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令和５年度事業貸出し利用案内 別冊－１
「資料リスト」の利用にあたって

　本リストは、北海道立図書館における「図書館活動支援事業」の一つである「事業貸出し」資料のう
ち、「資料リスト１－８」を掲載しています。

●貸出しの申込みについて

　掲載資料をご利用の際には、『令和５年度図書館活動支援事業案内』及び『事業貸出し利用案内』（図書館ポータ

ル、道立図書館ＨＰ内）をご一読の上、様式６「事業貸出し申込書」により、企画支援課あてお申し込みください。
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Ⅲ　資料リスト　※新規資料には「☆」印がついています。

１　大型絵本（180冊）  

No. タイトル 著者名 出版者 出版年

1 あいうえおうさま
寺村 輝夫‖文  和歌山 静子‖絵
杉浦 範茂‖デザイン

理論社 2020

2 あかまるちゃんとくろまるちゃん 上野 与志‖作 チャイルド本社 2009

3 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 2016

4 あぶない！
ラビッツアイ‖文・構成
鈴木 えりん‖絵

チャイルド本社 2013

5 あめのひのえんそく 間瀬 なおかた‖作・絵 チャイルド本社 2007

6 ありとすいか たむら しげる‖作・絵 ポプラ社 2004

7 あるのかな
織田 道代‖作
飯野 和好‖絵

すずき出版 2007

8
アレクサンダとぜんまいねずみ
ともだちをみつけたねずみのはなし

レオ=レオニ‖作
谷川 俊太郎‖訳

好学社 2012

9 いただきバス 藤本 ともひこ‖作・絵 鈴木出版 2008

10 いつもいっしょに こんの ひとみ‖作 金の星社 2009

11 いもほりバス 藤本 ともひこ‖作・絵 鈴木出版 2012

12 うがいライオン
ねじめ 正一‖作
長谷川 義史‖絵

鈴木出版 2012

13 うさぎのくれたバレエシューズ 安房 直子‖文 小峰書店 2004

14 うみキリン あきやま ただし‖作・絵 金の星社 2016

15 ウララちゃんのたんじょうび 山本 なおこ‖作 ポプラ社 2005

16 うんこダスマン 村上 八千世‖文 ほるぷ出版 2007

17 うんぴ・うんにょ・うんち・うんご 村上 八千世‖文 ほるぷ出版 2007

18 えらいえらい! ますだ ゆうこ‖ぶん そうえん社 2008

19 おいしくたべよう！
ラビッツアイ‖文・構成
柿田 ゆかり‖絵

チャイルド本社 2015

20 おおきなきがほしい さとう さとる‖ぶん 偕成社 2007

21 おおきなかぶ ロシア民話　A.トルストイ‖再話 福音館書店 1962

22 おかあさんだいすきだよ みやにし たつや‖作・絵 金の星社 2015

23 おかしなかくれんぼ 山脇 恭‖作 チャイルド本社 2008

24 おこだでませんように
くすのき しげのり‖さく
石井 聖岳‖絵

小学館 2014

25 おこる
中川 ひろたか‖作
長谷川 義史‖絵

金の星社 2012

26 おじいちゃんのごくらくごくらく 西本 鶏介‖作 鈴木出版 2007

27 おじさんのかさ 佐野 洋子‖作・絵 講談社 2003

28 おっぱい みやにし たつや‖作・絵 鈴木出版 2005

29 おばけの地下室たんけん ジャック・デュケノワ‖さく ほるぷ出版 2008

30 おばけのてんぷら せな けいこ‖作・絵 ポプラ社 2004

31 おばけのバーバパパ アネット・チゾン‖さく 偕成社 2003

32 おばけびょうきになる ジャック・デュケノワ‖さく ほるぷ出版 2008

33 おまえうまそうだな 宮西 達也作‖絵 ポプラ社 2006

34 おめんです いしかわ こうじ‖作・絵 偕成社 2014
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35 おめんです２ いしかわ こうじ‖作・絵 偕成社 2018

☆36 おめんです３ いしかわ こうじ‖作・絵 偕成社 2023

37 おやおや、おやさい
石津 ちひろ‖文
山村 浩二‖絵

福音館書店 2014

38 かたあしだちょうのエルフ おのき がく‖文・絵 ポプラ社 2004

39 がっこうでトイレにいけるかな? 村上 八千世‖文 ほるぷ出版 2007

40 かばくん
岸田 衿子‖さく
中谷 千代子‖え

福音館書店 2001

41 からすのパンやさん かこ さとし‖絵と文 偕成社 1997

42 ガンピーさんのふなあそび ジョン・バーニンガム‖さく ぽるぷ出版 2004

43 きたきつねのゆめ 手島 圭三郎‖画・文 リブリオ出版 2005

44 きつねのでんわボックス 戸田 和代‖作 金の星社 2008

45 キャベツくん 長 新太‖文・絵 文研出版 2007

46 給食番長 よしなが こうたく‖さく 長崎出版 2013

47 999ひきのきょうだい
木村 研‖文
村上 康成‖絵

チャイルド本社 2005

48 999ひきのきょうだいのおひっこし
木村 研‖文
村上 康成‖絵

チャイルド本社 2006

49 きょうりゅうのおおきさ 冨田 幸光‖監修 チャイルド本社 2008

50 きょだいなきょだいな
長谷川 摂子‖作
降矢 なな‖絵

福音館書店 2001

51 くまのコールテンくん ドン・フリーマン‖さく 偕成社 2006

52 くものすおやぶんとりものちょう 秋山 あゆ子‖さく 福音館書店 2008

53 クリスマス（大きな園行事えほんシリーズ） 阿部 恵‖監修 チャイルド本社 2017

54 ぐりとぐら なかがわ りえこ‖〔さく〕 福音館書店 1998

55 ぐりとぐらのおきゃくさま 中川 李枝子‖文 福音館書店 2003

56 ぐるんぱのようちえん
西内 みなみ‖さく
堀内 誠一‖え

福音館書店 1999

57 月ようびはなにたべる？ エリック・カール‖え 偕成社 1997

58 ここがせかいいち! 千葉 とき子‖監修 チャイルド本社 2008

59 こすずめのぼうけん ルース・エインズワース‖作 福音館書店 2003

60 ことば遊びはたらく人たち リチャード・スキャーリー‖著 集文社 1989

61 ことわざのえほん 西本 鶏介‖編・文 鈴木出版 2008

62 ころころころ 元永 定正‖さく 福音館書店 2010

63 ころわんとしろいくも 間所 ひさこ‖作 チャイルド本社 2005

64 サンドイッチサンドイッチ 小西 英子‖作 福音館書店 2014

65 三びきのこぶた イギリス昔話　山田 三郎‖え 福音館書店 1998

66 三びきのやぎのがらがらどん　ノルウェーの昔話
マーシャ・ブラウン‖え
せた ていじ‖やく

福音館書店 2016

67 しげちゃん 室井 滋‖作 金の星社 2013

68 地震がおきたら
谷 敏行‖原案
畑中 弘子‖文  かなざわ まゆこ‖絵

BL出版 2020

69 じしんだ！
ラビッツアイ‖文
白土 あつこ‖絵

チャイルド本社 2013

70 しっぽのはたらき 川田 健‖ぶん 福音館書店 2011

71 じゃんけんぽん せな けいこ‖作・絵 鈴木出版 2010
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72 しりとりのだいすきなおうさま
中村 翔子‖作
はた こうしろう‖絵

すずき出版 2004

73 新ウォーリーハリウッドへいく ﾏｰﾃｨﾝ･ﾊﾝﾄﾞﾌｫｰﾄﾞ‖作・絵 フレーベル館 2004

74 新ウォーリーをさがせ！ ﾏｰﾃｨﾝ･ﾊﾝﾄﾞﾌｫｰﾄﾞ‖作・絵 フレーベル館 2004

75 スイミー レオ=レオニ‖作 好学社 2010

76 すてきな３人ぐみ トミー・アングラー‖作 偕成社 2001

77 すみっこのおばけ 武田 美穂‖作・絵 ポプラ社 2005

78 ぜったいにおしちゃダメ？ ビル・コッター‖さく サンクチュアリ出版 2018

79 せんたくかあちゃん さとう わきこ‖作・絵 福音館書店 2003

80 せんろはつづく 竹下 文子‖文 金の星社 2010

81 せんろはつづくまだつづく
竹下 文子‖文
鈴木 まもる‖絵

金の星社 2020

82 ぞうくんのさんぽ なかの ひろたか‖作・絵 福音館書店 2001

83 そらの100かいだてのいえ いわい としお‖作 偕成社 2018

84 そらまめくんのベッド なかや みわ‖さく・え 福音館書店 2001

85 そらまめくんのぼくのいちにち なかや みわ‖さく・え 小学館 2015

86 だいおういかのいかたろう ザ・キャビンカンパニー‖作・絵 すずき出版 2015

87 だいすきっていいたくて カール・ノラック‖ぶん ほるぷ出版 2008

88 たからものはなあに? 吉田 隆子‖作 金の星社 2007

89 だじゃれ日本一周 長谷川 義史‖作 理論社 2011

90 たまごにいちゃん あきやま ただし‖作・絵 鈴木出版 2003

91 たまごにいちゃんぐみ あきやま ただし‖作・絵 鈴木出版 2009

92 たまごのあかちゃん かんざわ としこ‖ぶん 福音館書店 2009

93 だるまちゃんとかみなりちゃん 加古 里子‖作・絵 福音館書店 2016

94 たろうくんのじどうしゃ 山本 忠敬‖作絵 チャイルド本社 2006

95 ダンゴムシみつけたよ 皆越 ようせい‖写真・文 ポプラ社 2005

96 ちいさなくれよん
篠塚 かをり‖作
安井 淡‖絵

金の星社 2002

97 ちいちゃんのかげおくり あまん きみこ‖作 あかね書房 2014

98 ちからたろう いまえ よしとも‖ぶん ポプラ社 2004

99 ちびくろ・さんぼ ヘレン・バンナーマン‖文 瑞雲舎 2006

100 ちゅーちゅー 宮西 達也‖作絵 鈴木出版 2010

101 でんしゃでいこうでんしゃでかえろう 間瀬 なおかた‖作・絵 チャイルド本社 2005

102 でんしゃにのって とよた かずひこ‖著 アリス館 2006

103 ドアがあいて…
エルンスト・ヤンドゥル‖作
ノルマン・ユンゲ‖絵　斉藤洋‖訳

ほるぷ出版 2006

104 どうぞのいす 香山 美子‖作 チャイルド本社 2005

105 どうぶついろいろかくれんぼ いしかわ こうじ‖作・絵 ポプラ社 2007

106 どうぶつしんちょうそくてい
聞かせ屋。けいたろう‖文
高畠 純‖絵

アリス館 2016

107 どうぶつたいじゅうそくてい
聞かせ屋。けいたろう‖文
高畠 純‖絵

アリス館 2019

108 トーマスきゃくしゃをひく ウィルバート・オードリー‖原作 ポプラ社 2003
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109 とべバッタ 田島 征三‖作 偕成社 2003

110 ともだちや
内田 麟太郎‖作
降矢 なな‖絵

偕成社 2006

111 ドライブにいこう 間瀬 なおかた‖作・絵 チャイルド本社 2006

112 トラネコとクロネコ 宮西 達也‖作・絵 鈴木出版 2015

113 どんぐりたろうのき 鶴見 正夫‖作 佼成出版者 2004

114 どんぐりむらのぱんやさん なかや みわ‖さく 学研プラス 2019

115 とんとんとん 上野 与志‖作 チャイルド本社 2007

116 なつのいちにち はた こうしろう‖作 偕成社 2013

117 にじいろのしまうま こやま 峰子‖作 金の星社 2004

118 にじいろのさかな マーカス・フィスター‖作 講談社 2001

119 にゃーご 宮西 達也‖作・絵 鈴木出版 2003

120 にんじんとごぼうとだいこん 日本民話　和歌山 静子‖絵 すずき出版 2007

121 ねずみのいもほり 山下 明生‖作 チャイルド本社 2006

122 ねずみのえんそくもぐらのえんそく 藤本 四郎‖作・絵 チャイルド本社 2009

123 ねずみのさかなつり 山下 明生‖作 チャイルド本社 2008

124 ねずみくんのチョッキ
なかえ よしを‖作
上野 紀子‖絵

ポプラ社 2004

125 ねずみのでんしゃ 山下 明生‖作 チャイルド本社 2005

126 はじめてのおつかい
筒井 頼子‖さく
林 明子‖え

福音館書店 1976

127 はじめてのおるすばん
しみず みちを‖作
山本 まつ子‖絵

岩崎書店 2004

128 ぱっくんおおかみときょうりゅうたち 木村 泰子‖作・絵 ポプラ社 2005

129 はっぱのおうち 征矢 清‖さく 福音館書店 2010

130 花さき山
斎藤 隆介‖作
滝平 二郎‖絵

岩崎書店 2003

131 パパ、お月さまとって！
エリック・カール‖さく
もり ひさし‖訳

偕成社 2015

132 はははのはなし 加古 里子‖ぶん・え 福音館書店 2011

133 バムとケロのおかいもの 島田 ゆか‖作絵 文溪堂 2010

134 バムとケロのさむいあさ 島田 ゆか‖作絵 文溪堂 2012

135 バムとケロのそらのたび 島田 ゆか‖作絵 文溪堂 2009

136 バムとケロのにちようび 島田 ゆか‖作絵 文溪堂 2008

137 はらぺこあおむし エリック・カール‖さく 偕成社 1997

138 バルボンさんのおでかけ とよた かずひこ‖著 アリス館 2007

139 ひさの星 斎藤 隆介‖作 岩崎書店 2004

140 ぴっけやまのおならくらべ
かさい まり‖文
村上 康成‖絵

チャイルド本社 2007

141 ひつじぱん あきやま ただし‖作・絵 鈴木出版 2008

142 100にんのサンタクロース 谷口 智則‖作・絵 文溪堂 2018

143 ぴょーん まつおか たつひで‖作・絵 ポプラ社 2004

144 ヒルダのだいりょこう＜大型しかけ絵本＞ リチャード･スキャーリー‖さく 大日本絵画 1994

145 ふしぎなカサやさん みやにし たつや‖作・絵 金の星社 2018
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146 ふしぎなタネやさん みやにし たつや作・絵 金の星社 2014

147 ふゆのよるのおくりもの 芭蕉 みどり‖作・絵 ポプラ社 2004

148 フレデリック
レオ・レオニ‖作
谷川 俊太郎‖訳

好学社 2016

149 へんしんオバケ あきやま ただし‖作・絵 金の星社 2012

150 へんしんトンネル あきやま ただし‖作・絵 金の星社 2007

151 ぼくにげちゃうよ マーガレット・W.ブラウン‖ぶん ほるぷ出版 2003

152 ぼくのくれよん 長 新太‖おはなし・え 講談社 2003

153 ぽんたのじどうはんばいき 加藤 ますみ‖作 チャイルド本社 2007

154 まどから★おくりもの 五味 太郎‖作・絵 偕成社 2003

155 ミッケ！３（クリスマス）
ジーン・マルゾーロ‖文
ウォルター・ウィック‖写真
糸井 重里‖訳

小学館 2015

156 みんなうんち 五味 太郎‖さく 福音館書店 2011

157 みんなでんしゃ 薫 くみこ作 チャイルド本社 2009

158 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 2008

159 もぐらバス
佐藤 雅彦‖原案
うちの ますみ‖文絵

偕成社 2011

160 もこもこもこ 谷川 俊太郎‖作 文研出版 2006

161 もちつき・おしょうがつ 阿部 恵‖監修 チャイルド本社 2014

162 もちづきくん 中川 ひろたか‖作 チャイルド本社 2007

163 モチモチの木
斎藤 隆介‖作
滝平 二郎‖絵

岩崎書店 2002

164 もったいないばあさん 真珠 まりこ‖作・絵 講談社 2008

165 もりのおふろ 西村 敏雄‖さく 福音館書店 2010

166 もりのかくれんぼう
末吉 暁子‖作
林 明子‖絵

偕成社 2006

167 もりもりくまさん 長野 ヒデ子‖作 鈴木出版 2012

168 ゆうたはともだち きたやま ようこ‖作 あかね書房 2007

169 ゆうたとさんぽする きたやま ようこ‖作 あかね書房 2008

170 妖怪交通安全 広瀬 克也‖作 絵本館 2015

171 よかったねネッドくん＜日本語英語併記＞ レミー・シャーリップ‖さく 偕成社 2010

172 リンチェはどこ？
シブ・ポスツマ‖作絵
野坂 悦子‖訳

ワールドライブラリー 2016

173 れいぞうこ 新井 洋行‖作・絵 偕成社 2015

174 わゴムはどのくらいのびるのかしら？
マイク・サーラー‖文
ジェリー・ジョイナー‖絵
きしだ えりこ‖訳

ほるぷ出版 2005

175 わにわにのおふろ 小風 さち‖ぶん 福音館書店 2009

176 わんぱくだんのはしれ!いちばんぼし ゆきの ゆみこ‖作 チャイルド本社 2006

177 わんわんわんわん 高畠 純‖作 理論社 2020

178
Goodnight moon　1st oversized pbk. ed.
（おやすみなさい　おつきさま）

by Margaret Wise Brown
pictures by Clement Hurd

HarperFestival 2007

179
Guess how much I love you
（どんなにきみがすきだかあててごらん）

written by Sam McBratney
illustrated by Anita Jeram

Walker Books 2008

180 The very hungry caterpillar（はらぺこあおむし） by Eric Carle Longman 2002

※参考　No.178～180：英語の大型絵本
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２　しかけ絵本　(1)しかけ絵本セット

