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4月2日(日) 4月5日(水) 4月19日(水)

5月7日(日) 5月3日(水) 5月17日(水)

4月15日(土) ※　4月22日(土) 4月1日(土)
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おはなしかい

おはなしのへや

※　東宇治図書館おはなしのへやのみ、午前１１時～１１時３０分になります

あっぷっぷ
あたらしくはいったこどもの本

２０１７年４月号

４月～５月のおはなしかい・おはなしのへや　　　　　　　　　　午後３時３０分～４時

中央図書館 東宇治図書館 西宇治図書館



分類 書名 著者名 出版社

E くいしんぼうのクジラ 谷口　智則　作 あかね書房
E とのさまと海 三遊亭　白鳥　作 あかね書房
E 北極の宝もの ダナ　スミス　文 あすなろ書房
E あいすくりーむにありをのせたらあいうえお ａｃｃｏｔｏｔｏ　著 イースト・プレス
E おんなのしろいあし 岩井　志麻子　作 岩崎書店
E ちいさなゆきかきブルドーザープラウくん ローラ　カーラー　ぶん 岩崎書店
E ペネロペゆきあそびをする アン　グットマン　ぶん 岩崎書店
E おもちゃのかたづけできるかな 深見　春夫　さく　え 岩崎書店
E 白い花びら やえがし　なおこ　文 岩崎書店
E ずっといっしょ スムリティ　プラサーダム　ホールズ　文 ＷＡＶＥ出版
E えとえとがっせん 石黒　亜矢子　作 ＷＡＶＥ出版
E がっこうだってどきどきしてる アダム　レックス　文 ＷＡＶＥ出版
E 天才こども建築家、世界を救う アンドレア　ベイティー　作 エクスナレッジ
E ぼくらのエコー 荒井　良二　著 ＮＨＫ出版
E きょうりゅうどーん 広瀬　克也　作 絵本館
E あかいけいと 佐々木　マキ　作 偕成社
E あおいともだち 佐々木　マキ　作 偕成社
E ノンタンピクニックららら キヨノ　サチコ　原案　絵 偕成社
E むにゅとにゃみー 新井　洋行　作 偕成社
E むにゅくらべ 新井　洋行　作 偕成社
E じゃあじゃあびりびり　点字資料 まつい　のりこ　さく 偕成社
E たべものえほん　２ 古川　正和　さく　こうせい 偕成社
E うちってやっぱりなんかへん？ トーリル　コーヴェ　作 偕成社
E 重力って… ジェイソン　チン　作 偕成社
E もうあかん！ 岡田　よしたか　作 学研プラス
E 小さいうさぎと大都会 ディアーナ　カイヤカ　原作　絵 かまくら春秋社
E トムとジェリーのすうじの迷路 鈴木　みのる　作画 河出書房新社
E トムとジェリーのかんじの迷路 鈴木　みのる　作画 河出書房新社

《《  えほん　        　　 》》
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E トムとジェリーの恐竜の迷路 鈴木　みのる　作画 河出書房新社
E トムとジェリーのクリスマス迷路サンタさんをさがしに 皆川　リョウイチ　制作 河出書房新社
E トムとジェリーのいっしょにあそぼ！きせつの迷路 皆川　リョウイチ　制作 河出書房新社
E トムとジェリーの海のたんけん迷路 鈴木　みのる　作画 河出書房新社
E たびネコさん ケイト　バンクス　作 きじとら出版
E がんばるぞう 塚本　やすし　作　絵 金の星社
E ピノキオ カルロ　コッローディ　原作 金の星社
E トリックオアトリート！ 岡村　志満子　作 くもん出版
E ケーキをもって 浦中　こういち　作 クレヨンハウス
E は・は・は せな　けいこ　さく　え 廣済堂あかつき
E トイレのてんしちゃん 苅田　澄子　さく 佼成出版社
E はじめてののりものずかん 講談社ビーシー　編 講談社
E はじめてのどうぶつずかん 講談社ビーシー　編 講談社
E おならおばけ かとう　まふみ　作 講談社
E バスのうんてんしゅのエレフさん 中川　ひろたか　作 講談社
E でんしゃのカキクケコ 交通新聞社
E でんでんでんしゃ 谷川　俊太郎　ぶん 交通新聞社
E いすにすわってたべなさい。 平田　昌広　作 国土社
E コウノトリのコウちゃん かこ　さとし　さく 小峰書店
E おおかみとわかもの 三木　卓　文 写真文化首都北海道「写真の町」東川町

