
　　　書名 　　　著者名 請求記号

1   あげは　(かがくのとも傑作集) 小林 勇∥ぶん　え 紫/E/コ

2   うさぎのくれたバレエシューズ 安房 直子∥文　南塚 直子∥絵 緑/E/ミ

3   おなべおなべにえたかな？ こいで やすこ∥さく 紫/E/コ

4   おひさまパン エリサ　クレヴェン∥作絵 紫/E/ク

5   くさいろのマフラー 後藤 竜二∥文　岡野 和∥絵 青/E/オ

6   さがしてあそぼう春ものがたり ロートラウト　スザンネ　ベルナー∥作 黄/E/べ

7　 さくらのさくひ 矢崎 節夫∥文　福原 ゆきお∥絵 黄/E/フ

8   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 487/タ

9   だって春だもん 小寺 卓矢∥写真　文 紫/E/コ

10  たんぽぽ　(かがくのとも傑作集) 平山 和子∥ぶん　え 黄/E/ヒ

11  つくし　(かがくのとも傑作集) 甲斐 信枝∥さく 紫/E/カ

12  とんことり 筒井 頼子∥さく　林 明子∥え 黄/E/ハ

13  はるですはるのおおそうじ こいで たん∥ぶん　こいで やすこ∥え 紫/E/コ

14  春になったらあけてください 増井 邦恵∥作　あべ まれこ∥絵 青/E/ア

15  はるのやまはザワザワ 村上 康成∥作 緑/E/ム

16  ほんとうだよ 松見 秀∥さく　え 緑/E/マ

17  ぽとんぽとんはなんのおと 神沢 利子∥さく　平山 英三∥え 黄/E/ヒ

18  もぐらのムックリ 舟崎 克彦∥作　黒井 健∥絵 紫/E/ク

19  もりのてがみ 片山 令子∥さく　片山 健∥え 紫/E/カ

20  もりのひなまつり こいで やすこ∥さく 紫/E/コ

※リストの請求記号は総合図書館のものです。

はるをみつけた［こどもコーナー 季節の展示リスト］

2010.3

いわき総合図書館・児童



　　　書名 　　　著者名 請求記号

1    おにの子こづな 木暮 正夫∥ぶん 斎藤 博之∥え 桃/E/サ

2    おにのおめん 神沢 利子∥作  狩野 富貴子∥絵 紫/E/カ

3    おにのめん 川端 誠∥[作] 紫/E/カ

4    かえるをのんだととさん 日野 十成∥再話　斎藤 隆夫∥絵 桃/E/サ

5    島ひきおに 梶山 俊夫∥絵　山下 明生∥文 紫/E/カ

6    水仙月の四日 宮沢 賢治∥作　伊勢 英子∥絵 青/E/イ

7    せつぶんだまめまきだ 桜井 信夫∥作　赤坂 三好∥絵 青/E/ア

8    だいくとおにろく 松居 直∥再話　赤羽 末吉∥画 青/E/ア

9    つばき　(かがくのとも特製版) 矢間 芳子∥さく 茶/E/ヤ

10  泣いた赤おに 浜田 広介∥作　梶山 俊夫∥絵 紫/E/カ

11  はるさんがきた 越智 のりこ∥作　出久根 育∥絵 空/E/デ

12  はるにあえたよ 原 京子∥文　はた こうしろう∥絵 黄/E/ハ

13  はるのてがみはなにいろ? 生源寺 美子∥作　二俣 英五郎∥絵 黄/E/フ

14  ふき 斎藤 隆介∥作　滝平 二郎∥絵 空/E/タ

15  ふきのとう　(かがくのとも特製版) 甲斐 信枝∥さく　 紫/E/カ

16  ふきまんぶく 田島 征三∥文　絵 空/E/タ

17  まめのかぞえうた 西内 ミナミ∥さく　和歌山 静子∥え 茶/E/ワ

18  まゆとおに 富安 陽子∥文　降矢 なな∥絵 黄/E/フ

19  めざめのもりのいちだいじ ふくざわ ゆみこ∥さく 黄/E/フ

20  ゆきむすめ 内田 莉莎子∥再話　佐藤 忠良∥画 桃/E/サ

※リストの請求記号は総合図書館のものです。

ふゆがおわる［こどもコーナー 季節の展示リスト］

