 1996.1 E

13 たぬきちのともだち せな けいこ/作・絵 鈴木出版 1996.11 E

14 つんつくせんせいどうぶつえんにいく
たかどの ほうこ/さく・え

フレーベル館 1998.9 E

15 とうふこぞう せな けいこ/作 童心社 2000.6 E

16 ばけねこになりたい せな けいこ/作 童心社 2001.7 E
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奥田北分館　12月　展示（児童）：親子でふれあう絵本の時間

タイトル 著者 出版者 出版年 分類

17 ぼんぞうののぞきだま
たかどの ほうこ/ぶん
 さの ようこ/え ポプラ社 2002.1 E

18 アプリイ・ダプリイのわらべうた
ビアトリクス・ポター/さく・え
なかがわ りえこ/やく

福音館書店 2002.10 E

19 うさぎちゃんスキーへいく せな けいこ/作・絵 金の星社 2002.10 E

20 セシリ・パセリのわらべうた
ビアトリクス・ポター/さく・え
 なかがわ りえこ/やく

福音館書店 2002.10 E

21 つんつくせんせいとふしぎなりんご たかどの ほうこ/さく・え フレーベル館 2002.9 E

22 ふゆのおばけ せな けいこ/作・絵 金の星社 2003.3 E

23 ちいさいモモちゃん 1
松谷 みよ子/文
中谷 千代子/絵 講談社 2003.4 E

24 まあちゃんのまほう
たかどの ほうこ/さく

福音館書店 2003.4 E

25 もりのがっしょうだん
たかどの ほうこ/作
飯野 和好/絵

教育画劇 2003.5 E

26 おひさまとおつきさまのけんか せな けいこ/作・絵 ポプラ社 2003.7 E

27 もみちゃんともみの木
たかどの ほうこ/作
いちかわ なつこ/絵

あかね書房 2004.10 E

28 もりのパンやさん
松谷 みよ子/ぶん
 ひらやま えいぞう/え 童心社 2004.10 E

29 ワニーさんのおまけつきレストラン
岡本 一郎/原案
いもと ようこ/文・絵

ひかりのくに 2004.10 E

30 おとなになったら… いもと ようこ/絵と文 至光社 2005 E

31 ぽんこちゃんのどろろんぱ たかどの ほうこ/作 あかね書房 2005.12 E

32 おむすびころりん 松谷 みよ子/著 童心社 2006.12 E

33 ももたろう 松谷 みよ子/著 童心社 2006.12 E
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タイトル 著者 出版者 出版年 分類

34 ねことらくん
なかがわ りえこ/さく
やまわき ゆりこ/え

福音館書店 2006.9 E

35 こわーいはなし せな けいこ/作・絵 鈴木出版 2007.11 E

36 山をはこんだ九ひきの竜
松谷 みよ子/文
 司 修/絵 佼成出版社 2007.4 E

37 えりまきの花
中島 和子/作
いもと ようこ/絵

ひかりのくに 2008.10 E

38 ゆかいなさんにんきょうだい 1 たかどの ほうこ/作・絵 アリス館 2008.10 E

39 ともだち
まつたに みよこ/ぶん
わたなべ さぶろう/え ブッキング 2008.2 E

40 まあちゃんのながいかみ
たかどの ほうこ/さく

福音館書店 2008.4 E

41 みかん
なかがわ りえこ/ぶん
やまわき ゆりこ/え

ブッキング 2008.4 E

42 みんなおやすみ…
和木 亮子/作
いもと ようこ/絵

金の星社 2008.8 E

43 こぶとりたろう
たかどの ほうこ/作
杉浦 範茂/絵 童心社 2009.11 E

44 ブーのみるゆめ
宮川 ひろ/作
いもと ようこ/絵

ひかりのくに 2009.6 E

45 たつのこたろう 松谷 みよ子/文 講談社 2010.8 E

46 つんつくせんせいとまほうのじゅうたん たかどの ほうこ/さく・え フレーベル館 2013.10 E

47 かずのえほん いもと ようこ/作絵 金の星社 2013.8 E

48 おかし
なかがわ りえこ/ぶん
 やまわき ゆりこ/え

福音館書店 2013.9 K596

49 プレゼントの木 いもと ようこ/作絵 金の星社 2014.10 E

50 チューせんせいはおいしゃさん いもと ようこ/作・絵 ひかりのくに 2014.9 E
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