
書名 著者 出版社 出版年 分類

1 ふわふわあったか!てぶくろ 大内 輝雄/監修 チャイルド本社 2007.12 K586

2 たのしいジュニア手芸 2 改訂新版 学研パブリッシング 2010.2 K594

3 1ねんきせつのこうさくあそび お家あそび外あそび まるばやし/さわこ‖著 ポプラ社 2016.7 K750

4 かこさとしあそびずかん ふゆのまき かこ/さとし‖文・絵 小峰書店 2014.12 K781

5 おばけ屋のおばけてぶくろ あわた のぶこ/文 ただ はるよし/絵 小峰書店 2009.1 K913

6 キツネがひろったてぶくろ 岡野 薫子/作・画 岩崎書店 1983.7 K913

7 クモばんばとぎんのくつした 仁科/幸子‖[著] 偕成社 2013.7 K913

8 てぶくろのふたご 二宮/由紀子‖さく フィリケえつこ‖え 理論社 2014.11 K913

9 天使とくつした 今西　裕行‖作　柿本　幸三/絵 あすなろ書房 1985.3 K913

10 長くつしたのピッピ アストリッド・リンドグレーン/作 木村 由利子/文 ポプラ社 1988 K933

11 すずめのくつした
ジョージ・セルデン/ぶん 光吉 郁子/やく ピー
ター・リップマン/え

大日本図書 2010.2 K933

12 あなのはなし
ミラン・マラリーク‖さく 間崎/ルリ子‖やく 二見
/正直‖え・あな

偕成社 2014.9 E

13 おじいさんのてぶくろ ブルガリアの民話より ボリスラフ・ストエフ/絵 寺村 輝夫/文 学研 2003.11 E

14 かたっぽさんどこですか? さこ/ももみ‖作 アリス館 2013.3 E

15 きつねいろのくつした こわせ たまみ/作 いもと ようこ/絵 ひかりのくに 1996.12 E

16 くつしたあみのおばあさん おそのえ けいこ/さく スズキ コージ/絵 PHP研究所 1995.2 E

てぶくろとくつした
展示期間　令和２年1月4日（土）～1月３１日（金）
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17 くつしたくん 中川　ひろたか‖文　１００%　Orange/え ブロンズ新社 2003.8 E

18 くつしたをかくせ! 乙一/文 羽住 都/絵 Aliy Lickfold/訳 光文社 2003.11 E

19 クリスマスにくつしたをさげるわけ 間所 ひさこ/作 ふりや かよこ/絵 教育画劇 2000.10 E

20
クリスマスにはおきててくまさん とくべつな夜は森のな
かまたちといっしょに!

カーマ・ウィルソン/ぶん ジェーン・チャップマン/
え なるさわ えりこ/やく

BL出版 2005.10 E

21 クレメンタインの冬じたく ケイト・スポーン/作 木坂 涼/訳 セーラー出版 1995.11 E

22 こいぬとてぶくろ 矢部 美智代/作 義平 雅夫/絵 PHP研究所 1999.1 E

23 さっちゃんのてぶくろ 内田/麟太郎‖作 つちだ/のぶこ‖絵 金の星社 2014.2 E

24 シラユキさんとあみあみモンスター
アンネマリー・ファン・ハーリンゲン‖作 野坂/悦
子‖訳

BL出版 2016.11 E

25 ターちゃんのてぶくろ おおしま たえこ/作 ポプラ社 2004.12 E

26 だれのおとしもの? 種村/有希子‖作・絵 PHP研究所 2016.11 E

27 てぶくろ いもと/ようこ‖作 講談社 2014.10 E

28 てぶくろ ウクライナ民話 エウゲーニー・M・ラチョフ/え うちだ りさこ/やく 福音館書店 1965.11 E

29 手ぶくろを買いに 新美/南吉‖作 松成/真理子‖絵 岩崎書店 2013.7 E

30 手ぶくろを買いに 新美/南吉‖作 どい/かや‖絵 あすなろ書房 2018.1 E

31 てぶくろがいっぱい
フローレンス・スロボドキン/文 ルイス・スロボド
キン/絵 三原 泉/訳

偕成社 2008.11 E

32 てぶくろくろすけ 川崎 洋/さく 長 新太/え 福音館書店 2004.1 E

33 てぶくろチンクタンク きもと ももこ/さく 福音館書店 2011.10 E
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34 トムがてぶくろおとしたら
ジム・エイルズワース‖文 バーバラ・マクリントッ
ク‖絵 福本/友美子‖訳

犀の工房 2018.11 E

35 とんがとぴんがのプレゼント 西内 ミナミ/さく スズキ コージ/え 福音館書店 2008.10 E

36 はいてほしいくつしたのおはなし いしはら/なまこ‖作 BL出版 2015.9 E

37 はじめてのクリスマス ルッキオとフリフリ 庄野/ナホコ‖作 講談社 2014.10 E

38 ふたつでひとつ かじり/みな子‖さく 偕成社 2017.11 E

39 ペネロペゆきあそびをする
アン・グットマン‖ぶん　ゲオルグ・ハレンスレー
ベン/え

岩崎書店 2016.10 E

40 ぼくここにいるよ マスダ/カルシ‖著 静岡新聞社 2018.9 E

41 ぼくのくつしたおまけつき 礒/みゆき‖作・絵 ひさかたチャイルド 2018.9 E

42 ぼくのくつしたはどこ? マライケ・テン・カーテ‖さく 木坂/涼‖やく ほるぷ出版 2014.1 E

43 ぼくのてぶくろ ふくだ すぐる/さく・え 岩崎書店 2009.11 E

44 ぽちっとあかいおともだち
コーリン・アーヴェリス‖文 フィオーナ・ウッド
コック‖絵 福本/友美子‖訳

少年写真新聞社 2017.8 E

45 ぼっちとぽっち くつしたのおはなし まつばら/のりこ‖さく・え 岩崎書店 2019.5 E

46 ミトン
ジャンナ・ジー・ヴィッテンゾン/さく レオニード・シュ
ワルツマン/え はっとり みすず/ほんあん

河出書房新社 2003.9 E

47 もりのてぶくろ 八百板 洋子/ぶん ナターリヤ・チャルーシナ/え 福音館書店 2010.9 E

48 山おとこのてぶくろ 松谷 みよ子/ぶん 田島 征三/え ほるぷ出版 1984.11 E

49 リゼッテとみどりのくつしたかたいっぽう 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 2008.7 E

50 ルルちゃんのくつした せな けいこ/さく・え 福音館書店 1978 E
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