E だっころりん ナムーラミチヨ　作 主婦の友社
E ちっちゃなミッケ！　のりものがいっぱい ジーン　マルゾーロ　文 小学館
E ちっちゃなミッケ！　Ａ・Ｂ・Ｃとあそぼう ジーン　マルゾーロ　文 小学館
E チャレンジミッケ！ミッケがだいすき　１ ウォルター　ウィック　作 小学館
E きかんしゃトーマスのりものなかまずかん 小学館
E ぐずりっこフンガくん 国松　エリカ　作 小学館
E ワオコッコ よしなが　こうたく　作 小学館
E 流木のいえ 石川　えりこ　作 小学館
E ペンギンかぞくのおひっこし 刀根　里衣　絵　文 小学館
E まいにちつかうはしってすごい！ 柴山　ヒデアキ　絵 少年写真新聞社
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E リヤカーマンって知ってるかい？ 永瀬　忠志　写真と文 少年写真新聞社
E すききらいなんてだいきらい 櫻井　敦子　絵 少年写真新聞社
E シマウマの赤ちゃん さえぐさ　ひろこ　文 新日本出版社
E ライオンの赤ちゃん さえぐさ　ひろこ　文 新日本出版社
E どんぐりころちゃん 正高　もとこ　作　絵 鈴木出版
E すやんこすやんこおやすみなさい オームラ　トモコ　作　絵 鈴木出版
E おじいちゃんとぼく 矢崎　節夫　文 世界文化社
E きつねくんのもりのおともだち ティモシー　ナップマン　さく 世界文化社
E せつぶんセブン もとした　いづみ　作 世界文化社
E とりかえっことりかえっこ ふくだ　じゅんこ　文　絵 大日本図書
E ようかいびっくりハウス 中尾　昌稔　ぶん 大日本図書
E いちごさんがね… とよた　かずひこ　さく　え 童心社
E まんまんぱっ！ 長野　麻子　さく 童心社
E でんしゃがきました 三浦　太郎　さく　え 童心社
E おちゃのじかんにきたとら　改訂新版 ジュディス　カー　作 童話館出版
E ムーミンやしきへようこそ トーベ　ヤンソン　原作　絵 徳間書店
E ことばあそび教室 中川　ひろたか　作 のら書店
E おしっこおしっこどこでする？ レスリー　パトリセリ　え　ぶん パイインターナショナル

E おふろだ～いすき！ レスリー　パトリセリ　え　ぶん パイインターナショナル

E ママ！たいくつきゅうくつなんにもな～い！ バーバラ　パーク　作 バベルプレス
E にげた！ 宇治　勲　絵と文 ＰＨＰ研究所
E だれのおとしもの？ 種村　有希子　作　絵 ＰＨＰ研究所
E たのしい農場１００１のさがしもの ジリアン　ドハーティ　作 ＰＨＰ研究所
E 世界の歴史１００１のさがしもの ジリアン　ドハーティ　作 ＰＨＰ研究所
E ともだちのひっこし 宮野　聡子　作 ＰＨＰ研究所
E おべんとう さとう　めぐみ　作　絵 ひかりのくに
E ３びきのこねこ 飯島　敏子　原作 ひかりのくに
E ひげらっぱ ザ　キャビンカンパニー　作　絵 ひさかたチャイルド

E いぬのおまわりさん 佐藤　義美　詞 ひさかたチャイルド

E かわ　絵巻じたてひろがるえほん 加古　里子　さく　え 福音館書店
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E １０ねこ 岩合　光昭　作 福音館書店
E かがみのサーカス わたなべ　ちなつ　さく 福音館書店
E いたずらおばけ 瀬田　貞二　再話 福音館書店
E とんねるをぬけると 片山　健　さく　え 福音館書店
E あからん 西村　繁男　作 福音館書店
E ぼくの草のなまえ 長尾　玲子　さく 福音館書店
E 生きる 谷川　俊太郎　詩 福音館書店
E ぼくのもものき 広野　多珂子　文　絵 福音館書店
E ４２本のローソク 塚本　やすし　作　絵 冨山房インターナショナル