Aセット（30冊）

No. タイトル 著者名 出版者 出版年

1 アラジン ニルート・プタピパット‖さく 大日本絵画 2011

2 いないいないばああそび きむら ゆういち‖さく 偕成社 2003

3 ジャングル インゲラ・アリアニウス‖さく 大日本絵画 2018

4 おばけやしき ジャン・ピエンコフスキー‖さく 大日本絵画 2005

5 神々と英雄 マシュー・ラインハート‖さく 大日本絵画 2010

6 かもつれっしゃのたび スザンナ・レオナルド・ヒル‖さく 大日本絵画 2010

7 カレーだいおうのまほう 石倉 ヒロユキ‖作・絵 チャイルド本社 2015

8 ポップアップむしたち サリー・ヒューイット‖ぶん 大日本絵画 2008

9 恐竜博物館 ジェン・グリーン‖文 大日本絵画 2010

10 くまくまくんのうちゅうりょこう ベンジー・デイヴィス‖作 BL出版 2015

11 クリスマスのまえのよる クレメント・C.ムーア‖詩 大日本絵画 2007

12 SHARKS海の怪獣たち ロバート・サブダ‖さく 大日本絵画 2006

13 たまごのえほん いしかわ こうじ‖作・絵 童心社 2009

14 ダヤンのたんじょうび 池田 あきこ‖作 ほるぷ出版 2009

15 ちいさなかくれんぼ デビッド・A.カーター‖さく 大日本絵画 2012

16 チョコレート工場のひみつ ロアルド・ダール‖作 大日本絵画 2011

17 でてこいきょうりゅうどんどこどん ジャック・ティックル‖さく ひさかたチャイルド 2007

18 どうぶついろいろかくれんぼ いしかわ こうじ‖作・絵 ポプラ社 2006

19 におうのだあれ ステラ・ガーニー‖ぶん 大日本絵画 2009

20 人間のからだ ミッシェル・ロングール‖文 主婦の友社 2007

21 ねずみのおくりもの デビッド・ペルハム‖さく 大日本絵画 2009

22 ななちゃんねんね あらかわ しずえ‖絵 学研教育出版 2009

23 のりものえほん 古川 正和‖さく こうせい 偕成社 2000

24 はいたつトラックトラタン 古藤 ゆず‖作 学研教育出版 2010

25 不思議な船の旅 ジェラール・ロ・モナコ‖さく・え 大日本絵画 2016

26 プリンセス：むかしむかしおしろで… エリザベス・ベネット‖さく 大日本絵画 2014

27 ふわふわだあれ? いりやま さとし‖著 学研 2008

28 ポップアップ人体えほん デビッド・ホーコック‖作 ポプラ社 1998

29 雪の結晶 ジェニファー・プレストン・シュシュコフ‖文 グラフィック社 2012

30 列車の歴史 フィリップ・スティール‖文 大日本絵画 2012

※参考　No.1：舞台しかけ絵本、
　　　　　 No.28：身長1.4メートルの人体模型が飛び出す絵本

２ しかけ絵本セット
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Bセット（30冊）
No. タイトル 著者名 出版者 出版年

1 ヴェルサイユの庭園 － 大日本絵画 2005

2 うさぎちゃんともだちできた きむら ゆういち‖作 ポプラ社 2010

3 うちゅう マリー・コラチェク‖文 主婦の友社 2007

4 オータム デビッド・A.カーター‖さく 大日本絵画 2017

5 おばけやしき ジャン・ピエンコフスキー‖さく 大日本絵画 2005

6 神々と英雄 マシュー・ラインハート‖さく 大日本絵画 2010

7 きょうのおやつは わたなべ ちなつ‖さく 福音館書店 2014

8 きんきらきんのはでなやつ デビッド・A.カーター‖さく・え 大日本絵画 2003

9 クリスマスの12日 ロバート・サブダ‖さく 大日本絵画 1997

10 コロちゃんのがっこう エリック・ヒル‖作 評論社 1985

11 コロちゃんのだれだろう? エリック・ヒル‖さく 評論社 2005

12 サンタクロースのいそがしい日 ジュリー・サイクス‖作 文渓堂 2002

13 したにはなにがある? クライブ・ギフォード‖ぶん 大日本絵画 2017

14 白雪姫 ジェーン・レイ‖さく 大日本絵画 2009

15 人体絵本 ジュリアーノ・フォルナーリ‖作 ポプラ社 1997

16 地球探検 ジェン・グリーン‖ぶん 大日本絵画 2010

17 でんきつけて! さいとう しのぶ‖作・絵
ひさかたチャイ
ルド

2007

18 動物たちのゆかいなしぐさ ナショナル・ジオグラフィック・ソサエティ‖監修 大日本絵画 2007

19 はなのおうち ベンジー・デイヴィス‖え 大日本絵画 2009

20 パパ、お月さまとって! エリック=カール∥さく 偕成社 1990

21 ピーター・パン J.M.バリ‖原作 大日本絵画 2009

22 氷河時代 スチュワート・ロス‖ぶん 大日本絵画 2010

23 ぴよちゃんのおともだち いりやま さとし‖さく・え 学研 2003

24 ふしぎなあかいはこ ソフィー・ストラディ‖ぶん 大日本絵画 2015

25 ぷれいぶっく フィオナ・ランド‖え 主婦の友社 2006

26 ぼくはとくべつ? ステラ・ガーニー‖ぶん 大日本絵画 2009

27 まどから★おくりもの 五味 太郎‖作・絵 偕成社 1983

28 まほうつかいのノナばあさん トミー・デ・パオラ‖作・絵 大日本絵画 2009

29 マミー? モーリス・センダック‖絵 大日本絵画 2008

30 みんなでむすんでひらいて おくだ ちず‖絵 三起商行 2005

※参考　No.1：のぞきからくり絵本、No.7：鏡絵本、No.14：舞台しかけ絵本、No.15：めくりしかけ絵本、
　　　　　 No.30：音楽が流れる電池式しかけ付き。作動します。
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Cセット（30冊）
No. タイトル 著者名 出版者 出版年

1 ALIVE レイン・スミス‖作 大日本絵画 2008

2 いじわるザメがやってきた! ジャック・ティックル‖さく ひさかたチャイルド 2008

3 エッシャー ポップアップで味わう不思議な世界 マウリッツ・コルネリス・エッシャー‖画 大日本絵画 2011

4 おくちをあーん きむら ゆういち‖作 ひさかたチャイルド 2010

5 おめでとうのももんちゃん とよた かずひこ‖さく・え 童心社 2010

6 からだのなかとそと クレア・スモールマン‖さく 評論社 1990

7 恐竜ジオラマ図鑑 ジェン・グリーン‖ぶん 大日本絵画 2011

8 きょうりゅうパーティー! ポール・スティックランド‖さく 大日本絵画 2005

9 ごきげんなきいろいはこ デビッド・A.カーター‖さく 大日本絵画 2012

10 こぐまちゃんのすてきなケーキ マイク・ベリー‖ぶん 大日本絵画 2009

11 恐い海ぞくの大きな絵本 セイヴィア・ピロッタ‖文 グラフィック社 2014

12 三国志：燕虎物語 畠 智慧‖作 大日本絵画 2010

13 すいぞくかん 藤田 伸‖[作] マルジュ社 2017

14 スプリング デビッド・A.カーター‖さく 大日本絵画 2015

15 ゾクゾク・ストリート クリスティーン・タッグ‖ぶん 大日本絵画 2010

16 太陽系探検 イアン・グラハム‖ぶん 大日本絵画 2009

17 地球のかたちを哲学する ギヨーム・デュプラ‖文・絵 西村書店 2010

18 としょかんへいくピープちゃん クレシッダ・コーウェル‖さく 評論社 1999

19 ナイト・ビフォー・クリスマス ロバート・サブダ‖さく 大日本絵画 2003

20 にゃんくろうかずあそび デビッド・ペルハム‖さく 大日本絵画 2005

21 ノアの箱舟 ベロニカ・ヘリー‖ぶん 大日本絵画 2014

22 ぱんつはどこにあるのかな? ゲイナー・ベリー‖え 大日本絵画 2009

23 ピヨピヨだあれ? いりやま さとし‖著 学研 2006

24 FAIRIES妖精と魔法の生き物 マシュー・ラインハート‖さく 大日本絵画 2008

25 冬ものがたり ロバート・サブダ‖さく 大日本絵画 2007

26 ブルルンゴーゴー! 古藤 ゆず‖作 学研 2008

27 ぼくたちぱいろっと スザンナ・レオナルド・ヒル‖さく 大日本絵画 2010

28 ポップアップとうさんはタツノオトシゴ エリック・カール‖さく 偕成社 2015

29 ムーミン谷のたからの地図 トーベ・ヤンソン‖原作・絵 徳間書店 2014

30 野生の動物たち クレア・バンプトン‖ぶん 大日本絵画 2008

※No.1、No.25は音が鳴る電池式しかけ付き。作動します。

8



Dセット（30冊）
No. タイトル 著者名 出版者 出版年

1 あにまるぶっく ジャスティン・スミス‖さく 主婦の友社 2008

2 いもむしのだいへんしん フランセス・バリー‖さく 大日本絵画 2009

3 生まれるまでの9か月 ジャン・マルク・フィス‖さく 大日本絵画 2015

4 おいしいね! あかいし ゆみ‖作・絵 学研教育出版 2010

5 オーシャン キャロル・カウフマン‖ぶん 大日本絵画 2015

6 オセアノ号、海へ! アヌック・ボワロベール‖さく アノニマ・スタジオ 2013

7 おへそどこ? カレン・カッツ‖さく あかね書房 2004

8 恐竜時代 ロバート・サブダ‖さく 大日本絵画 2005

9 きらきらねがいぼし トリーシャ・ラネルズ‖ぶん 大日本絵画 2004

10 コロちゃんのがっこう エリック・ヒル‖作 評論社 1985

11 サバンナのどうぶつ リチャード・ファーガソン‖さく 大日本絵画 2008

12 サンタクロースのいそがしい日 ジュリー・サイクス‖作 文渓堂 2002

13 サンタさん! ルーファス・バトラー・セダー‖さく 大日本絵画 2014

14 地面の下には、何があるの? シャーロット・ギラン‖文 河出書房新社 2017

15 ジャングルブック R.キプリング‖原作 大日本絵画 2007

16 じゅーじゅーとんとんごちそうなあに? きむら ゆういち‖さく 世界文化社 2009

17 しろいふゆ ロバート・サブダ‖さく 大日本絵画 2008

18 熱・温帯雨林探検 ジョー・フルマン‖ぶん 大日本絵画 2009

19 のってのっていこう! 冬野 いちこ‖作・絵 ひさかたチャイルド 2009

20 パパ、お月さまとって! エリック=カール∥さく 偕成社 1990

21 ひなどりのすだち フィリップ・ユージー‖さく 大日本絵画 2015

22 ぴよちゃんのおつかい いりやま さとし‖さく・え 学研 2005

23 ペネロペおかしなふくをきる アン・グットマン‖ぶん 岩崎書店 2011

24 星の王子さま サンテグジュペリ‖作・絵 岩崎書店 2009

25 ほっきょく、なんきょくのどうぶつたち リチャード・ファーガソン‖さく 大日本絵画 2009

26 みてみてゴー! レベッカ・ヤング‖ぶん 大日本絵画 2014

27 (ミニ)むしむし愛ラブユー デビッド・A.カーター‖さく・え 大日本絵画 2003

28 メグちゃんのバレエレッスン ルース・ティルデン‖さく 大日本絵画 1998

29 ヨセフのだいじなコート シムズ・タバック‖作 フレーベル館 2001

30 リトル・マーメイド [ハンス・クリスチャン・アンデルセン‖原作] 大日本絵画 2013
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Eセット（30冊）
No. タイトル 著者名 出版者 出版年

1 いっせーのばあ 新井 洋行‖作・絵 KADOKAWA 2017

2 いろんなかたち ソフィー・ペルハム‖え 大日本絵画 2012

3 おさるのスペシャルジュース マイク・ベリー‖ぶん 大日本絵画 2009

4 オスカーのひみつ エマ・トムソン‖さく・え 大日本絵画 2009

5 ペネロペようちえんへいく アン・グットマン‖ぶん 岩崎書店 2004

6 かがみのサーカス わたなべ ちなつ‖さく 福音館書店 2016

7 ぎんいろのでかでかうちゅうせん ケン・ウィルソン-マックス‖作 JULA出版局 1999

8 きんぎょのひるね 奥野 涼子‖作・絵 フレーベル館 2010

9 くろまるちゃん デビッド・A.カーター‖さく 大日本絵画 2007

10 コズミック!宇宙への旅 ジャイルズ・スパロー‖作 大日本絵画 2011

11 コロちゃんのたからさがし エリック・ヒル‖さく 評論社 2003

12 11ぴきのねこマラソン大会 馬場 のぼる‖著 こぐま社 1992

13 だーれだだれだ! きむら ゆういち‖作 小学館 2002

14 たすけて!トーマス ウィルバート・オードリー‖原作 ポプラ社 2010

15 地球探検 ジェン・グリーン‖ぶん 大日本絵画 2010

16 ちょうちょのおにわ フィリップ・ユージー‖さく 大日本絵画 2015

17 どうくつのたからさがし マーティン・テイラー‖ぶん 大日本絵画 2009

18 どうなってるの?きかいのなか コンラッド・メイスン‖文 ひさかたチャイルド 2012

19 ないないねずみのくまはどこ? フィオナ・ワッツ‖作 交通新聞社 2009

20 におうのだあれ ステラ・ガーニー‖ぶん 大日本絵画 2009

21 にじいろのさかなのかくれんぼ マーカス・フィスター‖作 講談社 2009

22 日本 アン・スミス‖え 大日本絵画 2014

23 発明絵本インベンション! アクセル・ドッペルト‖さく・え KTC中央出版 2017

24 ピーターラビット フロプシーの子どもたち ビアトリクス・ポター‖作 大日本絵画 2010

25 ぴよちゃんのかくれんぼ いりやま さとし‖さく・え 学研 2003

26 FAIRIES妖精と魔法の生き物 マシュー・ラインハート‖さく 大日本絵画 2008

27 ホタルのおしりはポッポッポッ! ジャック・ティックル‖さく ひさかたチャイルド 2008

28 まほうつかいのノナばあさん トミー・デ・パオラ‖作・絵 大日本絵画 2009

29 ゆかいなおかお リチャード・ファウラー‖ぶん・え 大日本絵画 2010

30 よるのせかいをのぞいてみよう アナ・ミルボーン‖ぶん 大日本絵画 2015
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Fセット（30冊）
No. タイトル 著者名 出版者 出版年

1 いばりんぼかいぶつシド サム・ロイド‖さく 大日本絵画 2009

2 おへそどこ? カレン・カッツ‖さく あかね書房 2004

3 おめでとうのももんちゃん とよた かずひこ‖さく・え 童心社 2010

4 きのこの妖精と虫たちのダンス フィリップ・ユージー‖さく 大日本絵画 2018

5 ことりのちいさなちいさなたまご フランセス・バリー‖さく 大日本絵画 2009

6 コロちゃんはどこ? エリック・ヒル‖さく 評論社 1984

7 さわってあそぼ! ウィルバート・オードリー‖原作 ポプラ社 2010

8 三国志：燕虎物語 畠 智慧‖作 大日本絵画 2010

9 深海の世界 ジョン・ウッドワード‖ぶん 大日本絵画 2010

10 シンデレラ スザンナ・デイヴィッドソン‖ぶん 大日本絵画 2018

11 太陽系探検 イアン・グラハム‖ぶん 大日本絵画 2009

12 食べもの アンヌ=ソフィー・ボーマン‖文 主婦の友社 2007

13 たまごのえほん いしかわ こうじ‖作・絵 童心社 2009

14 でんきつけて! さいとう しのぶ‖作・絵 ひさかたチャイルド 2007

15 どこかな?どこかな? あかいし ゆみ‖作・絵 学研教育出版 2010

16 とびだす!おにわ フィオナ・ワット‖ぶん 大日本絵画 2016

17 どんなにきみがすきだかあててごらん サム・マクブラットニィ‖ぶん 評論社 2011

18 日本 アン・スミス‖え 大日本絵画 2014

19 ねずみのおくりもの デビッド・ペルハム‖さく 大日本絵画 2009

20 ねむるのだいすきねむねむライオン ジャック・ティックル‖さく ひさかたチャイルド 2007

21 ねんねのおかお リチャード・ファウラー‖ぶん・え 大日本絵画 2010

22 はなのさくえほん いしかわ こうじ‖作・絵 童心社 2010

23 ひとりぼっちのだいだらぼっち 沢田 としき‖作 絵 教育画劇 2004

24 ピヨピヨだあれ? いりやま さとし‖著 学研 2006

25 ぴよぴよひよこ エド・ヴィアー‖さく・え フレーベル館 2012

26 フェリックスの手紙 アネッテ・ランダン‖作 ブロンズ新社 2010

27 ふしぎなにじ わたなべ ちなつ‖さく 福音館書店 2014

28 ポップアップ人体えほん デビッド・ホーコック‖作 ポプラ社 1998

29 ムーミンのくるくるまわすえほん トーベ・ヤンソン‖原作・絵 徳間書店 2015

30 むしむしたまごちゃん デビッド A.カーター‖さく 大日本絵画 2001
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Y(幼児向け)セット（40冊）

