
呉羽分館　8月　児童展示：おまつり だいすき
展示期間：平成30年8月1日（水）～8月31日（金）

№ 書名 著者名 出版者 出版年 分類

1 あいうえおばけのおまつりだ うえの あきお/文 美濃 瓢吾/絵 長崎出版 2010.7 Ｅ

2 うみのおまつりどどんとせ さとう わきこ/さく・え 福音館書店 2012.4 Ｅ

3 えんにち 五十嵐 豊子/さく 福音館書店 2006.1 Ｅ

4 えんにち奇想天外 斎藤 孝/文 つちだ のぶこ/絵 ほるぷ出版 2004.6 Ｅ

5 おさるのこうすけ 武田/美穂‖作・絵 童心社 2017.4 Ｅ

6 おっきょちゃんとかっぱ 長谷川 摂子/文 降矢 奈々/絵 福音館書店 1997.8 Ｅ

7 おばけのもり ことばあそび絵本 石津 ちひろ/作 長谷川 義史/絵 小学館 2006.7 Ｅ

8 おぼんぼんぼんぼんおどりの日! ますだ/ゆうこ‖作 たちもと/みちこ‖絵 文溪堂 2015.8 Ｅ

9 おまつり!おまツリー!! 林/木林‖作 山口/亜耶‖絵 絵本塾出版 2016.5 Ｅ

10 おまつりおまつり!
オトフリート=プロイスラー/さく ロージー=フォーゲ
ル/え たかはし ようこ/やく

偕成社 1991.1 Ｅ

11 おまつりのねがいごと つんつくむらのおはなし たしろ/ちさと‖作 講談社 2013.7 Ｅ

12 おまつりの日に ターシャ・テューダー/著 ないとう りえこ/やく メディアファクトリー 2002.11 Ｅ

13 おまつりやさん 飯野/由希代‖作 大島/妙子‖絵 ひさかたチャイルド 2015.6 Ｅ

14 お祭りにいけなかったもみの木 市川 里美/作 角野 栄子/訳 偕成社 2000.11 Ｅ

15 お祭りのすきな ロバ 三井 小夜子/さく 偕成社 1984.11 Ｅ

16 かわうそドンのはなび 小沢 良吉/作・絵 フレーベル館 1981.3 Ｅ
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17 きしわだのだんじりまつり なかむら しょうこ/作 さいとう しのぶ/絵 リーブル 1999.9 Ｅ

18 きつねをつれてむらまつり こわせ たまみ/作 二俣 英五郎/絵 教育画劇 1990.6 Ｅ

19 きょじんのおまつり
マックス・ボリガー/ぶん モニカ・レイムグルーバー/
え たなか きよこ/やく

ほるぷ出版 1978 Ｅ

20 きんぎょのおまつり 高部 晴市/[作] フレーベル館 2000.6 Ｅ

21 こえどまつり 大道 あや/作 福音館書店 2011.2 Ｅ

22 こぐまのミモのジャムやさん いちかわ/なつこ‖作 あかね書房 2015.4 Ｅ

23 14ひきのあきまつり いわむら かずお/さく 童心社 1992.10 Ｅ

24 しゅん 高部/晴市‖作 BL出版 2015.7 Ｅ

25 たこのタコちゃん かんざわ としこ/さく たばた せいいち/え あかね書房 2008.6 Ｅ

26 ちょうちんまつり 唐 亜明/文 徐 楽楽/絵 福音館書店 1994.11 Ｅ

27 どろだんごとたごとのつきまつり 飯野/和好‖作 BL出版 2015.9 Ｅ

28 どんぐりむらのどんぐりえん なかや/みわ‖さく 学研プラス 2013.9 Ｅ

29 なんででんねん天満はん 天神祭 今江 祥智/ぶん 長 新太/え 童心社 2003.6 Ｅ

30 にんじゃサンタのなつまつり 丸山/誠司‖[作] PHP研究所 2014.6 Ｅ

31 ねこのはなびや 渡辺 有一/作 フレーベル館 2001.6 Ｅ

32 ネズミちゃんとおまつりのふうせん
バレリー・ゴルバチョフ/作・絵 なかがわ ちひ
ろ/訳

徳間書店 2009.10 Ｅ

33 パオちゃんのなつまつり なかがわ みちこ/さく・え PHP研究所 2003.6 Ｅ
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34 ばけばけばけばけばけたくん おまつりの巻 岩田 明子/ぶん・え 大日本図書 2012.7 Ｅ

35 ばけばけ町のべろろんまつり たごもり のりこ/作・絵 岩崎書店 2005.3 Ｅ

36 ばけまつり 広瀬/克也‖作 佼成出版社 2015.6 Ｅ

37 はなび 秋山 とも子/作 教育画劇 2003.6 Ｅ

38 はなびドーン カズコ G.ストーン/さく 童心社 2012.6 Ｅ

39 はなびのよる 梅田 俊作/作絵 梅田 佳子/作絵 佼成出版社 1989.9 Ｅ

40 はらっぱむらのなつまつり かとう まふみ/作・絵 フレーベル館 2009.7 Ｅ

41 ひろとチロのなつまつり 成田 雅子/作・絵 講談社 2009.6 Ｅ

42 ファビアンのふしぎなおまつり
マリット・テルンクヴィスト‖作・絵 長山/さき
‖訳

徳間書店 2017.9 Ｅ

43 ポテトむらのコロッケまつり 竹下/文子‖文 出口/かずみ‖絵 教育画劇 2016.2 Ｅ

44 まつり いせ ひでこ/作 講談社 2010.11 Ｅ

45 みつばちみつひめ どどんとなつまつりの巻 秋山 あゆ子/作 ブロンズ新社 2010.7 Ｅ

46 むしたちのおまつり 得田 之久/文 久住 卓也/絵 童心社 2005.5 Ｅ

47 モモちゃんのおいのり 松谷 みよ子/文 武田 美穂/絵 講談社 1996.2 Ｅ

48 ヨウカイとむらまつり ビーゲン セン/作 永井 郁子/絵 汐文社 2008.4 Ｅ

49 わたあめおばけ とよた かずひこ/作・絵 学研 2004.8 Ｅ

50 わにわにのおでかけ 小風 さち/ぶん 山口 マオ/え 福音館書店 2007.9 Ｅ
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