E おばあちゃんはだれににているの？ フェリドゥン　オラル　文　絵 復刊ドットコム
E はしれ！ちんちんでんしゃ 後藤　英雄　著 復刊ドットコム
E きりのなかのかくれんぼ Ａ．トレッセルト　文 復刊ドットコム
E ぼくの先生は東京湾 中村　征夫　写真　文 フレーベル館
E どんないろがすき １００％ＯＲＡＮＧＥ　絵 フレーベル館
E ざざ虫 松沢　陽士　写真　文 フレーベル館
E キスはまほう スムリティ　プラサダム＝ホールズ　作 フレーベル館
E きれいずき エミリー　グラヴェット　さく フレーベル館
E わたしだけのものがたり パメラ　ザガレンスキー　作　絵 フレーベル館
E だるまさんの　大型絵本 かがくい　ひろし　さく ブロンズ新社
E だるまさんと　大型絵本 かがくい　ひろし　さく ブロンズ新社
E さがしにいこう はら　なお　文　絵 文芸社
E ここからだしてくれ～！ セドリック　ラマディエ　ぶん ポプラ社
E おしりたんてい ププッおしりたんていがふたりいる！？ トロル　さく　え ポプラ社
E ちびゴリラのちびちび　ボードブック ルース　ボーンスタイン　作 ほるぷ出版
E 単位がわかる リットルのえほん ほるぷ出版
E フランドン農学校の豚 宮沢　賢治　作 三起商行
E ゴードン・パークス キャロル　ボストン　ウェザーフォード　文 光村教育図書
E フローレンス・ナイチンゲール デミ　作 光村教育図書
E 雪ふる夜の奇妙な話 大野　隆介　作 ロクリン社
E じいちゃんの火うちばこ 徐　魯　文 ワールドライブラリー
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E やまとあな カイル　ミューバーン　文 ワールドライブラリー

E ピゾンカさんのたまご ジュリー　パシュキス　作　絵 ワールドライブラリー

F-ｲｼ ６年１組黒魔女さんが通る！！　０２ 石崎　洋司　作 講談社
F-ｵｶ 水の森の秘密 岡田　淳　作 理論社
F-ｶｲ 怪談オウマガドキ学園　１９，２０ 常光　徹　責任編集 童心社
F-ｶｵ モデルに聞いたこわい話　おしゃれ編 カオル　作 学研教育出版
F-ｶｵ モデルに聞いたこわい話　クラス編 カオル　作 学研教育出版
F-ｶｵ モデルに聞いたこわい話　けんか編 カオル　作 学研教育出版
F-ｶｼ ドールハウスはおばけがいっぱい 柏葉　幸子　作 ポプラ社
F-ｶﾄﾞ おばけのアッチおしろのケーキ 角野　栄子　さく ポプラ社
F-ｸｽ 関ケ原で名探偵！！ 楠木　誠一郎　作 講談社
F-ｺﾃﾞ ねこの町のリリアのパン 小手鞠　るい　作 講談社
F-ｻｲ 春待つ夜の雪舞台 斉藤　洋　作 あすなろ書房
F-ｻｻ 禎子の千羽鶴 佐々木　雅弘　著 学研パブリッシング

F-ｼｲ 僕は上手にしゃべれない 椎野　直弥　著 ポプラ社
F-ｽﾐ エクストレイルと夜の歌 隅垣　健　文と絵 京都新聞出版センター

F-ｿｳ 悪ガキ７　人工知能は悪ガキを救う！？ 宗田　理　著 静山社
F-ﾀｶ マーサとリーサ　３ たかおか　ゆみこ　作　絵 岩崎書店
F-ﾃｼ 飛べ！千羽づる 手島　悠介　作 講談社
F-ﾃｼ 笑われたくない！ 手嶋　ひろ美　作 文研出版
F-ﾄﾐ 天の川のラーメン屋 富安　陽子　作 講談社
F-ﾅｶ まほうのバス 中島　和子　作 金の星社
F-ﾅｶ ぼくたちのおばけ沼 中村　淳　著 汐文社
F-ﾅｷﾞ 風夢緋伝 名木田　恵子　著 ポプラ社
F-ﾆｶ ふしぎ古書店　４ にかいどう　青　作 講談社
F-ﾆｼ みちじいさんの話 西原　通夫　著 てらいんく
F-ﾉﾑ ４年２組がやってきた 野村　一秋　作 くもん出版
F-ﾌｼﾞ 流れる星は生きている 藤原　てい　著 偕成社
F-ﾌｼﾞ とうちゃんとユーレイババちゃん 藤澤　ともち　作 講談社