No. タイトル 著者名 出版者 出版年

1 あけてごらん（ミッキーしかけえほん） 角尾 稔‖監修 講談社 1998

2 いっせーのばあ 新井 洋行‖作・絵 KADOKAWA 2017

3 いいおへんじできるかな きむら ゆういち‖さく 偕成社 1992

4 いないいないかくれんぼ シンディ・チャン‖ぶん 大日本絵画 1997

5 いないいないだいすき！ サリナ・ヨーン‖さく 大日本絵画 2011

6 いないいないばあっ！くだものぱくん！ － 講談社 2010

7 いないいないワン！ フランチェスカ・フェッリ‖絵 世界文化社 2006

8 うたっているのはだあれ？ ジェーソン・チャップマン‖え 大日本絵画 2010

9 おいしいな！ きむら ゆういち‖作 小学校 2002

10 おしゃべりどうぶつ ドーリング・キンダースリー‖さく 大日本絵画 2011

11 おとうさんとおさんぽ１ あかぎ かんこ‖作 主婦の友社 2004

12 おとうさんとおさんぽ3 あかぎ かんこ‖作 主婦の友社 2004

13 おへんじはーい うちべ けい‖作・絵 PHP研究所 2000

14 おゆびでうたおう なかむら とおる‖作 教育画劇 2005

15 きょうのおつかいなーに ささき ようこ‖作・絵 ポプラ社 1999

16 さわってあそぼ！ ウィルバート・オードリー‖原作 ポプラ社 2010

17 サワッテゴランナンノハナ？ なかつか ゆみこ‖さく・え 岩崎書店 1999

18 ３びきのちびモンスター ニコラ・スミィ‖作 あかね書房 1999

19 10ぴきぴよぴよひよこちゃん デビー・ターベット‖え 大日本絵画 2014

20 だーれだだれだ！ きむら ゆういち‖作 小学館 2002

21 ちゃぷちゃぷメイシーちゃん！ ルーシー・カズンズ‖作 偕成社 2001

22 どうぶついろいろかくれんぼ いしかわ こうじ‖作・絵 ポプラ社 2006

23 どうぶつえん ディック＝ブルーナ‖え 講談社 2001

24 どうぶつのあかちゃん セント・マーチンズ・プレス‖さく 大日本絵画 2012

25 どこかな？どこかな？ あかいし ゆみ‖作・絵 学研教育出版 2010

26 とらのライガー サビーヌ・クラヴジック‖作 ブロンズ新社 1995

27 どんなかお？ ジュリー・クラーク‖作 フレーベル館 2004

28 ないないねずみのくまはどこ？ フィオナ・ワッツ‖作 交通新聞社 2009

29 にこにこメイシーちゃん！ ルーシー・カズンズ‖作 偕成社 2001

30 はいたついってきまーす！ やなせ たかし‖原作 フレーベル館 2005

31 はなのさくえほん いしかわ こうじ‖作・絵 童心社 2010

32 パペットスノーマン レイモンド・ブリッグズ‖さく 大日本絵画 2013

33 ぱんつはどこにあるのかな？ ゲイナー・ベリー‖え 大日本絵画 2009

34 バンビのちいさなおともだち － ゴールデンブック 1993

35 ぴょんたのたいそう ルース・ティルデン‖さく 大日本絵画 1996

36 プーさんのかくれんぼ － ゴールデンブック 1993

37 ミッフィーのいちにち ディック＝ブルーナ‖え 講談社 2003

38 めくりをあけてあそぼうよ！ ステラ・バゴット‖え 大日本絵画 2013

39 もぐもぐメイシーちゃん！ ルーシー・カズンズ‖作 偕成社 2001

40 わくわく　サーカス たかい よしかず‖絵 三起商行 2009
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(2)しかけ絵本  テーマ別小セット

① どうぶつセット（11冊）
No. タイトル 著者名 出版者 出版年

1 サバンナのどうぶつ リチャード・ファーガソン‖さく 大日本絵画 2008

2 サファリ キャロル・カウフマン‖ぶん 大日本絵画 2013

3 サファリ動物探検 バーバラ・テイラー‖ぶん 大日本絵画 2012

4 しかけがいっぱい!どうぶつたちのおうちづくり モイラ・バターフィールド‖ぶん 世界文化社 2018

5 ジグザグジャングルたんけんたい イアン・ジャクソン‖え 大日本絵画 2010

6 とび出すひっぱるせかいのどうぶつ [Marie Greenwood‖著] パイインターナショナル 2010

7 とびだすまなべるせかいのいきもの ペギー・ニール‖作・絵 パイインターナショナル 2017

8 ねこネコこねこね! マシュー・ヴァン・フリート‖さく 大日本絵画 2011

9 ポップアップはらぺこあおむし エリック・カール‖さく 偕成社 2009

10 ポップアップ・サファリ
サリ－・ヒューイット‖ぶん
クリス・ジルバン・カートライト‖え

大日本絵画 2007

11 ワンワンパクッ! ジャン=ユーグ・マリノー‖文 あすなろ書房 2009

② のりものセット（12冊）

No. タイトル 著者名 出版者 出版年

1 おおきなディガー ポール・スティックランド‖さく 大日本絵画 2003

2 かもつれっしゃのたび スザンナ・レオナルド・ヒル‖さく 大日本絵画 2010

3 巨大な乗り物 ロッド・グリーン‖ぶん 大日本絵画 2014

4 くるま ロッド・グリーン‖ぶん 大日本絵画 2011

5 タイヤがパーン きしら まゆこ‖作・絵 ひさかたチャイルド 2010

6 ないないねずみのきかんしゃはどこ? フィオナ・ワッツ‖作 交通新聞社 2009

7 のってのっていこう! 冬野 いちこ‖作・絵 ひさかたチャイルド 2009

8 のりものえほん 古川 正和‖さく こうせい 偕成社 2000

9 はいたつトラックトラタン 古藤 ゆず‖作 学研教育出版 2010

10 ブルルンゴーゴー! 古藤 ゆず‖作 学研 2008

11 ぼくたちぱいろっと スザンナ・レオナルド・ヒル‖さく 大日本絵画 2010

12 よこながきしゃぽっぽ リチャード・スキャーリー‖さく 大日本絵画 1995

③ もじかずいろセット（11冊）

No. タイトル 著者名 出版者 出版年

1 123おさるさんのかずあそび フランチェスカ・ダイアズ‖え 大日本絵画 2008

2 1から10まで ベティ・アン・シュワルツ‖ぶん 大日本絵画 2008

3 いろいろきしゃぽっぽ マーティン・ケリー‖ぶん 大日本絵画 2009

4 いろんないろ ソフィー・ペルハム‖え 大日本絵画 2012

5 ABC3D マリオン・バタイユ‖作 大日本絵画 2008

6 ABCディズニー ロバート・サブダ‖さく 大日本絵画 2009

7 ABCのかくれんぼ クリストファー・フランチェスチェッリ‖ぶん 大日本絵画 2016

8 かぞえてみよう セント・マーチンズ・プレス‖さく 大日本絵画 2012

9 クッキーカウント ロバート・サブダ‖さく 大日本絵画 2005

10 たのしいいろのえほん フェリシティ・ブルックス‖ぶん 大日本絵画 2014

11 はこのなかにはなんびきいるの? デビッド A.カーター‖さく 大日本絵画 2008
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④ きょうりゅうセット（14冊）
No. タイトル 著者名 出版者 出版年

1 恐竜 ナショナル・ジオグラフィック・ソサエティ‖監修 大日本絵画 2007

2 きょうりゅうがいっぱい! ポール・スティックランド‖さく 大日本絵画 2005

3 ごちゃまぜきょうりゅう キース・フォークナー‖ぶん 大日本絵画 2007

4 さわれるまなべるきょうりゅうたち ニニー‖絵 パイインターナショナル 2016

5 ダイナソー
キャシー・ウォラード‖ぶん
ダン・ケイネン‖さく

大日本絵画 2019

6 たのしいきょうりゅうずかん ジェームズ・ダイアズ‖え 大日本絵画 2004

7 ティラノサウルス
ドゥーガル・ディクソン‖文
レイチェル・カルドウェル‖絵

大日本絵画 2019

8 とびだす！うごく！きょうりゅう わらべ きみか‖絵 小学館 2014

9 とびだす図鑑恐竜
ロバート・タインシュ
サイモン・マグフォード‖作

あかね書房 2007

10 恐竜のすべて リチャード・ダンワース‖ぶん 大日本絵画 2007

11 恐竜王 デビッド・ホーコック‖さく 大日本絵画 2003

12 恐竜学 テンプラー社‖作 今人舎 2013

13 恐竜時代 ロバート・サブダ‖さく 大日本絵画 2005

14 恐竜博物館 ジェン・グリーン‖文 大日本絵画 2010

⑤ うみセット（11冊）
No. タイトル 著者名 出版者 出版年

1 SHARKS海の怪獣たち ロバート・サブダ‖さく 大日本絵画 2006

2 イカのサマンサちゃん いちかわ ほずみ‖さく 大日本絵画 2007

3 海の生き物たち
ルース・マーティン‖ぶん
ピーター・スコット‖え

大日本絵画 2011

4 ジグザグ海のたんけんたい シェンネェン・ベルサーニ‖え 大日本絵画 2010

5 ポップアップとうさんはタツノオトシゴ エリック・カール‖さく 偕成社 2015

6 にじいろのさかなのかくれんぼ マーカス・フィスター‖作 講談社 2009

7 ひとりぼっちのおさかなくん トーマス・フリンタム‖え 大日本絵画 2016

8 めくってみつけてうみのなか リビー・ウォールデン‖ぶん 大日本絵画 2018

9 海洋探検 ジェン・グリーン‖ぶん 大日本絵画 2009

10 魚がすいすい tupera tupera‖著 ブロンズ新社 2011

11 深海の世界 ジョン・ウッドワード‖ぶん 大日本絵画 2010

⑥ おはなしセット（13冊）

No. タイトル 著者名 出版者 出版年

1 アラジン ニルート・プタピパット‖さく 大日本絵画 2011

2 オズの魔法使い L.フランク・バウム‖原作 大日本絵画 2005

3 ガリヴァー旅行記 ジョナサン・スウィフト‖原作 大日本絵画 2011

4 ジャングルブック R.キプリング‖原作 大日本絵画 2007

5 白雪姫 大野 友資‖著 青幻舎 2015

6 シンデレラ マシュー・ラインハート‖さく 大日本絵画 2007

7 シンデレラ スザンナ・デイヴィッドソン‖ぶん 大日本絵画 2018

8 ドラキュラ ブラム・ストーカー‖[原作] 大日本絵画 2010

9 ピーター・パン J.M.バリ‖原作 大日本絵画 2009

10 美女と野獣 ロバート・サブダ‖さく 大日本絵画 2011

11 リトル・マーメイド ロバート・サブダ‖さく 大日本絵画 2013

12 星の王子さま サンテグジュペリ‖作・絵 岩崎書店 2009

13 不思議の国のアリス ルイス・キャロル‖原作 大日本絵画 2004
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⑦ 冬・クリスマスセットA（11冊）
No. タイトル 著者名 出版者 出版年

1 クリスマスの12日 ロバート・サブダ‖さく 大日本絵画 1997

2 クリスマスのまえのよる クレメント・C.ムーア‖詩 大日本絵画 2007

3 クリスマスはドキドキ きむら ゆういち‖作 教育画劇 1997

4 しろいふゆ ロバート・サブダ‖さく 大日本絵画 2008

5 だれも知らないサンタの秘密 アラン・スノウ‖さく 大日本絵画 2010

6 ナイト・ビフォー・クリスマス ロバート・サブダ‖さく 大日本絵画 2003

7 ぴよちゃんのクリスマス いりやま さとし‖作絵 学研教育出版 2010

8 ふゆのまえのおとしもの アンヌ・フロランス ルマソン‖ぶん 大日本絵画 2018

9 まどから★おくりもの 五味 太郎‖作・絵 偕成社 1983

10 ゆめのゆき エリック・カール‖作 偕成社 2002

11 冬ものがたり ロバート・サブダ‖さく 大日本絵画 2007

⑧ 冬・クリスマスセットB（11冊）
No. タイトル 著者名 出版者 出版年

1 ウィンター デビッド・A.カーター‖さく 大日本絵画 2015

2 クリスマスの12日 ロバート・サブダ‖さく 大日本絵画 1997

3 クリスマスはドキドキ きむら ゆういち‖作 教育画劇 1997

4 くるみわり人形 ジャン・ピエンコフスキー‖絵 大日本絵画 2009

5 サンタさんがやってきた デビッド・ペルハム‖さく 大日本絵画 2007

6 サンタクロースのいそがしい日 ジュリー・サイクス‖作 文渓堂 2002

7 ハヌカーのあかり マイケル・J.ローゼン‖文 大日本絵画 2012

8 ジングルベル ジェームズ・ロード・ピアポント‖作詞 大日本絵画 2014

9 チャーリー・ブラウンのクリスマス チャールズ・M.シュルツ‖さく 大日本絵画 2011

10 ふゆのまえのおとしもの アンヌ・フロランス ルマソン‖ぶん 大日本絵画 2018

11 冬ものがたり ロバート・サブダ‖さく 大日本絵画 2007

⑨ 冬・クリスマスセットC（11冊）
No. タイトル 著者名 出版者 出版年

1 くるみわり人形 ジャン・ピエンコフスキー‖絵 大日本絵画 2009

2 サンタクロースのいそがしい日 ジュリー・サイクス‖作 文渓堂 2002

3 サンタさんのてがみ ジョセフィン・コリンズ‖文 ひさかたチャイルド 2010

4 シーマくんとペギーちゃんのクリスマス エミール・ジャドゥール‖作 小学館 2006

5 しろいふゆ ロバート・サブダ‖さく 大日本絵画 2008

6 ピーターラビット 冬のおはなし ビアトリクス・ポター‖作 大日本絵画 2009

7 ぴよちゃんのクリスマス いりやま さとし‖作絵 学研教育出版 2010

8 ホワイトクリスマス デビッド・ペルハム‖さく 大日本絵画 2013

9 メリークリスマス とりうみ ゆき‖絵 学研 －

10 冬ものがたり ロバート・サブダ‖さく 大日本絵画 2007

11 雪降る森 大野 友資‖著 青幻舎 2017
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⑩ おばけセット（10冊）
No. タイトル 著者名 出版者 出版年

1 おばけやしき ジャン・ピエンコフスキー‖さく 大日本絵画 2005

2 ゾクゾク・ストリート クリスティーン・タッグ‖ぶん 大日本絵画 2010

3 なぞなぞおばけのお城 コリン・ホーキンス‖文 新風舎 2001

4 ぶきみなやつら セント・マーチンズ・プレス‖さく 大日本絵画 2012

5 まじょのキッチン ニック・シャラット‖さく・え 大日本絵画 2013

6 マミー? モーリス・センダック‖絵 大日本絵画 2008

7 ゆうれいホテル
アンティジェ・フォン・ステム‖さく
きたむら　まさお‖やく

大日本絵画 1997

8 ゆうれいレストラン
アレックス・ヘンリー‖ぶん
アンティジェ・フォン・ステム‖え

大日本絵画 2000

9 ようこそおばけやしきへ
ジャネット・ローラー‖ぶん
アンナ・チェンバーズ‖え

大日本絵画 2015

10 わんわん！ハロウィン！
ジャネット・ローラー‖文
キャスリン・セルバート‖絵

大日本絵画 2019
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３　エプロンシアター（24タイトル）

No. タイトル 出版者 参考情報

1 アンパンまんとばいきんまん フレーベル館
アンパンマンとばいきんまん、ジャムおじさん、大きなアンパンマンの顔人形が付
いている。アンパンマンがばいきんまんと戦うストーリー。