2010.2

いわき総合図書館・児童



　　　書名 　　　著者名 請求記号

1 　あけましておめでとう 中川 ひろたか∥文　村上 康成∥絵 緑/E/ム

2   ウェン王子とトラ チェン ジャンホン∥作  絵 空/E/チ

3   おもちのきもち かがくい ひろし∥作・絵 紫/E/カ

4   おしょうがつ 松野 正子∥作　ましま せつこ∥絵 緑/E/マ

5   おしょうがつさん 谷川 俊太郎∥ぶん　大橋 歩∥え 青/E/オ

6   おどりトラ 金森 襄作∥再話　鄭 【スク】香∥画 空/E/チ

7   着物のえほん 高野 紀子∥作 383/タ

8   ソルビム　お正月の晴れ着 ペ ヒョンジュ∥絵と文 黄/E/ペ

9   たこ あそび 新坂 和男∥作　絵 橙/E/ニ

10  トラさん、トラさん、木のうえに! アヌシュカ　ラヴィシャンカール∥ぶん　プラク　ビスワス∥え 黄/E/ビ

11  とらとほしがき パク ジェヒョン∥再話　絵　 黄/E/バ

12  とりおいの日 なかむら ひろし∥さく　わたなべ きょうこ∥え ＳＪ/E/ワ

13  な・か・よ・し よしもと そう∥作・絵 ＳＪ/E/ヨ

14  ねずみのおよめいり モニカ　チャン∥文　レスリー　リョウ∥絵 茶/E/リ

15  はつてんじん 川端 誠∥[作] 紫/E/カ

16  ひとめあがり 川端 誠∥[作] 紫/E/カ

17  ふでこぞう [せな けいこ∥作] 桃/E/セ

18  みかん 中島 睦子∥作　こうや すすむ∥監修 橙/E/ナ

19  むかしむかしとらとねこは… 大島 英太郎∥文　絵 青/E/オ

20  もちの絵本 えがわ かずのり∥へん たけうち つーが∥え 596/モ

※リストの請求記号は総合図書館のものです。

あたらしいとし［こどもコーナー 季節の展示リスト］

2010.1

いわき総合図書館・児童



　　　書名 　　　著者名 請求記号

1 　 お正月さん 奥田 継夫∥作　太田 大八∥絵 青/E/オ

2    おもちぶとん わたなべ ゆういち∥作 茶/E/ワ

3    かがやく星を道しるべに ウーリセス・ウェンセル∥絵　ジーグリト・ホイク∥青/E/ウ

4    かさじぞう 松谷 みよ子∥[著]　黒井 健∥[画] 紫/E/ク

5    きょうとあしたのさかいめ 最上 一平∥作 渡辺 有一∥絵 茶/E/ワ

6    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 黄/E/フ

7    クリスマスのおはなし ジェーン・レイ∥絵と文 茶/E/レ

8    クリスマスのまえのばん クレメント　クラーク　ムーア∥詩　リスベート　ツヴェルガー水/E/ツ

9    くるみわり人形 E.T.A.ホフマン∥原作　いせ ひでこ∥絵 青/E/イ

10  七ふくじんとおしょうがつ 山末 やすえ∥作　伊東 美貴∥絵 青/E/イ

11  十二支のお節料理 川端 誠∥作 紫/E/カ

12  十二支のはじまり 岩崎 京子∥文　二俣 英五郎∥画 黄/E/フ

13  天使のクリスマス ピーター  コリントン∥さく 紫/E/コ

14  どうぶつたちのクリスマス ノーマ　ファーバー∥ぶん　バーバラ　クーニー∥紫/E/ク

15  なまはげ正月 さねとう あきら∥文　いしくら きんじ∥絵 ＳＪ/E/イ

16  はつゆめはひみつ 谷 真介∥文　赤坂 三好∥絵 青/E/ア

17  びんぼう神とふくの神 木暮 正夫∥ぶん　梶山 俊夫∥え 紫/E/カ

18  みんなでつくる--ふゆのかざりもの きうち かつ∥作  絵 紫/E/キ

19  マッチ売りの女の子 角野 栄子∥文　黒井 健∥絵 紫/E/ク