《《  日本のおはなし　　 》》
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F-ﾌﾅ 仰げば尊し　美崎高校吹奏楽部のアンサンブル いずみ　吉紘　脚本 学研プラス
F-ﾌﾙ フラダン 古内　一絵　作 小峰書店
F-ﾎﾈ ほねほねザウルス　１７ カバヤ食品株式会社　原案　監修 岩崎書店
F-ﾏｷ 「悩み部」の平和と、その限界。 麻希　一樹　著 学研プラス
F-ﾏﾂ いたずらこやぎと春まつり 松居　スーザン　作 佼成出版社
F-ﾐｽﾞ 工場見学のお客さま みずの　よしえ　作 偕成社
F-ﾐｽﾞ たったひとつの君との約束 みずの　まい　作 集英社
F-ﾐﾀ ふたりユースケ 三田村　信行　作 理論社
F-ﾐﾅ 夜露姫 みなと　菫　著 講談社
F-ﾐﾔ キミと、いつか。　だれにも言えない“想い” 宮下　恵茉　作 集英社
F-ﾑﾗ ドキドキおばけの百人一首！？ むらい　かよ　著 ポプラ社
F-ﾓﾁ お母ちゃんとの約束 望月　泉　文 ペンコム
F-ﾔﾏ 神隠しの教室 山本　悦子　作 童心社
F-ﾔﾏ あくまで悪魔のアクマント 山口　理　作 偕成社
F-ﾚｲ 負けるな！すしヒーロー！　ダイナシーの巻 令丈　ヒロ子　作 講談社

N-ｲﾎﾞ ほんとうに怖くなれる幽霊の学校 トビー　イボットソン　著 偕成社
N-ｴｲ ナンタケットの夜鳥 ジョーン　エイキン　作 冨山房
N-ｵﾊ お話は土の城のテラスで 和田　正平　編著 メディアイランド
N-ｸｲ 幽霊屋敷と消えたオウム エラリー　クイーン　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
N-ｸｲ 黒い犬と逃げた銀行強盗 エラリー　クイーン　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
N-ｸﾚ オンネリとアンネリのふゆ マリヤッタ　クレンニエミ　作 福音館書店
N-ｸﾞﾚ フェラルズ　１ ジェイコブ　グレイ　著 講談社
N-ｼｱ 骨董通りの幽霊省 アレックス　シアラー　著 竹書房
N-ｼﾕ 動物と話せる少女リリアーネ　１１ タニヤ　シュテーブナー　著 学研プラス
N-ﾀﾞﾙ ロアルド・ダールコレクション　別巻３ ロアルド　ダール　著 評論社
N-ﾁﾔ ベストフレンズベーカリー　１～３ リンダ　チャップマン　著 学研プラス
N-ﾃﾞｲ 愛をみつけたうさぎ ケイト　ディカミロ　作 ポプラ社
N-ﾃﾞﾕ サンタクロースのはるやすみ ロジャー　デュボアザン　ぶん　え 大日本図書
N-ﾄｲ トイ・ストーリー ケイト　イーガン　文 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

《《  外国のおはなし　　 》》
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N-ﾅﾈ いたずらっ子がやってきた カトリーナ　ナネスタッド　作 さ・え・ら書房
N-ﾊﾞﾂ ＴＨＥ ＬＯＣＫ　１，２ Ｐ．Ｄ．バッカラリオ　作 学研プラス
N-ﾊﾄﾞ ヒックとドラゴン　１２上，下 ヒック　ホレンダス　ハドック三世　作 小峰書店
N-ﾌｲ スピニー通りの秘密の絵 Ｌ．Ｍ．フィッツジェラルド　著 あすなろ書房
N-ﾌｴ バクのバンバン、町にきた ポリー　フェイバー　作 徳間書店
N-ﾌｴ バクのバンバン、船にのる ポリー　フェイバー　作 徳間書店
N-ﾏｹ ひみつの妖精ハウス　転校生がやってきた！ ケリー　マケイン　作 ポプラ社
N-ﾏｹ ひみつの妖精ハウス　友情は、勇気の魔法！ ケリー　マケイン　作 ポプラ社