2 うさぎとかめ メイト 世界の名作『うさぎとかめ』に二人を応援するクマとタヌキが加わっている。

3 おおきなかぶ メイト 大きく広がるかぶ人形有。

4 おむすびころりん メイト

5 かえるののどじまん 乳幼児教育研究所 ３匹のかえるがのどじまん大会に出るお話。

6 カレーでおんど メイト
カレーができるまでを表現。
附属ＣＤ「カレーでおんど（阿部直美　作詞作曲）」付

7 きたかぜとたいよう メイト

8 金のがちょう メイト

9 くいしんぼゴリラ メイト
演じ手（エプロン全体）がゴリラになり、「くいしんぼゴリラのうた（阿部直美・
作詞、おざわたつゆき・作曲）」に合わせて演じる。

10 くまどんときつねどん 乳幼児教育研究所
畑の野菜を地面の上と下で「半分こ」する約束をした、くまどん、きつねどんのお
話。

11 こぶとりじいさん メイト こぶが取れるおじいさんの人形有。

12 さるかに話 メイト

13 ３びきのこぶた メイト

14 ３びきのこぶたのおかあさんのたんじょうび 乳幼児教育研究所
誕生日プレゼントを買ったけれど、途中でそれを食べてしまった３びきのこぶたと
そのおかあさんのお話。

15 ３びきのやぎのガラガラドン メイト

16 ジャックと豆の木 メイト

17 ぞうのはなはなぜながい メイト

18 内臓の大きさ説明エプロン アーテック
取り外し可能な各臓器パーツ付エプロン。大きさや長さを体感できる。※テキスト
無。物語ではありません。

19 ながぐつをはいたねこ メイト

20 ねずみのよめいり メイト

21 はらぺこあおむしエプロン 学研教育未来

22 ブレーメンのおんがくたい メイト

23 ももたろう メイト

24 やさいのパーティー メイト キャベツ王子とトマト姫が開くパーティーの物語のエプロンシアター。

※　各作品の内容情報等は次の各出版者インターネットサイトで確認できます。（一部を除きます。）
・（株）メイトHP　http://www.meito.jp/products/products_list_ap.html
・乳幼児教育研究所HP　http://www.nyuyoken.com/pm/?page_id=23
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４　パネルシアター　
（１）パネルシアター（56タイトル）
No. タイトル 出版者 種類 参考情報

1 あかずきん チャイルド本社 カラー
著者：わらべきみか、月下和恵
所要時間約6分

2
あかずきんちゃん
（パネルシアター名作選第２期）

アドグリーン企画出版 カラー

3 あしあとみつけた！ メイト カラー 所要時間約7分

4 アラジンと魔法のランプ アイ企画 蛍光カラー 所要時間約9分

5 ５つのメロンパン アイ企画 カラー

6 いぬのおまわりさん アイ企画 カラー

7 一本の鉛筆 アイ企画 蛍光カラー
美空ひばりさんが平和への思いを歌った「一本の鉛筆」に合わせ演じ
る。ＣＤ付。

8 うたってあそぼ！おべんとうばこのうた 成美堂出版 カラー

9 おばけマンション アイ企画 カラー

10 おばけマンション　２ アイ企画 カラー 所要時間約24分

11 おもちゃのチャチャチャ アイ企画 蛍光カラー 所要時間約4分

12 からかさのおよめさん アイ企画 蛍光カラー

13 きっぷはいけん　GO！GO！汽車 アイ企画 カラー 所要時間約11分

14 くまのがっこう アイ企画 カラー 所要時間約7分

15 クリスマスのうたがきこえてくるよ アイ企画 カラー 所要時間約10分

16 こいのぼり（行事のパネルシアター） アドグリーン企画出版 カラー

17 これ！だれの？ アイ企画 カラー

18
さるかに合戦
（パネルシアター名作選第２期）

アドグリーン企画出版 カラー

19 ３びきのこぶた／だぁしてひっこめてこんにちは！（うた） アイ企画 カラー

20 三びきのやぎとトロルのおはなし アイ企画 カラー

21 ジャングルじゃんけん 学研教育みらい カラー

22
十二支のおはなし
（行事のパネルシアター）

アドグリーン企画出版 カラー

23 ①10人のサンタ（うた）／②うさぎとかめ（おはなし） アイ企画 カラー
①＜遊び方１＞所要時間3分、＜遊び方２＞所要時間9分
②所要時間6分

24 しりとりおかいもの アイ企画 カラー 所要時間約9分

25 すみとわらとまめ アイ企画 カラー

26 せつぶん（行事のパネルシアター） アドグリーン企画出版 カラー

27 せんたく変身しゃわらららん アイ企画 カラー

28 たなばた（行事のパネルシアター） アドグリーン企画出版 蛍光カラー

29
だれでしょう
（パネルシアター名作選第２期）

アドグリーン企画出版 カラー

30 誰のあしあと？ アイ企画 カラー 所要時間約3分

31 だるまさん アイ企画 カラー

32 月へのぼったうさぎ 自館作成 蛍光カラー 演じ方のポイントＤＶＤ（道立図書館2006年作成）付

33 手をたたきましょう号／手をたたきましょう（うた） アイ企画 カラー

34 どこでねるの メイト 蛍光カラー 所要時間約4分

35 ドタバタ！妖怪うんどうかい 成美堂出版 カラー

36 どろろん！忍者学校 成美堂出版 カラー

37
とんでったバナナ・すうじの歌
（パネルシアター名作選第２期）

アドグリーン企画出版 カラー

38 忍者家族★「秘密のまきもの」の巻 アイ企画 蛍光カラー

39 にんじんさん だいこんさん ごぼうさん／これなぁに？ アイ企画 カラー クイズ
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40 パズル王子 アイ企画 カラー

41 はたらくくるま　 アイ企画 カラー

42 はたらくくるま　2 アイ企画 カラー

43 はらぺこあおむし 学研教育みらい カラー 所要時間約5分

44 パパ、お月さまとって！ 学研教育みらい カラー 所要時間約4分

45 パンクがえる／おすもうくまちゃん（うた） アイ企画 カラー

46 ひなまつり（行事のパネルシアター） アドグリーン企画出版 カラー

47 ぶたのたね 学研ブラス カラー 子どもたちに人気の絵本「ぶたのたね」がパネルシアターに。

48 ブレーメンの音楽隊 アイ企画 カラー

49 ほっぺがおちるよ アイ企画 カラー 所要時間約6分

50 ポンポンポケット アイ企画 カラー 所要時間約4分

51 ママのおけしょう アイ企画 カラー

52
まるい卵
（パネルシアター名作選第２期）

アドグリーン企画出版 カラー

53 メリークリスマス アイ企画 蛍光カラー 所要時間約4分

54 モクモクくものレストラン 成美堂出版 カラー

55 桃太郎 アイ企画 カラー

56 森のアイスクリームやさん アイ企画 カラ－ 所要時間約7分

※蛍光カラーとあるものがブラックパネルシアターです。必要に応じ、黒パネルやブラックライトもお申込みください。

品名 サイズ 数量 備考

1 白パネル 横110ｃｍ×縦80ｃｍ 3 布つき

2 黒パネル 横110ｃｍ×縦80ｃｍ 2 布つき

3 白パネル布 横120ｃｍ×縦100ｃｍ 2 布のみ

4 黒パネル布 横150ｃｍ×縦100ｃｍ 2 布のみ

5 ブラックライト 横50.5ｃｍ×縦5.5ｃｍ 3 ブラックパネルシアター用

6 パネルシアター用スタンド 横73ｃｍ×縦50ｃｍ 1 スチール製

５　おはなし迷路（１１タイトル）
タイトル サイズ 数量 備考

1 赤ずきんちゃん 横53ｃｍ×縦74ｃｍ 3

2 ありのめいろ 横53ｃｍ×縦74ｃｍ 1 モノクロ

3 おにがしまのめいろ 横53ｃｍ×縦74ｃｍ 1 モノクロ

4 おむすびころりん 横53ｃｍ×縦74ｃｍ 3

5 さるかにがっせん 横53ｃｍ×縦74ｃｍ 1

6 さんびきのこぶた 横53ｃｍ×縦74ｃｍ 3

7 ジャックと豆の木 横53ｃｍ×縦74ｃｍ 3

8 じゃんぐるのめいろ 横61ｃｍ×縦85ｃｍ 1 モノクロ

9 しらゆきひめ 横53ｃｍ×縦74ｃｍ 2

10 そんごくう 横53ｃｍ×縦74ｃｍ 2

11 竹取物語 横53ｃｍ×縦74ｃｍ 1

※　各作品の内容情報等は、次の各出版者インターネットサイトで確認できます。（一部を除きます。）
・アイ企画HP　http://www.ai-panel.com/products.html
・（株）メイトHP　http://www.meito.jp/products/products_list_pan.html
・アド・グリーン企画出版株式会社HP  https://www.ado-green-shop.com/item-list?categoryId=10634

（２）パネルシアター関連用品
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６　紙芝居　
（１）紙芝居（169タイトル）

No. タイトル 著者等 出版者 出版年

1 あかしろうんどうかい とよた かずひこ‖脚本・絵 童心社 2007

2 あひるのおうさま 堀尾 青史‖脚本 童心社 2010

3
あめこんこん
（松谷みよ子かみしばい　ちいさいモモちゃん５）

松谷 みよ子‖脚本
鈴木 未央子‖画

童心社 1984

4 あれあれなあーに? やべ みつのり‖作 童心社 1987

5 いちばんおおきなばった 今森 光彦‖写真作 教育画劇 2005

6 うなぎにきいて 桂 文我‖脚本 童心社 2005

7 うまうままんま 長野 ヒデ子‖脚本・絵 童心社 2008

8 うめぼしさん 神沢 利子‖脚本 童心社 2000

9 おいしぃおいしぃ! ひろかわ さえこ‖脚本・絵 童心社 2006

10 おいしいとびらをとんとんとん 土田 義晴‖脚本・絵 童心社 2006

11 おうさまさぶちゃん 馬場 のぼる‖作・画 童心社 2000

12 おおきくおおきくおおきくなあれ まつい のりこ‖脚本・画 童心社 1983

13 おおどろぼうマーサカサ みやざき ひろかず‖作絵 教育画劇 2009

14 おかあさんのはなし 〔アンデルセン‖原作〕 童心社 1981

15 おきゃくさま
高橋 五山‖原作
高橋 洋子‖脚色・編集

全甲社 2014

16 おけやのてんのぼり 川崎 大治‖脚本 童心社 1999

17 おさじさん 松谷 みよ子‖作 童心社 1973

18 おだんごころころ 坪田 譲治‖作 童心社 2000

19 お茶にしましょ 菅野 博子‖脚本・絵 雲母書房 2009

20 おつきさんにばけたいの 新美 南吉‖原作 童心社 1997

21 おっはようもうおきた? 小野寺 悦子‖脚本 童心社 2004

22 おとうさん 与田 凖一‖脚本 童心社 1998

23 おとうふさんとそらまめさん 松谷 みよ子‖脚本 童心社 2005

24 おどりばダンスホール 片岡 直子‖脚本・絵 雲母書房 2012

25 おなべとやかんとふらいぱんのけんか 村山 籌子‖原作 童心社 1971

26 おにぎりおにぎり 長野 ヒデ子‖脚本・絵 童心社 2008

27 おばけちゃんとことこ 長野 ヒデ子‖脚本・絵 童心社 2007

28 おふくとおに　よいこの十二か月
稲庭 桂子‖脚本
井口 文秀‖画

童心社 －

29 おまめくんぱちぱちー とよた かずひこ‖脚本・絵 童心社 2004

30 おまんじゅうのすきなとのさま 日下部 由美子‖脚本 童心社 1995

31 おむすびくん とよた かずひこ‖脚本・絵 童心社 2009

32 おりょうりだいすきエプロンさん
いちかわ けいこ‖脚本
市居 みか‖絵

童心社 2015

33 おやつのまえに 高橋 道子‖脚本 童心社 2009

34 貝の火
川崎 大治‖脚本
久保 雅勇‖画

童心社 －

35 かえるケロスケ 浅沼 とおる‖作絵 教育画劇 2006

36 かくれんぼ 瀬名 恵子‖脚本・画 童心社 1983

37 かさじぞう
松谷 みよ子‖脚本
まつやま ふみお‖画

童心社 1980

38 ガサゴソだーれ 八木田 宜子‖脚本 童心社 2010

39 からかさおばけとのっぺらぼう ムスタ 祐子‖脚本・絵 童心社 2009

40 がらがらでんしゃ とよた かずひこ‖脚本・絵 童心社 2002
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41 かりゆしの海 まつい のりこ‖脚本・画 童心社 1989

42 がんばれきょうりゅうぼうや 黒川 光広‖脚本・絵 童心社 2000

43 かんづめ　あけよう！ 五味 太郎‖脚本・絵 童心社 2018

44 きかんしゃぼっぽくん とよた かずひこ‖脚本・絵 童心社 2010

45 ききみみずきん
堀尾 青史‖作
田中 武紫‖画

童心社 －

46 きたかぜのくれたテーブルかけ 川崎 大治‖脚本 童心社 1998

47 きょうのばんごはんなあーに? やべ みつのり‖脚本・絵 童心社 2008

48 きょうりゅうぼうやのおともだち 黒川 光広‖脚本・絵 童心社 2002

49 きょうりゅうぼうやのさかなつり 黒川 光広‖脚本・絵 童心社 2001

50 グスコーブドリの伝説《前編》
堀尾 青史‖脚本
滝平 二郎‖画

童心社 －

51 グスコーブドリの伝説《後編》
堀尾 青史‖脚本
滝平 二郎‖画

童心社 －

52 クックとおねいちゃんのおつかい 内閣府政策統括官（共生社会政策担当）‖監修 財団法人全日本交通安全協会 2011

53 くちのあかないカバヒポポくん わしお としこ‖脚本解説 童心社 1984

54 くま一ぴきぶんはねずみ百ぴきぶんか 神沢 利子‖作 ポプラ社 2004

55
くろずみ小太郎旅日記 〔１〕
おろち退治の巻

飯野 和好‖作・絵 ポプラ社 2004

56
くろずみ小太郎旅日記　その２
盗賊あぶのぶんべえ退治の巻

飯野 和好‖作・絵 ポプラ社 2004

57
くろずみ小太郎旅日記　その３
妖鬼アメフラシ姫の巻

飯野 和好‖作・絵 ポプラ社 2004

58 くわず女房 松谷 みよ子‖脚本 童心社 1998

59 こうちゃんのじどうしゃ 松谷 みよ子‖脚本 童心社 2002

60 こがにとおつきさま － 日本画劇 －

61 こぎつねコンチとおかあさん 中川 李枝子‖脚本 童心社 1998

62 こぎつねコンチのにわそうじ 中川 李枝子‖脚本 童心社 2002

63 ごきげんのわるいコックさん まつい のりこ‖脚本・絵 童心社 1985

64 ここほれガッチャ ミノオカ リョウスケ‖脚本・絵 童心社 2010

65 ごしごしごし とよた かずひこ‖脚本・絵 童心社 2001

66 子そだてゆうれい 桜井 信夫‖脚本 童心社 1991

67 コッコおばさんのうれしいおでんわ 仲川 道子‖脚本・画 童心社 1999

68 こぶたのまーち 村山 桂子‖脚本 童心社 1966

69 これはりんご 中川 ひろたか‖脚本 童心社 1997

70 ゴロゴロゴロン とよた かずひこ‖脚本・絵 童心社 2003

71 ごろん ひろかわ さえこ‖脚本・絵 童心社 2004

72 ごんぎつね 新美 南吉‖原作 鈴木出版 2005

73 さらやしきのおきく 桂 文我‖脚本 童心社 2004

74 しゅっぱーつ! 山本 祐司‖脚本・絵 童心社 2010

75 しょいくらべ 遠山 昭雄‖監修 雲母書房 2009

76 しんかんせんははやい 中川 ひろたか‖脚本 童心社 2003

77 せみとくまのこ 鶴見 正夫‖作 童心社 2000

78 セミくんがおようふくをきがえたら… 今森 光彦写真作 教育画劇 2005

79 セロひきのゴーシュ
堀尾 青史‖脚本
池田 仙三郎‖画

童心社 －

80 仙人のおくりもの 渡辺 享子‖脚本・絵 童心社 2008

81 曽根崎心中
近松門左衛門‖原作
サワジロウ‖脚本・絵

雲母書房 2016

82 たのしいクリスマスのじゅんび たんじ あきこ‖作・絵 教育画劇 2017
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83 たべられたやまんば 松谷 みよ子‖脚本 童心社 1970

