
 10月展示(児童)

10月展示リスト(児童)　: わたしのおうち

タイトル 著者 出版者 出版年 分類

青い大きな家
ケイト・バンクス/さく G.ハレン
スレーベン/え いまえ よしとも/

BL出版 2008.6 E

うみの100かいだてのいえ いわい/としお‖[作] 偕成社 2014.7 E

ヴァレンカのちいさな家
ベルナデッテ・ワッツ/さく いけ
だ かよこ/やく

ほるぷ出版 1992.3 E

おうちでんしゃはっしゃしまーす 間瀬/なおかた‖作・絵 ひさかたチャイルド 2013.12 E

おばあちゃんとおじいちゃんの家にいくときは
アン・ボーウェン/さく トメク・
ボガツキ/え ひろはた えりこ/や

小峰書店 2010.10 E

おらんうーたんのおうち
岩合 日出子/ぶん 岩合 光昭/
しゃしん

福音館書店 2010.3 E

きんぎょのおうち 高部 晴市/[作] フレーベル館 2005.7 E

くまのオットーとえほんのおうち
ケイティ・クレミンソン/作・絵
横山 和江/訳

岩崎書店 2011.6 E

世界の鳥の巣の本 鈴木 まもる/著 岩崎書店 2001.8 E

だれのおうち? accototo‖著 幻冬舎 2013.11 E

ちか100かいだてのいえ いわい としお/[作] 偕成社 2009.11 E

トトシュとマリーとたんすのおうち
カタリーナ・ヴァルクス/作 ふし
み みさを/訳

クレヨンハウス 2011.4 E

鳥の巣みつけた 鈴木 まもる/文と絵 あすなろ書房 2002.4 E

はっぱのおうち 征矢 清/さく 林 明子/え 福音館書店 2010.1 E

100かいだてのいえ いわい としお/[作] 偕成社 2008.6 E

びーばーくんのおうち
イングリット・シューベルト/著
ディーター・シューベルト/著 に

星の環会 2004.5 E
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タイトル 著者 出版者 出版年 分類

ピネくんとさかなのおうち accototo/作・絵 学研 2008.12 E

百年の家
ロベルト・インノチェンティ/絵
J.パトリック・ルイス/作 長田

講談社 2010.3 E

ぼくのいえにけがはえて 川北 亮司/文 石井 聖岳/絵 くもん出版 2010.6 E

ミッフィーのおうち
ディック=ブルーナ/さく かどの
えいこ/やく

講談社 2004.10 E

リサのおうち
アン・グットマン/ぶん ゲオル
グ・ハレンスレーベン/え 石津

ブロンズ新社 2002.5 E

学習に役立つくらしのうつりかわりシリーズ 1 本間 昇/作 岩崎書店 1996.4 K210

日本人の20世紀・くらしのうつりかわり 4 宮田 利幸/監修 小峰書店 2000.4 K210.6

おばあちゃんの家わたしの家 たかい/ひろこ‖著 ポプラ社 2014.12 K382.1

熱帯の森の家族 関野/吉晴‖著 ほるぷ出版 2014.3 K382.66

国際理解に役立つ世界の衣食住 7 小峰書店 2001.4 K383

世界あちこちゆかいな家めぐり 小松 義夫/文・写真 西山 晶/絵 福音館書店 2004.10 K383.9

ぼくの家(うち)は「世界遺産」 小松 義夫/著 白水社 2007.11 K383.9

ぼくの鳥の巣絵日記 鈴木 まもる/作・絵 偕成社 2005.5 K488.1

鳥の巣研究ノート Part1 鈴木 まもる/文と絵 あすなろ書房 2004.5 K488.1

世界の鳥の巣の本 鈴木 まもる/著 岩崎書店 2001.8 K488.1

こんな家にすんでたら 世界の家の絵本 ジャイルズ・ラロッシュ‖作 千
葉/茂樹‖訳

偕成社 2013.2 K520.2

日本の家 北から南まで 織田 憲嗣/さく 福音館書店 1989.7 K521

シリーズ 世界の家とくらし 2　　寒い土地の家 リブリオ出版 1989.9 K527

シリーズ 世界の家とくらし 3　　水上の家 リブリオ出版 1989.9 K527

国際理解教育にやくだついろんな国・いろんなことば 4 ポプラ社 1996.4 K801
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タイトル 著者 出版者 出版年 分類

いたずらまじょ子とおかしのおうち 藤 真知子/作 ゆーち みえこ/絵 ポプラ社 1994.9 K913

引き出しの中の家 朽木 祥/作 金子 恵/絵 ポプラ社 2010.3 K913.6

ヒノキノヒコのかくれ家 人形のすきな男の子 佐藤 さとる/作 村上 勉/絵 講談社 2009.9 K913.6

やどかりどんのやどさがし 大島 まや/作 高部 晴市/絵 講談社 2004.2 K913.6

おかしのいえのおばけパーティー むらい かよ/著 ポプラ社 2006.10 K913.6

でんしゃがおうちレイルちゃん おおたに みねこ/作 100%ORANGE/
絵

理論社 2009.10 K913.6

イチゴの村のお話たち 1 エム・エーフィールド‖文 いち
こ‖[ほか]絵

学研教育出版 2013.12 K913.68

大きな森の小さな家 ローラ・インガルス・ワイルダー
/作 恩地 三保子/訳 ガース・

福音館書店 2002.6 K933.7

大草原の小さな家 ローラ・インガルス・ワイルダー
/作 中村 凪子/訳 椎名 優/絵

角川書店 2012.7 K933.7

本だらけの家でくらしたら N.E.ボード/作 柳井 薫/訳 ひら
い たかこ/絵

徳間書店 2009.12 K933.7

ネズミさんとモグラくんの楽しいおうち ウォン・ハーバート・イー/作 小
野原 千鶴/訳

小峰書店 2010.7 K933.7

木の上の家 ビアンカ・ピッツォルノ/作 長野
徹/訳 クェンティン・ブレイク/

汐文社 2006.5 K973

大きなクマのタハマパー 家をたてるのまき ハンネレ・フオヴィ/作 末延 弘
子/訳 いたや さとし/絵

ひさかたチャイルド 2010.3 K993.613

マウとバウの新しい家 ティモ・パルヴェラ‖作 末延/弘
子‖訳 矢島/眞澄‖絵

文研出版 2014.2 K993.613

オンネリとアンネリのおうち マリヤッタ・クレンニエミ/作 マ
イヤ・カルマ/絵 渡部 翠/訳

プチグラパブリッシ
ング

2005.7 K993.613
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