00 親子でまなぶステップアップ式プログラミング ＴＥＮＴＯ　監修 洋泉社
02 学校で知っておきたい著作権　３ 小寺　信良　著 汐文社
03 はじめてのなぜなにふしぎえほん てづか　あけみ　え　ぶん パイインターナショナル

14 ハッピーになれる星座占い 鏡　リュウジ　著 金の星社
15 １３歳までにやっておくべき５０の冒険 ピエルドメニコ　バッカラリオ　著 太郎次郎社エディタス

15 人がいじわるをする理由はなに？ ドゥニ　カンブシュネ　文 岩崎書店
16 宗教ってなんだろう？ 島薗　進　著 平凡社
18 心をつよくする禅語 山川　宗玄　監修 リベラル社
20 楽しく学ぼう！日本と世界の歴史年表 歴史学習研究会　著 メイツ出版
21 シリーズ戦争　語りつごうヒロシマ・ナガサキ　１～５ 安斎　育郎　文　監修 新日本出版社
21 日本の歴史 大石　学　監修 学研プラス
21 日本の歴史　別巻 山本　博文　監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
D21 古墳時代のサバイバル 工藤　ケン　マンガ 朝日新聞出版
D21 大正時代のサバイバル 柏葉　比呂樹　マンガ 朝日新聞出版
28 世界を変えた英雄たち メアリー　ポープ　オズボーン　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
28 零戦パイロットからの遺言 原田　要　述 講談社
28 戦国の姫城主井伊直虎 越水　利江子　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
28 ポプラディアプラス人物事典　１～５ ポプラ社
29 立体地図で見る日本の国土とくらし　１ 早川　明夫　監修 国土社
29 見て、学んで、力がつく！こども日本地図　２０１７年版 永岡書店編集部　編 永岡書店
29 都道府県のかたちを絵でおぼえる本 造事務所　編 実務教育出版

《《  ちしきの本    　　   》》
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29 里山で木を織る 川北　亮司　作 汐文社
29 日本の地理　３ 井田　仁康　監修 学研プラス
29 立体地図で見る日本の国土とくらし　２，３ 早川　明夫　監修 国土社
31 奇跡はつばさに乗って 源　和子　著 講談社
31 世界の人びとに聞いた１００通りの平和　シリーズ３，４ 伊勢崎　賢治　監修 かもがわ出版
31 徳川家が見た戦争 徳川　宗英　著 岩波書店
34 イラストで学べる税金のしくみ　１～３ 大野　一夫　著 汐文社
36 サバイバル入門 メアリー　ポープ　オズボーン　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
36 みんなのユニバーサルデザイン　３ 川内　美彦　監修 学研プラス
36 気をつけよう！ブラックバイト・ブラック企業　３ ブラックバイトから子どもたちを守る会　編 汐文社
37 いじめのある世界に生きる君たちへ 中井　久夫　著 中央公論新社
37 いじめから脱出しよう！ 玉聞　伸啓　著 小学館
38 知っておきたい和の行事 新谷　尚紀　監修 成美堂出版
38 世界食べものマップ ジュリア　マレルバ　絵と文 河出書房新社
39 スパイ学 アンディ　ブリッグス　著 今人舎
40 実験対決　１～２４ 洪　鐘賢　絵 朝日新聞出版
40 玉の図鑑 森戸　祐幸　監修 学研教育出版
43 ぜんぶわかる１１８元素図鑑 子供の科学編集部　編 誠文堂新光社
44 なぜ？の図鑑 宇宙 縣　秀彦　監修 学研プラス
44 超巨大ブラックホールに迫る 平林　久　作 新日本出版社
45 スーパービジュアル恐竜図鑑　新訂版 ジョン　ウッドワード　著 講談社
45 くらべる恐竜図鑑 土屋　健　著 実業之日本社
45 雲と天気 武田　康男　監修 ポプラ社
46 いのちのひろがり 中村　桂子　文 福音館書店
47 植物の生態図鑑　増補改訂 学研教育出版
47 植物のくらし 埴　沙萠　文　写真　映像 偕成社
481 地球を旅する生き物たち 樋口　広芳　監修 ＰＨＰ研究所
481 クイズでさがそう！生きものたちのわすれもの　１～３ 小宮　輝之　監修 佼成出版社
486 カブトムシｖｓ．クワガタムシ強いのはどっちだ！ 本郷　儀人　著 講談社
486 わたしのカブトムシ研究 小島　渉　著 さ・え・ら書房
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488 ヤンバルクイナ 江口　欣照　写真と文 小学館
489 サメと肉食動物たち メアリー　ポープ　オズボーン　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
489 イルカと話したい 村山　司　作 新日本出版社
49 からだのふしぎ にしもと　おさむ　絵 世界文化社
50 発明対決　１～９ ゴムドリｃｏ．　文 朝日新聞出版
50 透視絵図鑑なかみのしくみ　のりもの こどもくらぶ　編さん 六耀社
50 透視絵図鑑なかみのしくみ　まちなか こどもくらぶ　編さん 六耀社
50 透視絵図鑑なかみのしくみ　家のなか こどもくらぶ　編さん 六耀社
50 透視絵図鑑なかみのしくみ　キッチン こどもくらぶ　編さん 六耀社
50 透視絵図鑑なかみのしくみ　楽器 こどもくらぶ　編さん 六耀社
50 透視絵図鑑なかみのしくみ　遊園地 こどもくらぶ　編さん 六耀社
50 透視絵図鑑なかみのしくみ　大きな建物 こどもくらぶ　編さん 六耀社
53 はたらくじどう車しごととつくり　１～６ 小峰書店編集部　編 小峰書店
53 のぞいてみよう！いろいろなのりもの まつしま　こういちろう　著 ＪＴＢパブリッシング