84 たまごがころべば 中川 ひろたか‖脚本 童心社 1999

85 だんごむしのころちゃん 高家 博成‖脚本 童心社 1997

86 たんたんとんとん 仲川 道子‖脚本・絵 童心社 2004

87 ちからもちの三きちさん よいこの十二か月
松谷 みよ子‖作
久米 宏一‖画

童心社 －

88
ちゅうしゃにいったモモちゃん
（松谷みよ子かみしばい　ちいさいモモちゃん　４）

松谷 みよ子‖脚本
鈴木 未央子‖画

童心社 1984

89 注文の多い料理店　かみしばい宮沢賢治童話名作集
堀尾 青史‖脚本
北田 卓史‖画

童心社 －

90 ちょうちょホテル 松谷 みよ子‖脚本 童心社 1992

91 できたかなまーだかな やすい すえこ‖脚本 童心社 2009

92 でてきたなあーんだ? やべ みつのり‖脚本・絵 童心社 1991

93 でてこいこい! 間所 ひさこ‖脚本 童心社 2007

94 でんしゃがくるよ とよた かずひこ‖脚本・絵 童心社 2001

95 てんとうむしのテム 得田 之久‖脚本・画 童心社 1998

96 天人のはごろも 堀尾 青史‖脚本 童心社 1998

97 どきどきうんどうかい ねじめ 正一‖脚本 童心社 2005

98 どっちだ? 島本 一男‖脚本 童心社 1996

99 とのさまからもらったごほうび 山路 愛子‖脚本 童心社 1995

100 とばしっこ 遠山 昭雄‖監修 雲母書房 2009

101 トプスはつよいおにいちゃん 福岡 昭二‖文絵 教育画劇 2008

102 とまがしま 桂 文我‖脚本 童心社 2004

103 トラのおんがえし 渡辺 享子‖脚本・絵 童心社 2001

104 トラよりつよいカエルくん 矢崎 節夫‖文 教育画劇 2009

105 どんぐりとやまねこ 宮沢 賢治‖原作 童心社 1996

106 どんぐりのあかちゃん 島本 一男‖脚本 童心社 1997

107 トンボくんとなかまたち 今森 光彦‖写真作 教育画劇 2005

108 ないしょのゆきあそび すとう あさえ‖脚本 童心社 2007

109 なぜ、おふろにしょうぶをいれるの? 常光 徹‖脚本 童心社 2001

110 なぜ、かがみもちをかざるの? 千世 まゆ子‖脚本 童心社 2001

111 なぜ、クリスマスツリーをかざるの? 岩倉 千春‖脚本 童心社 2001

112 なぜ、せつぶんに豆をまくの? 国松 俊英‖脚本 童心社 2001

113 なんかなんかあるよ 小野寺 悦子‖脚本 童心社 2007

114 二度と 松井 エイコ‖脚本・絵 童心社 2005

115 ニャーオン 都丸 つや子‖脚本 童心社 1990

116 にらめっこしましょあっぷっぷ! 長野 ヒデ子‖脚本・絵 童心社 2007

117 ネコのおてがみ 長野 ヒデ子‖脚本・画 童心社 1996

118 ネコのおりょうり 長野 ヒデ子‖脚本・画 童心社 1997

119 ネコのたいそう 長野 ヒデ子‖脚本・画 童心社 1999

120 ねないこだあれ 松谷 みよ子‖脚本 童心社 2000

121 のーびたのびた 福田 岩緒‖脚本・絵 童心社 2006

122 のばら 小川 未明‖原作 童心社 2005

123 のはらでんしゃ 武鹿 悦子‖脚本 童心社 2008

124 はーい! 間所 ひさこ‖脚本 童心社 2006
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125 ばけばけ〜どん! 谷地元 雄一‖脚本 童心社 2004

126 はないっぱいになあれ 松谷 みよ子‖脚本 童心社 1998

127 はなのすきなおじいさん 小林 純一‖脚本 童心社 1998

128
はのいたいモモちゃん
（松谷みよ子かみしばい　ちいさいモモちゃん　２）

松谷 みよ子‖脚本
鈴木 未央子‖画

童心社 1984

129 ハムちゃんとあそぼっ! 内山 晟‖写真 教育画劇 2002

130 はらっぱでみつけたよ わしお としこ‖作 教育画劇 2006

131 ハロウィンのかぼちゃ
ますい さちみ‖脚本
スズキ コージ‖絵

童心社 2017

132 七どぎつね 桂 文我‖脚本 童心社 2004

133 ぴったんこってきもちいいね 田村 忠夫‖脚本 童心社 2004

134 ひよこちゃん チュコフスキー‖原作 童心社 1998

135 ぴよぴよたんけんたい とよた かずひこ脚本・絵 童心社 2005

136 ぴょんぴょんにょきにょき 荒木 文子脚本 童心社 2008

137 ひろしとひまわり 西村 由紀子原作 童心社 2001

138 ふうたのはなまつり あまん きみこ原作 童心社 1993

139 ふたごのまるまるちゃん 犬飼 由美恵‖脚本 教育画劇 2009

140 ブラキオサウルスのかぞく 月本 佳代美‖絵 教育画劇 2008

141 平和のちかい 稲庭 桂子‖脚本 童心社 2005

142 へっこきよめさま 水谷 章三‖脚本 童心社 2005

143 ぼくのタガメ 杉浦 宏‖原案 童心社 2008

144 ぼくはだれのおならなの? 山本 省三‖作画 教育画劇 2001

145 まことくんとおかし 黒田 かおる‖脚本 童心社 2006

146 待ちぼうけ
北川 鎭‖脚本・絵
遠山 昭雄‖監修

雲母書房 2017

147 まつりのばん　かみしばい宮沢賢治童話名作集
川崎 大治脚本
福田 庄助画

童心社 －

148 まほうのふえ 湯浅 とんぼ‖脚本 童心社 2007

149 まんまるまんまたんたかたん 荒木 文子‖脚本 童心社 2007

150 みいちゃんの春 ピーマンみもと‖脚本・絵 雲母書房 2009

151 みんなでたいそう 新沢 としひこ‖脚本 童心社 2004

152 みんなでぽん! まつい のりこ‖脚本・画 童心社 1987

153 むしのおうさまカブトムシ 今森 光彦‖写真作 教育画劇 2005

154 もみもみおいしゃさん とよた かずひこ‖脚本・絵 童心社 2004

155 ももたろう
松谷 みよ子‖脚本
二俣 英五郎‖画

童心社 1998

156
モモちゃんがあかちゃんだったとき
（松谷みよ子かみしばい　ちいさいモモちゃん１）

松谷 みよ子‖脚本
鈴木 未央子‖画

童心社 1984

157
モモちゃんとかた目のプー
（松谷みよ子かみしばい　ちいさいモモちゃん　６）

松谷 みよ子‖脚本
鈴木 未央子‖画

童心社 1984

158
モモちゃんのおみせやさん
（松谷みよ子かみしばい　ちいさいモモちゃん　３）

松谷 みよ子‖脚本
鈴木 未央子‖画

童心社 1984

159 やさしいまものバッパー 野坂 悦子‖脚本 童心社 2009

160 やまなし 宮沢 賢治‖原作 童心社 1996

161 ゆめみこぞう 若林 一郎‖脚本 童心社 2003

162 よいしょよいしょ まつい のりこ‖脚本・絵 童心社 2004

163 ワンワンワン とよた かずひこ‖脚本・絵 童心社 2006

164
「おかしも」はかじのおやくそく
（もしもにそなえる防災かみしばい 火災からの避難）

礒 みゆき‖脚本・絵
原本 憲子‖監修

童心社 2014

165
だいじだいじ
（もしもにそなえる防災かみしばい 頭を守る）

ひろかわ さえこ‖脚本・絵
原本 憲子‖監修

童心社 2014
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166
にげてにげて　つなみがくるよ！
（もしもにそなえる防災かみしばい
地震・津波避難訓練）

やすい すえこ‖脚本
鈴木 幸枝‖絵
原本 憲子‖監修

童心社 2014

167
にんじゃせんせいいざまる
（もしもにそなえる防災かみしばい 体を動かす練習）

津田 真一‖脚本
市居 みか‖絵
原本 憲子‖監修

童心社 2014

168
もしももしものもしもんが、きた!
（もしもにそなえる防災かみしばい 身の回りの危険）

すとう あさえ‖脚本
くすはら 順子‖絵
原本 憲子‖監修

童心社 2014

169
れんしゅうしててよかったね
（もしもにそなえる防災かみしばい 地震・二次避難）

宮崎 二美枝‖脚本
夏目 尚吾‖絵
原本 憲子‖監修

童心社 2014

（２）大型紙芝居（15タイトル）
タイトル 著者等 出版者 出版年

1 あひるのおうさま 堀尾 青史‖脚本 童心社 2003

2 あわてないあわてない 仲川 道子‖脚本・絵 童心社 2005

3 おうさまさぶちゃん 馬場 のぼる‖脚本・絵 童心社 2007

4 おおきくおおきくおおきくなあれ まつい のりこ‖脚本・画 童心社 2002

5 おだんごころころ 坪田 譲治‖脚本 童心社 2006

6 おとうさん 与田 凖一‖脚本 童心社 2002

7 くれよんさんのけんか 八木田 宜子‖脚本 童心社 2003

8 こねこのしろちゃん 堀尾 青史‖脚本 童心社 2007

9 したきりすずめ 松谷 みよ子‖脚本 童心社 2003

☆10 すごいぞ!縄文遺跡・縄文時代のタイムカプセル   
北海道中小企業家同友会函館支部‖著
なっき45‖イラスト

北海道中小企業家同友会函館支
部

[2022]

11 台風がきたぞ 千世 繭子‖脚本 童心社 2005

12 たべられたやまんば 松谷 みよ子‖脚本 童心社 2002

13 なんにもせんにん 巌谷 小波‖原作 童心社 2007

14 はい、タッチ とよた かずひこ‖脚本・絵 童心社 2018

15 みんなでぽん! まつい のりこ‖脚本・絵 童心社 2006

（３）紙芝居関連用品　
No. 品名 サイズ（外周） 数量

1 Ａ型舞台（三面開標準型） 横41ｃｍ×縦3４ｃｍ×高さ９ｃｍ 2

2 Ｂ型舞台（豪華幕付型） 横５０ｃｍ×縦４１ｃｍ×高さ１２ｃｍ 1

3 大型紙芝居舞台（三面開標準型） 横６５ｃｍ×縦５３ｃｍ×高さ１１ｃｍ 1

※サイズはおおよその外周です。事業貸出し用の紙芝居、大型紙芝居の各規格に対応しています。

７　藤田浩子のおはなしの小道具セット（5セット）
No. 著者等 出版者 備考

1 藤田 浩子‖〔作〕 一声社 15枚ひと組

2 藤田 浩子‖〔作〕 一声社 10枚ひと組

3 藤田 浩子‖〔作〕 一声社 10枚ひと組

4 藤田 浩子‖〔作〕 一声社 13枚ひと組

5 (森までドライブ) (あたまかたひざポン)ほか 藤田 浩子‖〔作〕 一声社 11枚ひと組

タイトル

おばあさんとぶた 変身泥棒

いないいないばあ コートのおはなし

わらぶき屋根の家 林の中から くるくる変り絵

リスとドングリ レストラン
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８　学習支援セット

（１）調べ学習支援セット（８タイトル）

No. 著者名 出版者 出版年

1 赤木 かん子‖著 ポプラ社 2011

2 赤木 かん子‖著　 ポプラ社 2011

3 赤木 かん子‖文 埼玉福祉会 2011

4 赤木 かん子‖文 埼玉福祉会 2011

5 赤木 かん子‖文 埼玉福祉会 2011

6 赤木 かん子‖文 埼玉福祉会 2011

7 赤木 かん子‖文 埼玉福祉会 2011

8 本ってどうやってつかうの？（目次と索引） 赤木 かん子‖文 埼玉福祉会 2011

（２）バリアフリーセット（１セット24点×3セット）

No. 種　類 タイトル 著者名 出版者 出版年

1 点字絵本 あらしのよるに きむら ゆういち‖文 講談社 2017 A B C

2 点字絵本 ぐりとぐら 中川 李枝子‖さく 福音館書店 2013 A B C

3 点字絵本 さわるめいろ　２ 村山 純子‖著 小学館 2015 A B C

4 点字絵本 しろくまちゃんのほっとけーき 森 比左志‖著 こぐま社 2009 A B C

☆5 点字絵本 音にさわる 広瀬 浩二郎‖作 偕成社 2021 A

☆6 点字絵本 どちらがおおい?かぞえるえほん 村山 純子‖著 小学館 2020 B

☆7 点字絵本 いないいないばあ 松谷 みよ子‖ぶん 童心社 2021 C

8 LLブック アサガオをそだてよう あかぎ かんこ‖さく 埼玉福祉会 2017 A B C

9 LLブック さんびきのこぶた あかぎ かんこ‖ぶん 埼玉福祉会 2017 A B C

☆10 LLブック
キラリさんの病気やケガのときはどうす
るの?

読書工房‖編著 国土社 2022 A

☆11 LLブック コックローさんのすっきりおそうじ 読書工房‖編著 国土社 2021 A

☆12 LLブック 仕事に行ってきます 2 埼玉福祉会出版部 2018 A

☆13 LLブック 仕事に行ってきます 3 埼玉福祉会出版部 2019 A

☆14 LLブック 仕事に行ってきますプラス 1
季刊『コトノネ』編
集部‖著

埼玉福祉会出版部 2022 A

☆15 LLブック 仕事に行ってきます 11 埼玉福祉会出版部 2022 B

☆16 LLブック 仕事に行ってきます 12 埼玉福祉会出版部 2022 B

☆17 LLブック ともだちってどんなひと? 赤木 かん子‖著 埼玉福祉会出版部 2018 B

☆18 LLブック
マシロさんとユウリさんのこんなとき、
なに着る?

読書工房‖編著 国土社 2021 B

☆19 LLブック ユウリさんの電車とバスででかけよう 読書工房‖編著 国土社 2022 B

☆20 LLブック 仕事に行ってきます 5 埼玉福祉会出版部 2019 C

☆21 LLブック 仕事に行ってきます 9 埼玉福祉会出版部 2021 C

☆22 LLブック
ぼくと目の見えない内田さんがであった
はなし

赤木 かん子‖著 埼玉福祉会出版部 2021 C

☆23 LLブック
マシロさんとユウリさんの今日もきちん
と身だしなみ

読書工房‖編著 国土社 2022 C

☆24 LLブック ミチルさんのたのしくお洗たく 読書工房‖編著 国土社 2021 C

25 JBBY推薦図書 このあいだになにがあった？ 佐藤 雅彦‖作 福音館書店 2017 A B C

26 JBBY推薦図書 ごはん 平野 恵理子‖作 福音館書店 2015 A B C

27 JBBY推薦図書 ともだちのときちゃん 岩瀬 成子‖作 フレーベル館 2017 A B C

28 JBBY推薦図書 夏がきた 羽尻 利門‖作 あすなろ書房 2017 A B C

29 JBBY推薦図書 まるさんかくぞう 及川 賢治‖作 文溪堂 2008 A B C

セット

備考

紙芝居

図書

図書

紙芝居

紙芝居

紙芝居

紙芝居本ってどうやってできたの？　下

テーマのきめかた

本で調べてほうこくしよう

タイトル

紙芝居

調べ学習の基礎の基礎

百科事典の引きかた

本ってどうやってできたの？　上

図書館へようこそ！
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30 マルチメディアDAISY 手袋を買いに 新美 南吉 日本障害者リハビリテーション協会 － A

31 マルチメディアDAISY どんぐりと山猫 宮澤 賢治 日本障害者リハビリテーション協会 － A

32 マルチメディアDAISY ラプンツェル グリム 日本障害者リハビリテーション協会 － B

33 マルチメディアDAISY 杜子春 芥川 龍之介 日本障害者リハビリテーション協会 － B

34 マルチメディアDAISY 雪女 小泉 八雲 日本障害者リハビリテーション協会 － C

35 マルチメディアDAISY（英語） The　story of the three little pigs Jacobs, Joseph JSRPD － C

36 布絵本 すうじのうた － ふきのとう文庫 － A

37 布絵本 ひよこひよこ － ふきのとう文庫 － A

38 布絵本 このいろなあに － ふきのとう文庫 － B

39 布絵本 ドレミのうた（楽譜付き） － ふきのとう文庫 － C

40 布絵本（英語） Greeting － ふきのとう文庫 － B C

☆41 大きな文字の青い鳥文庫
ハリィにおまかせ!　上　天才少年鍼灸
師・ハリィ登場!

木下 繁‖作
遠野 ノオト‖絵

講談社 2012 A

☆42 大きな文字の青い鳥文庫
ハリィにおまかせ!　下　天才少年鍼灸
師・ハリィ登場!