20  もみのき山のお正月 渡辺 有一∥作 茶/E/ワ

※リストの請求記号は総合図書館のものです。

としのくれ［こどもコーナー 季節の展示リスト］

2009.12

いわき総合図書館・児童



　　　書名 　　　著者名 請求記号

1  　落ち葉 平山 和子∥文と絵　平山 英三∥構成と写真 653/ヒ

2  　おちばのしたをのぞいてみたら… 皆越 ようせい∥写真と文 481/ミ

3  　落ち葉はどこへ消えた? 塚本 明美∥著 SJ/613/ﾂ

4  　くまさんとおちば 森山 京∥さく　Yokococo∥え 茶/E/ヨ

5  　こうさぎファーンはじめてのふゆ ジェーン　シモンズ∥作 桃/E/シ

6 　 こもものふゆじたく こいで やすこ∥さく SJ/E/コ

7 　 しもば しら 野坂 勇作∥さく 橙/E/ノ

8 　 ちょろりんのすてきなセーター 降矢 なな∥さく  え 黄/E/フ

9 　 どんぐりノート いわさ ゆうこ∥作　大滝 玲子∥作 657/イ

10　はじめてのふゆ ロブ　ルイス∥さく 茶/E/ル

11　ばばばあちゃんのやきいもたいかい さとう わきこ∥作 桃/E/ｻ

12　ハリネズミかあさんのふゆじたく エヴァ　ビロウ∥さく　え 黄/E/ビ

13　ひぐまの冬ごもり 加納 菜穂子∥ぶん　滝波 明生∥え 空/E/タ

14　ファーディとおちば ジュリア　ローリンソン∥さく　ティファニー　ビーク∥え 黄/E/ビ

15　ファーブル昆虫記　こおろぎ 小林 清之介∥文　たかはし きよし∥絵 黄/E/フ

16　ふゆじたくのおみせ ふくざわ ゆみこ∥さく 黄/E/フ

17　ふゆののはらでかれくさつみ あきやま じゅんこ∥[作] 青/E/ア

18　ふゆめがっしょうだん 冨成 忠夫∥写真　茂木 透∥写真　長 新太∥文 空/E/ト

19　もみじちゃんとチュウ 村上 康成∥作　絵 緑/E/ム

20　リスとはじめての雪 ゼバスティアン　メッシェンモーザー∥作 緑/E/メ

※リストの請求記号は総合図書館のものです。

おちばのきせつ［こどもコーナー 季節の展示リスト］

2009.11

いわき総合図書館・児童



　　　書名 　　　著者名 請求記号

1    いいものひろった なかの ひろたか∥作　二俣 英五郎∥絵 SJ/E/ﾌ

2    いねかりやすみ 菊池 日出夫∥さく SJ/E/ｷ

3    おおいそがし、こいそがし ユン クビョン∥文　イ テス∥絵 青/E/ｲ

4    かき　(かがくのとも) 矢間 芳子∥さく 茶/E/ﾔ

5    かぼちゃ スープ ヘレン　クーパー∥さく 紫/E/ｸ

6    きのこはともだち 松岡達英∥構成　下田智美∥絵と文 桃/E/ｼ

7    きんいろのとき アルビン・トレッセルト∥文　ロジャー・デュボアザン∥絵 SJ/E/ﾃﾞ

8    さあちゃんのぶどう みのしま さゆみ∥ぶん　ふくだ いわお∥え 黄/E/ﾌ

9    さつまのおいも 中川 ひろたか∥文　村上 康成∥絵 緑/E/ﾑ

10  たべられるきのみ　(かがくのとも) 菅原 久夫∥文　高森登志夫∥絵 空/E/ﾀ

11  どんぐりと山猫 宮沢賢治∥作　高野玲子 ∥絵 水/E/ﾀ

12  にぐるま ひいて ドナルド　ホール∥ぶん　バーバラ　クーニー∥え 紫/E/ｸ

13  めぐろのさんま 川端 誠∥[作]　 紫/E/ｶ

14  パンプキン・ムーンシャイン ターシャ・テューダー∥著 空/E/ﾃ

15  ひぐまのあき 手島 圭三郎∥絵・文 空/E/ﾃ

16  ぶたのチェリーのおはなし やまだうたこ∥ぶんとえ 茶/E/ﾔ

17  ぶどう 斎藤 雅緒∥絵 桃/E/ｻ

18  ぶどう畑のアオさん 馬場 のぼる∥文　絵 黄/E/ﾊﾞ

