
 ８月展示(児童)

８月展示リスト(児童)　: たのしいおまつり

タイトル 著者 出版者 出版年 分類

10ぴきのかえるのなつまつり 間所 ひさこ/さく 仲川 道子/え PHP研究所 1988.6 E

あいうえおばけのおまつりだ うえの あきお/文 長崎出版 2010.7 E

いのこのまつり 谷 真介/文 赤坂 三好/絵 佼成出版社 1991.9 E

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

えんにち 五十嵐 豊子/さく 福音館書店 2006.1 E

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

おばけのチョウちゃん 長野 ヒデ子/ぶん・え 大日本図書 2011.7 E

おまつりのねがいごと たしろ/ちさと‖作 講談社 2013.7 E

おまつりの日に ターシャ・テューダー/著
メディアファクト
リー

2002.11 E

かぜのおまつり いぬい/とみこ‖さく 福音館書店 2014.4 E

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

きんぎょのおまつり 高部 晴市/[作] フレーベル館 2000.6 E

くうちゃんとかんたのおまつり 芭蕉 みどり/作・絵 ポプラ社 2003.7 E

こえどまつり 大道 あや/作 福音館書店 2011.2 E

こんやもカーニバル 斉藤 洋/作 高畠 那生/絵 講談社 2006.5 E

さかさまつり つきおか ゆみこ/著 佼成出版社 2008.1 E

ちいちゃんとおみこし しみず みちを/作 ほるぷ出版 2003.4 E
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てんぐちゃんのおまつり もりやま みやこ/さく 理論社 2006.11 E

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

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

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 徳間書店 2009.10 E

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

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

はなびのはなし たかとう しょうはち/さく 福音館書店 2005.1 E

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

ひろとチロのなつまつり 成田 雅子/作・絵 講談社 2009.6 E

まじょまつりにいこう せな けいこ/作・絵 ポプラ社 2007.8 E

まつり いせ ひでこ/作 講談社 2010.11 E

まりーちゃんとおまつり フランソワーズ/さく・え 徳間書店 2005.1 E

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

ヨウカイとむらまつり ビーゲン セン/作 汐文社 2008.4 E

リーサの庭の花まつり エルサ・ベスコフ/さく・え 童話館出版 2001.8 E

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

わんぱくだんのなつまつり ゆきの ゆみこ/作 ひさかたチャイルド 2008.6 E

七ふくじんとなつまつり 山末 やすえ/作 教育画劇 2002.6 E

2／3



 ８月展示(児童)

タイトル 著者 出版者 出版年 分類

星まつりのふしぎなふえ 川村たかし/作 石倉欣二/絵 文研出版 1990.9 E

世界のおまつり 世界の子どもたち
アナベル・キンダスリー/文 バー
ナバス・キンダスリー/写真

ほるぷ出版 1998.6 K386

日本の祭り大図鑑 知れば知るほどおもしろい! 芳賀 日向/監修 PHP研究所 2012.3 K386

日本の年中行事百科 河出書房新社 1997.4 K386

年中行事 新谷 尚紀/監修 ポプラ社 2009.3 K386

おばけのなつまつり 山本 和子/作 大和田 美鈴/絵 PHP研究所 2003.7 K913

クルミ森のおはなし 2 末吉 暁子/作 多田 治良/絵 ゴブリン書房 2009.11 K913

こうえんのシロ わたなべ ひろみ/さく・え ポプラ社 2006.5 K913

ひよこまつり 舟崎 克彦/作 国土社 1992.12 K913

ふうたのはなまつり あまん きみこ/作 あかね書房 1976 K913

ふうたのほしまつり あまん きみこ/作 あかね書房 1996.3 K913

ほしまつりの日 宮川 ひろ/作 ふりや かよこ/絵 ポプラ社 2005.6 K913

鬼まつりの夜 2月のおはなし
富安/陽子‖作 はせがわ/かこ‖
絵

講談社 2013.12 K913

妖怪一家の夏まつり 富安 陽子/作 山村 浩二/絵 理論社 2013.1 K913

ムーミン童話全集 トーベ・ヤンソン/作・絵 講談社 1990.8 K949
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