木下 繁‖作
遠野 ノオト‖絵

講談社 2012 A

☆43 大きな文字の青い鳥文庫 おっことチョコの魔界ツアー
令丈 ヒロ子‖作
石崎 洋司‖作

講談社 2009 B

☆44 大きな文字の青い鳥文庫 魔女館と秘密のチャンネル　上
つくも ようこ‖作
CLAMP‖絵

講談社 2010 C

☆45 大きな文字の青い鳥文庫 魔女館と秘密のチャンネル　下
つくも ようこ‖作
CLAMP‖絵

講談社 2010 C

☆46 障がいを知る本 指と耳で見る、目と手で聞く 金治 直美‖著 ぺりかん社 2023 A

☆47 障がいを知る本
「見る力」が弱い子どもへのサポート
Q&A

奥村 智人‖著 読書工房 2022 B

☆48 障がいを知る本
読み書き障害<ディスレクシア>のある人へ
のサポート入門

河野 俊寛‖著 読書工房 2022 C

☆49 参考資料 福祉用具の図鑑 徳田 克己‖監修 金の星社 2021 B
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（３）SDGsセット（81タイトル）

No. タイトル 著者等 出版者 出版年 請求記号
小高
～中

中～
一般

1 SDGsを学ぶ 国際開発・国際協力入門
高柳 彰夫‖編
大橋 正明‖編

法律文化社 2018 333.8/E ○

2
SDGs 改訂新版
国連世界の未来を変えるための17の目標

日能研教務部‖企画・編集 日能研 2020 J33/E ○

3
SDGsアクション <ターゲット実践>インプットからア
ウトプットまで

松木 喬‖著
松本 麻木乃‖著
日刊工業新聞社‖編

日刊工業新聞社 2020 335.15/E ○

4
SDGsを考える
歴史・環境・経営の視点からみた持続可能な社会

高井 亨‖編
甲田 紫乃‖編

ナカニシヤ出版 2020 333.8/E ○

5
SDGs思考 2030年のその先へ
17の目標を超えて目指す世界

田瀬 和夫‖著
SDGパートナーズ‖著

インプレス 2020 335.15/E ○

6 SDGs<持続可能な開発目標> 蟹江 憲史‖著 中央公論新社 2020 S333.8/E ○

7
SDGs先進都市フライブルク
市民主体の持続可能なまちづくり

中口 毅博‖著
熊崎 実佳‖著

学芸出版者 2019 519/E ○

8
SDGsで「変わる経済」と「新たな暮らし」
2030年を笑顔で迎えるために

河口 真理子‖著 生産性出版 2020 519/E ○

9 SDGsと日本 全国データ
「人間の安全保障」フォーラム‖編
高須 幸雄‖編著

明石書店 2019 360/E ○

10
SDGsとまちづくり
持続可能な地域と学びづくり

田中 治彦‖編著
枝廣 淳子‖編著
久保田 崇‖編著

学文社 2019 318.6/E ○

11
SDGsとは何か?
世界を変える17のSDGs目標

安藤 顯‖著 三和書籍 2019 333.8/E ○

12
SDGsぬまっち式アクション100
1　学校編

沼田 晶弘‖監修 鈴木出版 2019 J33/E/1 ○

13
SDGsぬまっち式アクション100
2　まち編

沼田 晶弘‖監修 鈴木出版 2019 J33/E/2 ○

14
SDGsぬまっち式アクション100
3　家族編

沼田 晶弘‖監修 鈴木出版 2019 J33/E/3 ○

15
SDGsのきほん 未来のための17の目標
1 　SDGsってなに?

稲葉 茂勝‖著 ポプラ社 2020 J33/E/1 ○

16
SDGsのきほん 未来のための17の目標
2 　貧困

稲葉 茂勝‖著 ポプラ社 2020 J33/E/2 ○

17
SDGsのきほん 未来のための17の目標
3　飢餓

稲葉 茂勝‖著 ポプラ社 2020 J33/E/3 ○

18
SDGsのきほん 未来のための17の目標
4　健康と福祉

稲葉 茂勝‖著 ポプラ社 2020 J33/E/4 ○

19
SDGsのきほん 未来のための17の目標
5　教育

稲葉 茂勝‖著 ポプラ社 2020 J33/E/5 ○

20
SDGsのきほん 未来のための17の目標
6　ジェンダー

稲葉 茂勝‖著 ポプラ社 2020 J33/E/6 ○

21
SDGsのきほん 未来のための17の目標
7　水とトイレ

稲葉 茂勝‖著 ポプラ社 2020 J33/E/7 ○

22
SDGsのきほん 未来のための17の目標
8　エネルギー

稲葉 茂勝‖著 ポプラ社 2020 J33/E/8 ○

23
SDGsのきほん 未来のための17の目標
9　労働と経済

稲葉 茂勝‖著 ポプラ社 2020 J33/E/9 ○

24
SDGsのきほん 未来のための17の目標
10　インフラ

稲葉 茂勝‖著 ポプラ社 2020 J33/E/10 ○

25
SDGsのきほん 未来のための17の目標
11　不平等

稲葉 茂勝‖著 ポプラ社 2020 J33/E/11 ○

26
SDGsのきほん 未来のための17の目標
12　まちづくり

稲葉 茂勝‖著 ポプラ社 2020 J33/E/12 ○

27
SDGsのきほん 未来のための17の目標
13　生産と消費

稲葉 茂勝‖著 ポプラ社 2021 J33/E/13 ○

28
SDGsのきほん 未来のための17の目標
14　気候変動

稲葉 茂勝‖著 ポプラ社 2021 J33/E/14 ○

29
SDGsのきほん 未来のための17の目標
15　海の豊かさ

稲葉 茂勝‖著 ポプラ社 2021 J33/E/15 ○

30
SDGsのきほん 未来のための17の目標
16　陸の豊かさ

稲葉 茂勝‖著 ポプラ社 2021 J33/E/16 ○

31
SDGsのきほん 未来のための17の目標
17　平和と公正

稲葉 茂勝‖著 ポプラ社 2021 J33/E/17 ○

32
SDGsのきほん 未来のための17の目標
18　パートナーシップ

稲葉 茂勝‖著 ポプラ社 2021 J33/E/18 ○

33
SDGsの主流化と実践による地域創生
まち・ひと・しごとを学びあう

樋口 邦史‖編著
遠野みらい創りカレッジ‖編

水曜社 2019 318.6/E ○

34 大人は知らない今ない仕事図鑑100
澤井 智毅‖監修
上村 彰子‖構成・文
「今ない仕事」取材班‖構成・文

講談社 2020 J36/O ○

35
おやこで話すはじめてのLGBTs
きみは世界でただひとり

鶴岡 そらやす‖著
一芒‖イラスト

日本能率協会マネジメントセンター 2020 J36/O ○

36 お笑い芸人と学ぶ13歳からのSDGs
たかまつ なな‖著
佐藤 真久‖監修

くもん出版 2020 333.8/O ○ ○

37 科学的に見るSDGs時代のごみ問題 松藤 敏彦‖著 丸善出版 2019 518.52/KA ○

38
キャリア教育に活きる!仕事ファイル 21
センパイに聞く　エコの仕事

小峰書店編集部‖編著 小峰書店 2020 J36/KY/21 ○

39 国谷裕子と考えるSDGsがわかる本 国谷 裕子‖監修 文溪堂 2019 J33/KU ○

40 現地取材!世界のくらし 1　日本 － ポプラ社 2020 J29/G/1 ○
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No. タイトル 著者等 出版者 出版年 請求記号
小高
～中

中～
一般

41
こどもSDGs
なぜSDGsが必要なのかがわかる本

秋山 宏次郎‖監修
バウンド‖著

カンゼン 2020 J33/KO ○

42
ごみを資源にまちづくり
肥料・エネルギー・雇用を生む

中村 修‖著 農山漁村文化協会 2017 518.523/G ○

43
ごみから考えるSDGs
未来を変えるために、何ができる?

織 朱實‖監修 PHP研究所 2020 J51/G ○

44
「再エネ大国日本」への挑戦 再生可能エネルギー+循
環型社会が人口減少と温暖化の危機を救う!

山口 豊‖著
スーパーJチャンネル土曜取材班‖著

山と溪谷社 2020 501.6/SA ○

45
最新SDGsの手法とツールがよ〜くわかる本
サステナブルなビジネスをするために

天沼 伸恵‖編著
小野田 真二‖編著

秀和システム 2020 335.15/SA ○

46
サーキュラー・エコノミー
企業がやるべきSDGs実践の書

中石 和良‖著 ポプラ社 2020 S519.13/SA ○

47
ザ・ソウル・オブくず屋
SDGsを実現する仕事

東 龍夫‖著 コモンズ 2019 518.52/Z ○

48
知っていますか?SDGs
ユニセフとめざす2030年のゴール

日本ユニセフ協会‖制作協力 さ・え・ら書房 2018 J33/SH ○ ○

49
しつもん!ドラえもん 教えて!国際社会編
まんがも読める学べるQ&Aブック

藤子・F・不二雄‖キャラクター原作
朝日新聞社‖監修

小学館 2020 J03/SH ○

50 13歳から知っておきたいLGBT+
アシュリー・マーデル‖著
須川 綾子‖訳

ダイヤモンド社 2017 367.9/J ○

51 13歳からの食と農 家族農業が世界を変える 関根 佳恵‖著 かもがわ出版 2020 611.7/J ○

52
知る・わかる・伝えるSDGs 1
貧困・食料・健康・ジェンダー・水と衛生

日本環境教育学会‖監修 学文社 2019 519/SH/1 ○

53 図解でわかる14歳から知る気候変動 インフォビジュアル研究所‖著 太田出版 2020 451.35/Z ○

54 図解でわかる14歳からのプラスチックと環境問題 インフォビジュアル研究所‖著 太田出版 2019 519/Z ○

55 図解でわかる14歳からの水と環境問題 インフォビジュアル研究所‖著 太田出版 2020 519/Z ○

56
世界を変えるSDGs 2030年までにわたしたちにでき
ることを考えよう!

小林 亮‖監修 あかね書房 2020 J33/SE ○

57 世界がぐっと近くなるSDGsとボクらをつなぐ本 池上 彰‖監修 学研プラス 2020 J33/SE ○ ○

58
世界中の子どもの権利をまもる30の方法
だれひとり置き去りにしない!

国際子ども権利センター‖編
甲斐田 万智子‖編 荒牧 重人‖監修

合同出版 2019 369.4/SE ○

59 世界の難民をたすける30の方法 滝澤 三郎‖編著 合同出版 2018 369.38/SE ○

60
世界は自分一人から変えられる
貧困と環境破壊をビジネスで解決した男の物語

阪口 竜也‖著 大和書房 2017 519.13/SE ○ ○

61
脱プラスチックへの挑戦
持続可能な地球と世界ビジネスの潮流

堅達 京子‖著
NHK BS1スペシャル取材班‖著

山と溪谷社 2020 519/D ○

62 地球について知っておくべき100のこと
ジェローム・マーティン‖[ほか]文
フェデリコ・マリアーニ‖イラスト
パルコ・ポロ‖イラスト

小学館 2020 J45/C ○

63
地球村の子どもたち　途上国から見たSDGs
1　 格差

石井 光太‖著 少年写真新聞社 2020 J33/C/1 ○

64
地球村の子どもたち　途上国から見たSDGs
2　 生命

石井 光太‖著 少年写真新聞社 2020 J33/C/2 ○

65 生ゴミからエネルギーをつくろう！
多田 千佳‖文
米林 宏昌‖絵

農山漁村文化協会 2020 － ○

66
2030年の世界地図帳
あたらしい経済とSDGs、未来への展望

落合 陽一‖著 SBクリエイティブ 2019 304/NI ○

67 発達障害 思春期からのライフスキル 平岩 幹男‖著 岩波書店 2019 J49/HA ○

68 ひと目でわかる地球環境のしくみとはたらき図鑑
トニー・ジュニパー‖著
赤羽 真紀子‖日本語版監修
大河内 直彦‖日本語版監修

創元社 2020 519/HI ○

69 「ふつう」ってなんだ? LGBTについて知る本 ReBit‖監修 学研プラス 2018 J36/F ○

70 地図とデータで見るSDGsの世界ハンドブック
イヴェット・ヴェレ‖著
ポール・アルヌー‖著
蔵持 不三也‖訳

原書房 2020 333.8/C ○

71
北極と南極の「へぇ～」
くらべてわかる地球のこと

中山 由美‖文・写真
秋草 愛‖絵

学研プラス 2019 J40/HO ○

72 まちの未来を描く!自治体のSDGs 高木 超‖著 学陽書房 2020 318.6/MA ○

73
まんがクラスメイトは外国人 課題編
私たちが向き合う多文化共生の現実

「外国につながる子どもたちの物語」編集委員会
‖編 みなみ ななみ‖まんが

明石書店 2020 J33/MA ○

74 マンガでわかるSDGs
SDGsビジネス総合研究所経営戦略会議‖監修 河
村 万理‖作画

PHPエディターズ・グループ 2019 335.15/MA ○

75
身近でできるSDGsエシカル消費 1
エシカル消費ってなに?

三輪 昭子‖著
山本 良一‖監修

さ・え・ら書房 2019 J51/MI/1 ○

76
身近でできるSDGsエシカル消費 2
エシカル消費でSDGsを!

三輪 昭子‖著
山本 良一‖監修

さ・え・ら書房 2019 J51/MI/2 ○

77
身近でできるSDGsエシカル消費 3
エシカル消費をやってみよう!

三輪 昭子‖著
山本 良一‖監修

さ・え・ら書房 2019 J51/MI/3 ○

78 未来を変える目標SDGsアイデアブック
Think the Earth‖編著
蟹江 憲史‖監修
ロビン西‖マンガ

Think the Earth 2018 333.8/MI ○ ○

79 未来をつくる道具わたしたちのSDGs 川廷 昌弘‖著 ナツメ社 2020 519/MI ○

80 未来の授業 私たちのSDGs探究BOOK
佐藤 真久‖監修
ETIC‖編集協力

宣伝会議 2019 375/MI ○

81 60分でわかる!SDGs超入門
バウンド‖著
功能 聡子‖監修
佐藤 寛‖監修

技術評論社 2019 335.15/R ○
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（４）アイヌ文化探究セット（39タイトル）

No. タイトル 著者名 出版者 出版年 請求記号

1 地図でみるアイヌの歴史 平山 裕人‖著 明石書店 2018 211/C

2 いま学ぶアイヌ民族の歴史
加藤 博文‖編
若園 雄志郎‖編

山川出版者 2018 211/I

3 日本の食生活全集　48　聞き書アイヌの食事 － 農山漁村文化協会 1992 383.8/NI/48

4 アイヌ童話集
金田一 京助‖[著]
荒木田 家寿‖[著]

KADOKAWA 2019 B388.11/A

5 アイヌ文化の基礎知識　増補・改訂 アイヌ民族博物館‖監修 草風館 2018 389/A

6 映し出されたアイヌ文化
国立歴史民俗博物館‖監修
内田 順子‖編

吉川弘文館 2020 389.1/U

7 アイヌ文化で読み解く「ゴールデンカムイ」 中川 裕‖著 集英社 2019 S389.11/A

8 アイヌをもっと知る図鑑 － 平凡社 2020 389.11/A

9 今こそ知りたいアイヌ 時空旅人編集部‖編 三栄書房 2018 S389.11/I

10 カムイの世界
堀内 みさ‖著
堀内 昭彦‖撮影

新潮社 2020 389.11/KA

11 図解アイヌ 角田 陽一‖著 新紀元社 2018 389.11/Z

12 アイヌ学入門 瀬川 拓郎‖著 講談社 2015 S389.2/A

13
アイヌの歴史
日本の先住民族を理解するための160話

平山 裕人‖著 明石書店 2014 389.2/A

14 アイヌの歴史　海と宝のノマド 瀬川 拓郎∥著 講談社 2007 389.2/A

15
アイヌ民族もんよう集
刺しゅうの刺し方・裁ち方の世界

小川 早苗‖執筆 小川/早苗 2013 389.58/A

16 アイヌのごはん 藤村 久和‖監修 デーリィマン社 2019 389.59/A

17 アイヌ民族もんよう　きり絵のせかいへ
小川 早苗∥監修
木村 剛∥編集代表

エテケカンパの会 2015 389.7/A

18 アイヌの世界観 山田 孝子‖[著] 講談社 2019 B389.8/A

19 アイヌ神謡集 知里 幸惠‖編訳 岩波書店 1978 B389.92/A

20 アイヌと神々の物語 萱野 茂‖著 山と溪谷社 2020 B389.92/A

21 知里幸恵とアイヌ
ひきの 真二‖まんが
三条 和都‖ストーリー

小学館 2017 J28/C

22 知里幸恵物語 金治 直美‖著 PHP研究所 2016 J28/C

23 アイヌ　もっと知りたい!くらしや歴史
北原 モコットゥナシ‖監修
蓑島 栄紀‖監修

岩崎書店 2018 J38/A

24 アイヌ文化の大研究 中川 裕‖監修 PHP研究所 2018 J38/A

25 アイヌネノアンアイヌ
萱野 茂∥文
飯島 俊一∥絵

福音館書店 1995 J38/A

26 アイヌとキツネ
かやの しげる∥文
いしくら きんじ∥絵

小峰書店 2001 J38/A

27 ひまなこなべ
萱野 茂‖文
どい かや‖絵

あすなろ書房 2016 J38/HI

28 火の雨氷の雨
かやの しげる∥文
いしくら きんじ∥絵

小峰書店 2000 J38/HI

29 熊神とカパラペポンス
かやの しげる∥文
いしくら きんじ∥絵

小峰書店 2002 J38/KU

30 イオマンテ
寮 美千子‖文
小林 敏也‖画

ロクリン社 2018 E/I

31 ポン カンピソシ 1　イタク　はなす 北海道立アイヌ民族文化研究センター∥編 北海道 1996 389/P/１

32 ポン カンピソシ 2　イミ　着る 北海道立アイヌ民族文化研究センター∥編 北海道 1996 389/P/２

33 ポン カンピソシ 3　イペ　食べる 北海道立アイヌ民族文化研究センター∥編 北海道 1998 389/P/３

34 ポン カンピソシ 4　チセ　住まい 北海道立アイヌ民族文化研究センター∥編 北海道 1999 389/P/４

35 ポン カンピソシ 5　イノミ　祈る 北海道立アイヌ民族文化研究センター∥編 北海道 1999 389/P/５

36 ポン カンピソシ 6　ウエネウサラ　口頭文芸 北海道立アイヌ民族文化研究センター∥編 北海道 2000 389/P/６

37 ポン カンピソシ 7　芸能 北海道立アイヌ民族文化研究センター∥編 北海道 2001 389/P/７

38 ポン カンピソシ 8　民具 北海道立アイヌ民族文化研究センター∥編 北海道 2002 389/P/８

39 ポン カンピソシ 9　地名 北海道立アイヌ民族文化研究センター∥編 北海道 2004 389/P/９
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（５）防災・防犯セット(30タイトル＋紙芝居６タイトル）