19  やきいもの日 村上 康成∥作　絵 緑/E/ﾑ

20  やまこえのこえかわこえて こいでやすこ∥さく 紫/E/ｺ

※リストの請求記号は総合図書館のものです。

みのりのとき［こどもコーナー 季節の展示リスト］

2009.10

いわき総合図書館・児童



　　　書名 　　　著者名 請求記号

1   あかりをけすと こばやしゆかこ∥作 紫/E/ｺ

2   あらまっ！ ケイト・ラム∥文　エイドリアン・ジョンソン∥絵 桃/E/ｼﾞ

3   アルフィとくらやみ エロール・ル・カイン∥え サリー・マイルズ∥ぶん紫/E/ｶ

4   おやすみなさいコッコさん 片山健∥さく・え 赤/E/ｶ

5   おやすみなさいのほん マーガレット・ワイズ・ブラウン∥ぶん　ジャン・シャロー∥え赤/E/ｼ

6   こんやもカーニバル 斉藤洋∥作　高畠那生∥絵 水/E/ﾀ

7   １４ひきのおつきみ いわむらかずお∥さく 青/E/ｲ

8   たぬきのおつきみ 内田麟太郎∥作　山本孝∥絵 茶/E/ﾔ

9   つきよのおんがくかい 山下洋輔∥文　柚木沙弥郎∥絵 茶/E/ﾕ

10  月夜のでんしんばしら 宮沢賢治∥作　遠山繁年∥絵 水/E/ﾄ

11  月夜のバス 杉みき子∥作　黒井健∥絵 紫/E/ｸ

12  ねないこだれだ せなけいこ∥さく　え 赤/E/ｾ

13  ねむれないひつじのよる　かずのほん きたむらさとし∥文・絵 紫/E/ｷ

14  ねむれないよるは クリス・ラシュカ∥作・絵 茶/E/ﾗ

15  ねんころりん ジョン・バーニンガム∥作 紫/E/ｶ

16  目をつむるのよ、ぼうや ケイト・バンクス∥文　ゲオルグ・ハレンスレーベン∥え 黄/E/ﾊ

17  山いっぱいのきんか 君島久子∥ぶん　太田大八∥絵 青/E/ｵ

18  よるにきこえるおと おかべりか∥作　大島妙子∥絵 SJ/E/ｵ

19  よるのねこ ダーロフ・イプカー∥文と絵 SJ/E/ｲ

20  りんご畑の九月 後藤竜二∥ぶん　長谷川知子∥え 黄/E/ﾊ

※リストの請求記号は総合図書館のものです。

あきのよなが［こどもコーナー 季節の展示リスト］

2009.9

いわき総合図書館・児童



　　　書名 　　　著者名 請求記号

1    ウエズレーの国 ポール・フライシュマン∥作　ケビン・ホークス∥絵 黄/E/ﾎ

2    えほんねぶた あべ弘士∥著 青/E/ｱ

3    えんにち 五十嵐豊子∥作 青/E/ｲ

4    オニヤンマ空へ 市居 みか∥絵　最上 一平∥作 青/E/ｲ

5    きんぎょのかいすいよく 高部晴市∥著 空/E/ﾀ

6    しんじなくてもいいけれど 内田麟太郎∥文　早川順子∥絵 黄/E/ﾊ

7    すなのおしろ たむらしげる∥作 水/E/ﾀ

8    スダジイのなつ 谷口国博∥文　村上康成∥絵 緑/E/ﾑ

9    せみとりめいじん かみやしん∥作　奥本大三郎∥監修 紫/E/ｶ

10   とてもとてもあついひ こうでたん∥ぶん　こいでやすこ∥え 紫/E/ｺ

11  なつのいなかのおとのほん マーガレット・ワイズ・ブラウン∥文　レナード・ワイズガード∥絵 茶/E/ﾜ

12  ばあちゃんのなつやすみ 梅田俊作・佳子　∥作・絵 青/E/ｳ

13  ひみつのなつまつり　こどもザイレン 伊藤秀男∥著 SJ /E/ｲ

14  ひものでございっ！ 平田 昌広∥文　平田 景∥絵 黄/E/ﾋ

15  ぷしゅ～ 風木一人∥作　石井聖岳∥絵 青/E/ｲ

16  ふたりだけのキャンプ 松居友∥文　高田知之∥写真 水/E/ﾀ

17  まほうの夏 藤原一枝・はたこうしろう∥作　はたこうしろう∥絵 黄/E/ﾊ

