
 四方分館　3月　展示(児童)：本からおとがきこえるよ

展示期間：平成31年3月1日(金)～3月 31日(日)まで

タイトル 著者 出版者 出版年 分類

1 生きもの鳴き声ひみつずかん 学研教育出版 2013.11 K481

2 鳴く虫観察事典
小田 英智/構成・文 松山 史郎/
写真

偕成社 2007.3 K486

3 鳴く虫の科学 なぜ鳴くのか、どこから音を出すのか、そのメカニズムを探る
高嶋/清明‖写真・文 海野/和男
‖監修

誠文堂新光社 2013.6 K486

4 ずら〜りカエルならべてみると…
高岡 昌江/ぶん 松橋 利光/しゃ
しん

アリス館 2002.5 K487

5 鳥のなき声ずかん
薮内 正幸/ぶん・え 篠原 栄太/
もじ 佐藤 聡明/おと

福音館書店 1992.5 K488

6 聴診器で地球の音を聞いてみよう 聞こえてくるのはどんな音? 河出書房新社/編 河出書房新社 2007.8 K492

7 知って楽しい花火のえほん 冴木 一馬/作 山田 ちづこ/絵 あすなろ書房 2008.7 K575

8 木の音 林 美智子/著 うすい しゅん/絵 けやき書房 2007.11 K913

9 あのひの音だよおばあちゃん 佐野 洋子/さく・え フレーベル館 2007.12 K913

10 優しい音 三輪 裕子/作 せきね ゆき/絵 小峰書店 2009.12 K913

11 ムジカの森の音楽隊 さくらい ともか/著 くもん出版 2011.5 K913

12 お父ちゃんの音や! 大野 圭子/作 古味 正康/絵 文研出版 2012.5 K913

13 ぶきみな音レストラン たかい よしかず/絵 童心社 2005.10 K913

14 世界でいちばんやかましい音
ベンジャミン・エルキン/作 松岡
享子/訳 太田 大八/絵

こぐま社 1999.3 K933

15 もこもこもこ 谷川 俊太郎/作 元永 定正/絵 文研出版 1977.4 E

16 雨、あめ ピーター・スピアー/[著] 評論社 1984.6 E
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17 ころころころ 元永 定正/さく・え 福音館書店 1984.11 E

18 がたんごとんがたんごとん 安西 水丸/さく 福音館書店 1987.6 E

19 めっきらもっきらどおんどん 長谷川 摂子/作 ふりや なな/画 福音館書店 1990.3 E

20 おじさんのかさ 佐野 洋子/作・絵 講談社 1992.5 E

21 わんわんわんわん 高畠 純/作 理論社 1993.4 E

22 てんてんてん わかやま しずこ/さく 福音館書店 1998.6 E

23 ごぶごぶごぼごぼ 駒形 克己/さく 福音館書店 1999.4 E

24 ぴょーん まつおか たつひで/作・絵 ポプラ社 2000.6 E

25 じゃあじゃあびりびり 改訂 まつい のりこ/作・絵 偕成社 2001.8 E

26 あめふりのおおさわぎ
デイビッド・シャノン/さく 小川
仁央/やく

評論社 2002.7 E

27 とっとことっとこ まつい のりこ/さく 童心社 2003.5 E

28 しゃっくりがいこつ
マージェリー・カイラー/作 S.D.
シンドラー/絵 黒宮 純子/訳

セーラー出版 2004.10 E

29 ごろんごろん まつおか たつひで/作・絵 ポプラ社 2007.1 E

30 ぼくがうまれた音 近藤 等則/文 智内 兄助/絵 福音館書店 2007.3 E

31 あめぽぽぽ
ひがし なおこ/さく きうち たつ
ろう/え

くもん出版 2009.5 E

32 あめかな! U.G.サトー/さく・え 福音館書店 2009.5 E

33 なきごえたくはいびん えがしら/みちこ‖著 白泉社 2017.12 E
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34 カミナリこぞうがふってきた シゲリ カツヒコ/作 ポプラ社 2010.6 E

35 おとがいっぱい コロボックルのことばえほん たちもと みちこ/作 ブロンズ新社 2010.9 E

36 みずちゃぽん 新井 洋行/さく 童心社 2011.6 E

37 がたんごとんがたんごとんざぶんざぶん 安西 水丸/さく 福音館書店 2012.5 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 だれのなきごえかな?
ディック・ブルーナ‖ぶん/え ま
つおか/きょうこ‖やく

福音館書店 2013.4 E

40 バスガエル
戸田/和代‖作 シゲリ/カツヒコ
‖絵

佼成出版社 2013.6 E

41 かぜのおまつり
いぬい/とみこ‖さく 梶山/俊夫
‖え

福音館書店 2014.4 E

42 びっくりはなび しかけでドーン 新井/洋行‖作 講談社 2014.7 E

43 おふろでじゃぶじゃぶ
フィリス・ゲイシャイトー‖ぶん デイ
ヴィッド・ウォーカー‖え 福本/友美子‖や
く

岩崎書店 2014.8 E

44 なきごえバス えがしら/みちこ‖著 白泉社 2015.12 E

45 だれのこえ? まつおか/たつひで‖作・絵 ポプラ社 2016.4 E

46 よるのおと たむら/しげる‖著 偕成社 2017.6 E

47 うるさいアパート
マック・バーネット‖文 ブライアン・
ビッグズ‖絵 椎名/かおる‖訳 あすなろ書房 2017.8 E

48 しゃっくりくーちゃん 竹下/文子‖文 岡田/千晶‖絵 白泉社 2017.9 E

49 村の音が聞こえる ネパール山村の暮らし 佐藤/敬久‖文・写真 リーブル出版 2017.9 E

50 どしゃぶり
おーなり/由子‖ぶん はた/こう
しろう‖え

講談社 2018.6 E
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