No. タイトル 著者等 出版者 出版年 請求記号

１ あっ！じしん
金子 章‖文
鈴木 まもる‖絵

学研 2004 E/A

２ いのちと未来を守る防災 1　地震 鎌田 和宏‖監修 学研プラス 2016 J36/I/1

３ いのちと未来を守る防災 2　津波 鎌田 和宏‖監修 学研プラス 2016 J36/I/2

４ いのちと未来を守る防災 3　噴火 鎌田 和宏‖監修 学研プラス 2016 J36/I/3

５
いのちと未来を守る防災 4
台風・竜巻・豪雨

鎌田 和宏‖監修 学研プラス 2016 J36/I/4

６ いのちと未来を守る防災 5　豪雪 鎌田 和宏‖監修 学研プラス 2016 J36/I/5

７
親子で学ぶ防災教室
災害食がわかる本

今泉 マユ子‖著 理論社 2019 J36/O

８
親子で学ぶ防災教室
身の守りかたがわかる本

今泉 マユ子‖著 理論社 2019 J36/O

９
火山列島・日本で生きぬくための30章 歴史・噴火・
減災

夏 緑‖著
末藤 久美子‖絵

童心社 2017 J45/KA

10 火山はめざめる
はぎわら ふぐ‖作
早川 由紀夫‖監修

福音館書店 2019 E/KA

11 かじどうするの?
せべ まさゆき‖絵
国崎 信江‖監修
WILLこども知育研究所‖編著

金の星社 2017 E/KA

12
クレヨンしんちゃんの防災コミック
地震だ!その時オラがひとりだったら  新版

臼井 儀人‖キャラクター原作
永田 宏和‖監修

双葉社 2019 J36/KU

13 こうつうあんぜんどうするの?
せべ まさゆき‖絵
国崎 信江‖監修
WILLこども知育研究所‖編著

金の星社 2017 E/KO

14 こどもぼうさい・あんぜん絵じてん
渡邉 正樹‖監修
三省堂編修所‖編

三省堂 2018 J36/KO

15 サイエンスコナン　防災の不思議
青山 剛昌‖原作
川村 康文‖監修
新村 徳之‖構成

小学館 2017 J36/SA

16
災害に負けない防災ハンドブック 第2版 小学校低学
年・家族・発達障害をもつ子・先生のための

堀 清和‖著 せせらぎ出版 2014 J36/SA

17
地震がきたらどうすればいいの?
（LLブック）

あかぎ かんこ‖さく
mitty‖え

埼玉福祉会 2017 E/J

18 じしん・つなみどうするの?
せべ まさゆき‖絵
国崎 信江‖監修
WILLこども知育研究所‖編著

金の星社 2017 E/J

19 じしんのえほん こんなときどうするの?
国崎 信江‖作
福田 岩緒‖絵
目黒 公郎‖監修

ポプラ社 2006 E/J

20 たいふうどうするの?
せべ まさゆき‖絵
国崎 信江‖監修
WILLこども知育研究所‖編著

金の星社 2017 E/TA

21 つなみてんでんこ はしれ、上へ! 指田 和‖文 伊藤 秀男‖絵 ポプラ社 2013 E/TS

22
防災・防犯シミュレーション [1]
大地震そのときどうする?

国崎 信江‖監修 ほるぷ出版 2018 J36/B/1

23
防災・防犯シミュレーション [2]
気象災害そのときどうする?

国崎 信江‖監修 ほるぷ出版 2019 J36/B/2

24
防災・防犯シミュレーション [3]
身近な危険そのときどうする?

国崎 信江‖監修 ほるぷ出版 2019 J36/B/3

25 みんなの防災えほん 山村 武彦‖監修 YUU‖絵 PHP研究所 2017 J36/MI

26
「もしも」のときに役に立つ!防災クッキング 1
電気・ガスが止まったときに役立つレシピ

今泉 マユ子‖著 フレーベル館 2019 J36/MO/1

27
「もしも」のときに役に立つ!防災クッキング 2
水道が止まったときに役立つレシピ

今泉 マユ子‖著 フレーベル館 2019 J36/MO/2

28
「もしも」のときに役に立つ!防災クッキング 3
自分を守る!食べもののそなえとじゅんび

今泉 マユ子‖著 フレーベル館 2019 J36/MO/3

29 もしものときのサバイバル術
峯村 真‖まんが
かざま りんぺい‖監修

学研プラス 2015 J36/MO

30 ゆうかい・まいごどうするの?
せべ まさゆき‖絵
国崎 信江‖監修
WILLこども知育研究所‖編著

金の星社 2017 E/Y

1
「おかしも」はかじのおやくそく
（もしもにそなえる防災かみしばい 火災からの避難）

礒 みゆき‖脚本・絵
原本 憲子‖監修 童心社 2014

2
だいじだいじ
（もしもにそなえる防災かみしばい 頭を守る）

ひろかわ さえこ‖脚本・絵
原本 憲子‖監修 童心社 2014

3
にげてにげて　つなみがくるよ！
（もしもにそなえる防災かみしばい
地震・津波避難訓練）

やすい すえこ‖脚本
鈴木 幸枝‖絵
原本 憲子‖監修

童心社 2014

4
にんじゃせんせいいざまる
（もしもにそなえる防災かみしばい 体を動かす練習）

津田 真一‖脚本
市居 みか‖絵
原本 憲子‖監修

童心社 2014

5
もしももしものもしもんが、きた!
（もしもにそなえる防災かみしばい 身の回りの危険）

すとう あさえ‖脚本
くすはら 順子‖絵
原本 憲子‖監修

童心社 2014

6
れんしゅうしててよかったね
（もしもにそなえる防災かみしばい 地震・二次避難）

宮崎 二美枝‖脚本
夏目 尚吾‖絵
原本 憲子‖監修

童心社 2014

（５）－２　防災紙芝居　※p23～24の再掲
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（６）縄文文化セット（24タイトル）

No. タイトル 著者名 出版者 出版年 請求記号 A B

1 あっぱれ!どぐうちゃん 堀切 リエ‖ぶん ポプラ社 2021 E/A ○ ○

2 遺跡から調べよう! 1 設楽 博己‖著 童心社 2013 J21/I/1 ○ ○

3 絵本版おはなし日本の歴史 1 金子 邦秀‖監修 岩崎書店 2014 J21/E/1 ○

4 おもしろ謎解き『縄文』のヒミツ こんだ あきこ‖著 小学館 2018 J21/O ○ ○

5
縄文大使カックウとショウタのふしぎな冒
険

川嶋 康男‖作 くもん出版 2009 J913/KA ○ ○

6 縄文世界へタイムワープ もとじろう‖マンガ 朝日新聞出版 2017 J21/J ○ ○

7 縄文土偶ガイドブック 三上 徹也‖著 新泉社 2014 210.25/J ○

8 縄文の狼 今井 恭子‖作 くもん出版 2021 J913/I ○ ○

9 縄文美術館 小川 忠博‖写真 平凡社 2018 702.12/J ○ ○

10 縄文人のくらし大研究 岡崎 務‖著 PHP研究所 2014 J21/J ○ ○

11 知られざる縄文ライフ 譽田 亜紀子‖著 誠文堂新光社 2017 210.2/SH ○ ○

12 新日本縄文書紀 竹姫‖漫画 ベストセラーズ 2019 J21/SH ○ ○

13 たのしく学べる新編まんが日本史 上 高山 宗東‖原案 学校図書 2018 J21/TA/1 ○ ○

14
テーマで調べるクローズアップ!
日本の歴史 1

ポプラ社 2015 J21/TE/1 ○ ○

15 土偶手帖 譽田 亜紀子‖著 世界文化社 2021 210.25/D ○ ○

16 日本史探偵コナン [シーズン1]-1 青山 剛昌‖原作 小学館 2017 J21/NI/1-1 ○ ○

17 はじめての土偶 譽田 亜紀子‖取材・文 世界文化社 2014 210.2/HA ○ ○

18 ビジュアル日本の住まいの歴史 1 小泉 和子‖監修 ゆまに書房 2020 J38/B/1 ○ ○

19 ビジュアル日本の服装の歴史 1 増田 美子‖監修 ゆまに書房 2018 J38/B/1 ○ ○

20 人と動物の日本史図鑑 1 小宮 輝之‖著 少年写真新聞社 2021 J48/HI/1 ○ ○

21 ぼくらは少年鑑定団! くすのき しげのり‖作 講談社 2022 J913/KU ○ ○

22 北海道の縄文文化こころと暮らし
「北海道の縄文文化こころと暮らし」
刊行会‖編著

亜璃西社 2021 210.02/HO ○ ○

23 歴史ごはん 第1巻 永山 久夫‖監修 くもん出版 2018 J38/R/1 ○ ○

24 わくわく!探検れきはく日本の歴史 1 国立歴史民俗博物館‖編 吉川弘文館 2019 J21/W/1 ○ ○
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（７）科学セット（37タイトル）
No. タイトル 著者名 出版者 出版年 請求記号

1 アインシュタイン ルカ・ノヴェッリ‖文・絵 岩崎書店 2009 J28/A

2 アインシュタイン16歳の夢 戸田 盛和‖著 岩波書店 2005 J28/A

3 アルキメデス ルカ・ノヴェッリ‖文・絵 岩崎書店 2009 J28/A

4 うたがいのつかいみち 清水 哲郎‖文 福音館書店 1998 J10/U

5 海時計職人ジョン・ハリソン ルイーズ・ボーデン‖文 あすなろ書房 2005 J28/HAR

6 エジソン ルカ・ノヴェッリ‖文・絵 岩崎書店 2009 J28/E

7 科学と科学者のはなし 寺田 寅彦‖[著] 岩波書店 2000 J40/KA

8 科学の考え方・学び方 池内 了‖著 岩波書店 1996 J40/KA

9 ガリレオ ルカ・ノヴェッリ‖文・絵 岩崎書店 2009 J28/G

10 元素がわかる事典 宮村 一夫‖監修 PHP研究所 2010 J43/G

11 元素の小事典 高木 仁三郎‖著 岩波書店 1999 J43/G

12 これならわかる!科学の基礎のキソ 暦 鈴木 充広‖著 丸善出版 2013 J44/KO

13 こんなふうに作られる! ビル・スレイヴィン‖文 玉川大学出版部 2007 J50/KO

14 砂鉄とじしゃくのなぞ 板倉 聖宣‖著 仮説社 2001 J45/SA

15 小学生の夏休み自由研究 ガリレオ工房‖編著 永岡書店 2011 J40/SH

16 生命の樹 ピーター・シス‖文・絵 徳間書店 2005 E/SE

17 ダ・ヴィンチ ルカ・ノヴェッリ‖文・絵 岩崎書店 2009 J70/LEO

18 ダーウィン アリス・B.マクギンティ‖文 BL出版 2009 J28/D

19 ダーウィン ルカ・ノヴェッリ‖文・絵 岩崎書店 2009 J28/D

20 だまされる目錯視のマジック 竹内 龍人‖監修・解説 誠文堂新光社 2009 J14/D

21 単位の小事典 高木 仁三郎‖著 岩波書店 1995 J60/TA

22 探検するよ、さぁ科学の世界へ クレア・ワッツ‖文 化学同人 2011 J40/TA

23 道具と機械の本 デビッド・マコーレイ‖[著] 岩波書店 2011 502/D

24 なるほど!くすりの原料としくみ 岡 希太郎‖監修 素朴社 2007 J49/NA

25 ニュートン ルカ・ノヴェッリ‖文・絵 岩崎書店 2009 J28/NY

26 ノーベル賞がわかる事典 土肥 義治‖監修 PHP研究所 2009 J37/NO

27 人のくらしのなぜ? 土方 正夫‖監修 偕成社 2007 J38/HI

28 ヒポクラテス ルカ・ノヴェッリ‖文・絵 岩崎書店 2009 J28/HI

29 100の知識世界を変える発明 ダンカン・ブルーワー‖著 文研出版 2012 J50/HY

30 フィボナッチ ジョセフ・ダグニーズ‖文 さ・え・ら書房 2010 E/F

31 変身のなぞ 原田 佐和子‖文 玉川大学出版部 2013 J43/HE

32 ボルタ ルカ・ノヴェッリ‖文・絵 岩崎書店 2009 J28/B

33 目で見る元素の世界 齊藤 幸一‖編 誠文堂新光社 2009 J43/ME

34 目でみる単位の図鑑 丸山 一彦‖監修 東京書籍 2014 J42/ME

35 メンデル ルカ・ノヴェッリ‖文・絵 岩崎書店 2009 J28/ME

36 理科がおもしろくなる12話 山口 幸夫‖著 岩波書店 2001 J40/R

37 レイチェル エイミー・エアリク‖文 BL出版 2005 E/R
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（８）大地セット（32タイトル）
No. タイトル 著者名 出版者 出版年 請求記号

1 あさがお 荒井 真紀‖文・絵 金の星社 2011 E/A

2 火山の大研究 鎌田 浩毅‖監修 PHP研究所 2007 J45/KA

3 きのこ 埴 沙萠‖写真・文 ポプラ社 2011 J47/KI

4 木の実とともだち 松岡 達英‖構成 偕成社 1996 E/KI

5 巨大地震をほり起こす 宍倉 正展‖著 少年写真新聞社 2012 J45/KY

6 草花とともだち 松岡 達英‖構成 偕成社 2004 E/KU

7 五感をみがくあそびシリーズ 1 山田 卓三‖監修 農山漁村文化協会 2011 J38/G/1

8 五感をみがくあそびシリーズ 3 山田 卓三‖監修 農山漁村文化協会 2011 J38/G/3

9 五感をみがくあそびシリーズ 5 山田 卓三‖監修 農山漁村文化協会 2011 J38/G/5

10 ここにも、こけが… 越智 典子‖文 福音館書店 2010 J47/KO

11 砂糖のちから 足立 香代子‖監修 素朴社 2009 J58/SA

12 地震の大研究 大木 聖子‖著 PHP研究所 2009 J45/J

13 知ってそなえよう!地震と津波 都司 嘉宣‖監修 素朴社 2007 J36/SH

14 ジャガイモの花と実 板倉 聖宣‖著 仮説社 2009 J47/J

15 樹木ハカセになろう 石井 誠治‖著 岩波書店 2011 J65/J

16 しょうたとなっとう 星川 ひろ子‖写真・文 ポプラ社 2003 J61/SH

17 食虫植物の世界 柴田 千晶‖著 誠文堂新光社 2007 J47/SH

18 ずら〜りマメならべてみると… 高岡 昌江‖ぶん アリス館 2006 J47/Z

19 だいこんだんめんれんこんざんねん 加古 里子‖さく 福音館書店 2010 E/D

20 竹とぼくとおじいちゃん 星川 ひろ子‖著 ポプラ社 2008 J65/TA

21 たねのはなし ダイアナ・アストン‖文 ほるぷ出版 2008 E/TA

22 ちいさなき 神沢 利子‖ぶん 福音館書店 2009 E/C

23 土の色って、どんな色? 栗田 宏一‖[著] 福音館書店 2011 J40/TS

24 野山の花をさがす12か月 いがり まさし‖著 アリス館 2011 J47/NO

25 春の妖精たち 奥山 多恵子‖文・絵 福音館書店 2010 J47/HA

26 びっくりまつぼっくり 多田 多恵子‖ぶん 福音館書店 2010 E/B

27 ひろった・あつめたぼくのドングリ図鑑 盛口 満‖絵・文 岩崎書店 2010 J65/HI

28 ふゆめがっしょうだん 冨成 忠夫‖写真 福音館書店 2012 E/F

29 ぼくのコレクション 盛口 満‖文・絵 福音館書店 2001 J46/B

30 むしをたべるくさ 渡邉 弘晴‖写真 ポプラ社 2008 J47/MU

31 森へ 星野 道夫‖文・写真 福音館書店 1996 J29/MO

32 やさいのおなか きうち かつ‖さく・え 福音館書店 1997 E/Y
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（９）生き物セット（39タイトル）
No. タイトル 著者名 出版者 出版年 請求記号