53 バスとトラック１００点 講談社
53 てつどうスーパーずかん２２３７ 学研プラス
59 包丁を使わないで作るごはん 寺西　恵里子　著 日東書院本社
61 すがたをかえるたべものしゃしんえほん　１１，１２ 宮崎　祥子　構成　文 岩崎書店
62 調べてなるほど！果物のかたち 柳原　明彦　絵と文 保育社
64 馬は友だち！ メアリー　ポープ　オズボーン　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
64 捨て犬たちとめざす明日 今西　乃子　著 金の星社
64 捨て犬・未来、天国へのメッセージ 今西　乃子　著 岩崎書店
64 獣医師の一日 ＷＩＬＬこども知育研究所　編著 保育社
75 へいわをゆめみて マナ　オリ　さく あいり出版
75 人形 是澤　博昭　著 文溪堂
76 バレエ物語集 ジェラルディン　マコックラン　著 偕成社
77 マジック入門 メアリー　ポープ　オズボーン　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
780 冒険スポーツ メアリー　ポープ　オズボーン　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
783 サッカー大百科 メアリー　ポープ　オズボーン　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
783 しらべよう！たのしもう！かならずわかるラグビー入門　１～３ 稲葉　茂勝　文　構成 ベースボール・マガジン社
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79 いちばんやさしいはじめてのあやとり 野口　とも　著 永岡書店
79 あやとりであそぼ！ 野口　とも　著 日本文芸社
81 こどもことば絵じてん 金田一　春彦　監修 三省堂
911 ときめき百人一首 小池　昌代　著 河出書房新社

C いちばんはじめのクリスマスケーキ 矢部　美智代　作 教育画劇
C つきみだんごとまほうのぼうし 山本　和子　作 教育画劇
C モモちゃん「あかちゃんのうち」へ 松谷　みよ子　原作 童心社
C モモちゃんちにきたぞうさん 松谷　みよ子　脚本 童心社
C あかちゃんとおるすばん 松谷　みよ子　原作 童心社
C えほうまきもぐもぐ 土田　義晴　脚本　絵 童心社
C としがみさまとおもち 小野　和子　作 教育画劇
C まめっこぽりぽりおにはそと！ 渡辺　節子　作 教育画劇
C むかーしむかしのひなあられ 松岡　節　作 教育画劇
C げんきがでるよかしわもち 山本　省三　作　画 教育画劇

R28 ポプラディアプラス人物事典　１～５ ポプラ社
R35 日本のすがた　２０１６ 矢野恒太記念会　編集 矢野恒太記念会

《《  しらべものの本       》》　※かしだしできません

《《  かみしばい     　　  》》
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