
四方分館 10月　展示(児童):なかよしかぞく

展示期間：平成28年10月1日(土)～10月 31日(月)まで

タイトル 著者 出版者 出版年 分類

1 日本は世界で何番目? 2 藤田/千枝‖編 大月書店 2013.12 031.5

2 縄文人がぼくの家(うち)にやってきたら!? 山田/康弘‖著 実業之日本社 2014.2 210.25

3 歴史を知ろう明治から平成 1 「歴史を知ろう明治から平成」編集委員会/編 岩崎書店 2012.3 210.6

4 くらべてみよう!昭和のくらし 1 新田 太郎/監修 学研 2009.2 210.76

5 日本と世界のしくみがわかる!よのなかマップ 新版 日能研‖編 日本経済新聞出版社‖編 日本経済新聞出版社 2014.10 300

6 日本のもと 家族 服藤 早苗/監修 講談社 2011.8 302.1

7 きみの家族はだれ? 家族と法律
池上 彰/総監修 山根法律総合事務所/法律監
修 こどもくらぶ/編・著

ほるぷ出版 2002.11 324.6

8 子どもが働く国があるの? 世界の家族
稲葉 茂勝/著 池上 彰/総監修 こどもくらぶ/
編

ほるぷ出版 2003.1 361.63

9 家族って変わっていくの? 池上 彰/総監修 ほるぷ出版 2003.1 362.1

10 なぜ命はたいせつなの? 家族と命 池上 彰/総監修 こどもくらぶ/編・著 ほるぷ出版 2002.12 367.3

11 家族はチームだもっと会話をしろ! 斎藤 孝/著 PHP研究所 2004.10 367.3

12 おばあちゃんがぼけた 村瀬 孝生/著　100%ORANGE/装画・挿画 理論社 2007.2 369.263

13 熱帯の森の家族 関野/吉晴‖著 ほるぷ出版 2014.3 382.66

14 タンチョウのきずな　「日本の鶴」の一年 久保/敬親‖写真と文 小学館 2015.7 488.5

15 キタキツネのおとうさん 竹田津/実‖文 あべ/弘士‖絵 福音館書店 2013.10 489.56

16 おかあさんのそばがすき 今西/乃子‖著  浜田/一男‖写真 金の星社 2013.7 645.6
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四方分館 10月　展示(児童):なかよしかぞく

タイトル 著者 出版者 出版年 分類

17 おりがみしよっ! かぞくであそぼ! 新宮 文明/著 日本文芸社 2012.12 754.9

18 メッシ ハンデをのりこえた小さなヒーロー マイケル・パート‖著 樋渡/正人‖訳 ポプラ社 2013.10 783.47

19 ハッピーファミリー 魚住 直子/作　渡辺 あきお/絵 学研 2001.10 913.6

20 おまじないのてがみ 赤羽 じゅんこ/作 石井 勉/絵 文研出版 2011.1 913.6

21 パパはステキな男のおばさん 石井 睦美/文 あおき ひろえ/絵 BL出版 2011.2 913.6

22 ふたりでまいご いとう ひろし/さく 徳間書店 2002.2 913.6

23 わすれんぼうにかんぱい! 宮川 ひろ/作 小泉 るみ子/絵 童心社 2011.5 913.6

24 おはようスーちゃん
ジョーン・G.ロビンソン/作・絵 中川 李枝子
/訳

アリス館 2007.9 933.7

25 おにいちゃんといっしょ
ウルフ・スタルク/作 菱木 晃子/訳 はた こ
うしろう/絵

小峰書店 2003.2 949.83

26 100万回生きたねこ 佐野 洋子/作・絵 講談社 1977.10 E

27 あかちゃんのゆりかご レベッカ・ボンド/作 さくま ゆみこ/訳 偕成社 2002.1 E

28 あなたがとってもかわいい みやにし たつや/作絵 金の星社 2008.2 E

29 いいこってどんなこ?
ジーン・モデシット/文 ロビン・スポワート/
絵 もき かずこ/訳

富山房 1994.10 E

30 おかん 平田 昌広/ぶん 平田 景/え 大日本図書 2009.4 E

31 おじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃん 長谷川 義史/作 BL出版 2000.7 E

32 おちゃわんかぞく 林/木林‖文 いぬんこ‖絵 白泉社 2015.5 E

33 おばけかぞくのいちにち 西平 あかね/さく 福音館書店 2012.2 E
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四方分館 10月　展示(児童):なかよしかぞく

タイトル 著者 出版者 出版年 分類

34 おへそのあな 長谷川 義史/作 BL出版 2006.9 E

35 おんなじおんなじおんなじね 苅田/澄子‖作 つちだ/のぶこ‖絵 学研教育出版 2014.2 E

36 くっついた 三浦 太郎/作・絵 こぐま社 2005.8 E

37 くもをおいかけてごらん、ピープー
ローレンス・ブルギニョン/作 ヴァレリー・
ダール/絵 柳田 邦男/訳

文渓堂 2007.10 E

38 ぜったいたべないからね ローレン・チャイルド/作 木坂 涼/訳 フレーベル館 2002.1 E

39 だいじょうぶだいじょうぶ いとう ひろし/作・絵 講談社 2006.10 E

40 たからものはなあに? あいだ ひさ/作 たかばやし まり/絵 偕成社 2009.6 E

41 だめだめママだめ! 天野 慶/文 はまの ゆか/絵 ほるぷ出版 2011.10 E

42 ちょっとだけ 滝村 有子/さく 鈴木 永子/え 福音館書店 2007.11 E

43 ないしょのおともだち
ビバリー・ドノフリオ/文 バーバラ・マクリ
ントック/絵 福本 友美子/訳

ほるぷ出版 2009.5 E

44 ニンニンジャーかぞく のぶみ‖さく 講談社 2015.5 E

45 ピヨピヨスーパーマーケット 工藤 ノリコ/著 佼成出版社 2003.12 E

46 ふうとはなとうし いわむら かずお/さく 童心社 2010.10 E

47 ぼくがおおきくなったら
くすのき しげのり/原作 いもと ようこ/文・
絵

佼成出版社 2010.10 E

48 まほうの夏
藤原 一枝/作 はた こうしろう/作 はた こう
しろう/絵

岩崎書店 2002.5 E

49 みんなあかちゃんだった 鈴木 まもる/作 小峰書店 2000.5 E

50 わがままいもうと ねじめ 正一/文 村上 康成/絵 教育画劇 2005.11 E
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