1 いきもの図鑑えほん 前田 まゆみ‖作 あすなろ書房 2012 J48/I

2 いのちってスゴイ!赤ちゃんの誕生 大葉 ナナコ‖[著] 素朴社 2008 J49/I

3 絵ときゾウの時間とネズミの時間 本川 達雄‖文 福音館書店 1994 J48/E

4 オオカミの森 小菅 正夫‖文 角川書店 2009 J913/KO

5 からだたんけん ジョアンナ・コ-ル‖文 岩波書店 1995 E/KA

6 からだのなかでドゥンドゥンドゥン 木坂 涼‖ぶん 福音館書店 2008 J913/KI

7 きょうりゅうせかい地図絵本 レッカ社‖編著 カンゼン 2008 J45/KY

8 恐竜王ティラノサウルス 小林 快次‖監修 NHK出版 2012 J45/KY

9 恐竜さがし ジョアンナ・コール‖文 岩波書店 1995 E/KY

10 くちばし ビアンキ‖ぶん 福音館書店 2006 E/KU

11 クマよ 星野 道夫‖文・写真 福音館書店 1999 J48/KU

12 ずかんヘンテコ姿の生き物 今泉 忠明‖監修 技術評論社 2012 J48/Z

13 ずら〜りウンチならべてみると… 西川 寛‖こうせい・ぶん アリス館 2004 J48/Z

14 絶滅した奇妙な動物 川崎 悟司‖著 ブックマン社 2009 J45/Z

15 食べて始まる食卓のホネ探検 盛口 満‖文・絵 少年写真新聞社 2014 J48/TA

16 たまごのはなし ダイアナ・アストン‖文 ほるぷ出版 2007 E/TA

17 探検!発見!ミクロのふしぎ 近藤 俊三‖著 少年写真新聞社 2013 J46/TA

18 どうしてそんなかお? 2 有沢 重雄‖作 アリス館 2011 J48/D/2

19 どうしてそんなかお? 3 有沢 重雄‖作 アリス館 2011 J48/D/3

20 動物の寿命 増井 光子‖監修 素朴社 2006 J48/D

21 鳥のこと キャスリン・シル‖文 玉川大学出版部 2011 J48/TO

22 鳥の巣いろいろ 鈴木 まもる‖作/絵 偕成社 2006 E/TO

23 日本の恐竜図鑑 宇都宮 聡‖著 築地書館 2012 J45/NI

24 日本哺乳類大図鑑 飯島 正広‖写真・文 偕成社 2010 J48/NI

25 ノラネコの研究 伊澤 雅子‖文 福音館書店 1994 J48/NO

26 は虫類のこと キャスリン・シル‖文 玉川大学出版部 2011 J48/HA

27 ヒトの親指はエライ! 山本 省三‖文 講談社 2011 J49/HI

28 100の知識夜行性動物 カミラ・ド・ラ・ベドワイエール‖著 文研出版 2010 J48/HY

29 100まで生きる? 柳生 弦一郎‖さく 福音館書店 1992 J49/HY

30 ヘビのひみつ 内山 りゅう‖写真・文 ポプラ社 2009 J48/HE

31 ぼくじょうにきてね 星川 ひろ子‖写真・文 ポプラ社 2005 J64/B

32 ほ乳類のこと キャスリン・シル‖文 玉川大学出版部 2011 J48/HO

33 ホネホネたんけんたい 西澤 真樹子‖監修・解説 アリス館 2008 J48/HO

34 ホネホネどうぶつえん 西澤 真樹子‖監修・解説 アリス館 2009 J48/HO

35 まちのコウモリ 中川 雄三‖写真・文 ポプラ社 2007 J48/MA

36 ミクロの世界 田中 敬一‖文・写真 福音館書店 1998 J46/MI

37 みらくるミルク 中西 敏夫‖文 福音館書店 2011 J64/MI

38 有袋類のこと キャスリン・シル‖文 玉川大学出版部 2011 J48/Y

39 よくわかる生物多様性 1 中山 れいこ‖著 くろしお出版 2010 J46/Y/1
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（１０）海・川セット（35タイトル）
No. タイトル 著者名 出版者 出版年 請求記号

1 石の中のうずまきアンモナイト 三輪 一雄‖文・絵 福音館書店 2010 J45/I

2 海のそこへ ジョアンナ・コール‖文 岩波書店 1995 E/U

3 ウミウシ 中野 理枝‖文 福音館書店 2009 J48/U

4 海辺のともだち 松岡 達英‖構成 偕成社 1999 E/U

5 大昔の生きもの 小林 快次‖監修 ポプラ社 2014 J45/O

6 川の中で 石渡 みお‖ぶん くもん出版 2002 E/KA

7 川原の石ころ図鑑 渡辺 一夫‖[著] ポプラ社 2002 J45/KA

8 クラゲゆらゆら 楚山 いさむ‖写真・文 ポプラ社 2008 J48/KU

9 甲殻類のこと キャスリン・シル‖文 玉川大学出版部 2011 J48/KO

10 五感をみがくあそびシリーズ 2 山田 卓三‖監修 農山漁村文化協会 2011 J38/G/2

11 五感をみがくあそびシリーズ 4 山田 卓三‖監修 農山漁村文化協会 2011 J38/G/4

12 魚のこと キャスリン・シル‖文 玉川大学出版部 2011 J48/SA

13 サンゴ礁と海の生き物たち 中村 庸夫‖著 誠文堂新光社 2006 J46/SA

14 サンゴしょうの海 本川 達雄‖文 福音館書店 1987 J45/SA

15 塩 片平 孝‖著 あかね書房 2005 J66/SH

16 塩のちから 尾方 昇‖[著] 素朴社 2009 J66/SH

17 ずかんプランクトン 清水 洋美‖編著 技術評論社 2011 J46/Z

18 すごいぞ!「しんかい6500」 山本 省三‖著 くもん出版 2012 J55/SU

19 ずら〜りカエルならべてみると… 高岡 昌江‖ぶん アリス館 2002 J48/Z

20 ずら〜りキンギョならべてみると… 高岡 昌江‖ぶん アリス館 2005 J66/Z

21 世界を動かした塩の物語 マーク・カーランスキー‖文 BL出版 2008 J66/SE

22 たんぼのカエルのだいへんしん 内山 りゅう‖写真・文 ポプラ社 2009 J48/TA

23 チリメンモンスターをさがせ! きしわだ自然資料館‖監修 偕成社 2009 J66/C

24 津波!!稲むらの火その後 高村 忠範‖文・絵 汐文社 2011 E/TS

25 津波!!命を救った稲むらの火 小泉 八雲‖原作 汐文社 2005 E/TS

26 ツバル 遠藤 秀一‖写真・文 国土社 2004 J29/TS

27 軟体動物のこと キャスリン・シル‖文 玉川大学出版部 2011 J48/NA

28 煮干しの解剖教室 小林 眞理子‖文 仮説社 2010 J48/NI

29 浜辺のコレクション 浜口 哲一‖著 フレーベル館 2000 J40/HA

30 ホネホネすいぞくかん 西澤 真樹子‖監修・解説 アリス館 2010 J48/HO

31 ミジンコはすごい! 花里 孝幸‖著 岩波書店 2006 J48/MI

32 水のたび ジョアンナ・コール‖文 岩波書店 1995 E/MI

33 水辺の生きものとあそぶ12か月 松橋 利光‖著 アリス館 2011 J48/MI

34 めだかのぼうけん 渡辺 昌和‖写真 ポプラ社 2007 J48/ME

35 両生類のこと キャスリン・シル‖文 玉川大学出版部 2011 J48/R
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（１１）虫セット（37タイトル）
No. タイトル 著者名 出版者 出版年 請求記号

1 いのちのカプセルまゆ 新開 孝‖写真・文 ポプラ社 2008 J48/I

2 ウイルス!細菌!カビ!原虫! ヘールト・ブーカールト‖作 くもん出版 2010 J46/U

3 うんちレストラン 新開 孝‖写真 ポプラ社 2006 J48/U

4 海野和男のさがしてムシハカセ 1 海野 和男‖著 偕成社 2007 J48/U/1

5 海野和男のワクワクむしずかん 1 海野 和男‖写真・文 新日本出版社 2009 J48/U/1

6 海野和男のワクワクむしずかん 2 海野 和男‖写真・文 新日本出版社 2009 J48/U/2

7 海野和男のワクワクむしずかん 3 海野 和男‖写真・文 新日本出版社 2009 J48/U/3

8 海野和男のワクワクむしずかん 4 海野 和男‖写真・文 新日本出版社 2009 J48/U/4

9 海野和男のワクワクむしずかん 5 海野 和男‖写真・文 新日本出版社 2009 J48/U/5

10 海野和男のワクワクむしずかん 6 海野 和男‖写真・文 新日本出版社 2009 J48/U/6

11 海野和男のワクワクむしずかん 7 海野 和男‖写真・文 新日本出版社 2010 J48/U/7

12 海野和男のワクワクむしずかん 8 海野 和男‖写真・文 新日本出版社 2010 J48/U/8

13 お姫さまのアリの巣たんけん 秋山 亜由子‖作 福音館書店 2007 J48/O

14 カタツムリはサーカス名人? 谷本 雄治‖作 文溪堂 2010 J48/KA

15 カビ図鑑 細矢 剛‖著 全国農村教育協会 2010 465.8/KA

16 クモのいと 新開 孝‖写真・文 ポプラ社 2009 J48/KU

17 昆虫とあそぼう とだ こうしろう‖作・絵 戸田デザイン研究室 1989 J48/KO

18 昆虫としたしむ12か月 今森 光彦‖著 アリス館 2011 J48/KO

19 地面の下のいきもの 松岡 達英‖え 福音館書店 1988 E/J

20 ずかん落ち葉の下の生きものとそのなかま ミミズくらぶ‖文・構成 技術評論社 2013 J48/Z

21 ダーウィンのミミズの研究 新妻 昭夫‖文 福音館書店 2000 J48/D

22 楽しく遊ぶ学ぶふしぎの図鑑 白數 哲久‖監修 小学館 2011 J40/TA

23 ダンゴムシみつけたよ 皆越 ようせい‖写真・文 ポプラ社 2002 J48/D

24 ダンゴムシはだんご好き? 谷本 雄治‖作 文溪堂 2006 J913/TA

25 テントウムシがころんだ? 谷本 雄治‖作 文溪堂 2007 J913/TA

26 どうしてそんなかお? 1 有沢 重雄‖作 アリス館 2010 J48/D/1

27 どこにいるの?シャクトリムシ 新開 孝‖写真・文 ポプラ社 2007 J48/D

28 ニッポンのヘンな虫たち 日本昆虫協会‖監修 学研パブリッシング 2011 486/NI

29 ハサミムシのおやこ 皆越 ようせい‖写真・文 ポプラ社 2008 J48/HA

30 ひっつき虫観察便利帳 岩槻 秀明‖著 いかだ社 2010 J47/HI

31 ミツバチのなぞ ジョアンナ・コール‖文 岩波書店 1999 E/MI

32 ミミズのふしぎ 皆越 ようせい‖写真・文 ポプラ社 2004 J48/MI

33 ミミズは耳がいい? 谷本 雄治‖作 文溪堂 2009 J913/TA

34 むしのあかちゃん 伊丹市昆虫館‖編 柏書房 2006 J48/MU

35 むしのうんこ 伊丹市昆虫館‖編 柏書房 2005 J48/MU

36 むしのかお 新開 孝‖写真・文 ポプラ社 2010 J48/MU

37 よくわかる生物多様性 2 中山 れいこ‖著 くろしお出版 2011 J46/Y/2
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（１２）宇宙セット（43タイトル）
No. タイトル 著者名 出版者 出版年 請求記号

1 いちばんわかりやすい彗星のひみつ 縣 秀彦‖著 幻冬舎エデュケーション 2013 J44/I

2 宇宙 渡部 潤一‖監修 講談社 2012 J44/U

3 宇宙への秘密の鍵 ルーシー・ホーキング‖作 岩崎書店 2008 J933/HAW

4 宇宙と生命の起源 [1] 嶺重 慎‖編著 岩波書店 2004 J44/U

5 宇宙においでよ! 野口 聡一‖著 講談社 2008 J53/U

6 宇宙に秘められた謎 ルーシー・ホーキング‖作 岩崎書店 2009 J933/HAW

7 宇宙の誕生 ルーシー・ホーキング‖作 岩崎書店 2011 J933/HAW

8 宇宙ヨットで太陽系を旅しよう 森 治‖著 岩波書店 2011 J53/U

9 宇宙ロケットのしくみ 的川 泰宣‖著 誠文堂新光社 2011 J53/U

10 宇宙はきらめく 野本 陽代‖著 岩波書店 2007 J44/U

11 おそらにはてはあるの? 佐治 晴夫‖文 玉川大学出版部 2003 E/O

12 オンリーワン 野口 聡一‖著 新潮社 2010 J538.9/O

13 きらきら 谷川 俊太郎‖文 アリス館 2008 J913/TA

14 雲のかたちで天気がわかる 新田 尚‖ぶん 大日本図書 2002 J45/KU

15 見学!日本の大企業ウェザーニューズ こどもくらぶ‖編さん ほるぷ出版 2013 J45/KE

16 元素図鑑 エイドリアン・ディングル‖作 主婦の友社 2011 J43/G

17 人類が生まれるための12の偶然 眞 淳平‖著 岩波書店 2009 J44/J

18 星座と星座神話 沼澤 茂美‖著 誠文堂新光社 2006 J44/SE

19 台風にのる ジョアンナ・コール‖文 岩波書店 1999 E/TA

20 太陽のきほん 上出 洋介‖著 誠文堂新光社 2008 444/TA

21 太陽系のふしぎ イーサン・サフリュー‖ぶん 大日本絵画 2011 E/TA

22 地球は火山がつくった 鎌田 浩毅‖著 岩波書店 2004 J45/C

23 地球が回っているって、ほんとう? 布施 哲治‖著 くもん出版 2009 J44/C

24 地球がわかる50話 島村 英紀‖著 岩波書店 1994 J45/C

25 地球ってほんとにまあるいの? 板倉 聖宣‖著 仮説社 1983 J44/C

26 地球のかたちを哲学する ギヨーム・デュプラ‖文・絵 西村書店 2010 J44/C

27 地球の発明発見物語 西村 寿雄‖著 近代文藝社 2010 J45/C

28 地球のまんなか ジョアンナ・コール‖文 岩波書店 1995 E/C

29 月のかがく えびな みつる‖絵と文 旬報社 2011 J44/TS

30 月のきほん 白尾 元理‖著 誠文堂新光社 2006 446/TS

31 飛べ!「はやぶさ」 松浦 晋也‖文 学研教育出版 2011 J53/TO

32 ニュートリノの夢 小柴 昌俊‖著 岩波書店 2010 J42/NY

33 はじめてのうちゅうえほん てづか あけみ‖さく・え パイインターナショナル 2011 E/HA

34 はじめてのほしぞらえほん てづか あけみ‖え パイインターナショナル 2011 E/HA

35 「はやぶさ」がとどけたタイムカプセル 山下 美樹‖文 文溪堂 2011 J53/HA

36 星のきほん 駒井 仁南子‖著 誠文堂新光社 2007 443/HO

37 星の使者 ピーター・シス‖文・絵 徳間書店 1997 E/HO

38 星めぐり ジョアンナ・コール‖文 岩波書店 1995 E/HO

39 雪は天からの手紙 中谷 宇吉郎‖[著] 岩波書店 2002 J40/Y

40 雪の結晶ノート マーク・カッシーノ‖作 あすなろ書房 2009 E/Y

41 雪の写真家ベントレー ジャクリーン・ブリッグズ・マーティン‖作 BL出版 1999 E/Y

42 惑星のきほん 室井 恭子‖著 誠文堂新光社 2008 445/W

43 ワンダフル・プラネット! 野口 聡一‖ツィート&メッセージ 集英社インターナショナル 2010 450/W
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