18  水色の足ひれ 佐藤まどか∥作　大西ひろみ∥絵 青/E/ｵ

19  みずまき 木葉井悦子∥作・絵 紫/E/ｷ

20  むぎわらぼうし 竹下文子∥作　いせひでこ∥絵 青/E/ｲ

※リストの請求記号は総合図書館のものです。

なつのいちにち［こどもコーナー 季節の展示リスト］

2009.8

いわき総合図書館・児童



　　　書名 　　　著者名 請求記号

1　　うみのべっそう 竹下文子∥さく　沢田としき∥え 913/ﾀ

2　　海のやくそく 山下 明生∥作　しまだしほ∥絵 桃/E/ｼ

3　　うみべのステラ メアリー＝ルイーズ・ゲイ∥作 紫/E/ｹﾞ

4　　おじいさんとうみ 赤川明 青/E/ｱ

5　　お化けの海水浴 川端誠∥作 紫/E/ｶ

6　　かっぱのてがみ さねとうあきら∥文　かたやまけん∥画 紫/E/ｶ

７　　川はたまげたことだらけ 田島征三∥作 水/E/ﾀ

8　　きりのもりのもりのおく ニック・シャラット∥作　 桃/E/ｼ

9　　くまの子ウーフのかいすいよく 神沢利子∥作　井上洋介∥絵 青/E/ｲ

10　だいちゃんとうみ 太田大八∥作･絵 青/E/ｵ

11　つれたつれた 内田 麟太郎∥文　石井聖岳∥絵 青/E/ｲ

12　のんびり森のかいすいよく かわきたりょうじ∥作　みやざきひろかず∥絵 緑/E/ﾐ

13　はじめてのキャンプ 林 明子∥さく　え 913/ﾊ

14　はんぶんちょうだい 山下 明生∥ぶん 長 新太∥え SJ/E/ﾁ

15　フィンダスのキャンプ スベン・ノルドクビスト∥作 橙/E/ﾉ

16　星空キャンプ 村上康成∥作 緑/E/ﾑ

17　ぼくキャンプにいったんだ わたなべしげお∥作　おおともやすお∥え 青/E/ｵ

18　みんなでキャンプ つちだよしはる∥作 SJ/E/ﾂ

19　森はたのしいことだらけ 田島征三∥作 水/E/ﾀ

20　やまのぼり さとう わきこ∥さく　え 桃/E/ｻ

※リストの請求記号は総合図書館のものです。

うみへ！やまへ！［こどもコーナー 季節の展示リスト］

2009.7

いわき総合図書館・児童



　　　書名 　　　著者名 請求記号

1　　あおいかさ いしい つとむ∥作 絵 青/E/ｲ

2　　あめ! マニャ　ストイッチュ∥さく 桃/E/ｽ

3　　あめあめあれれ 梅田 俊作∥作  梅田 佳子∥作 青/E/ｳ

4　　あめがふるひに… イ・ヘリ∥文・絵 青/E/ｲ

5　　あめのひ きのこは… ステーエフ∥原作　　ホセ=アルエーゴ∥絵　エーリアン=デューイ∥絵 SJ/E/ｱ

6　　うめぼし 辰巳芳子∥料理 茶/E/ﾔ

7　　めぼしくん わたなべ あや∥[作] 茶/E/ﾜ

8　　かさ 太田 大八∥作　絵 青/E/ｵ

9　　かさかしてあげる こいで やすこ∥さく 紫/E/ｺ

10　 くもりのちはれ　せんたくかあちゃん さとう わきこ∥さく　え 桃/E/ｻ

11　 コッコさんとあめふり 片山 健∥さく・え 紫/E/ｶ

12　 せっけんつけてぶくぶくぷわー 岸田 衿子∥文　山脇 百合子∥絵 茶/E/ﾔ

13　 せんたくかあちゃん さとう わきこ∥さく　え 桃/E/ｻ

14　 てるてるぼうず おぐま こうじ∥さく 青/E/ｵ

15 　にじ さくらい じゅんじ∥文　いせ ひでこ∥絵 青/E/ｲ

16 　はがいたいかいじゅうくん ローズ　インピ∥ぶん　ジョナサン　アレン∥え 青/E/ｱ

17　 はがぬけたらどうするの? セルビー　ビーラー∥文 ブライアン　カラス∥絵 紫/E/ｶ

18　 はっぱのおうち 征矢 清∥さく　林 明子∥え 黄/E/ﾊ

19　 水たまりおじさん レイモンド　ブリッグズ∥作 黄/E/ﾌﾞ

20 　ヨンイのビニールがさ ユン ドンジェ∥作 キム ジェホン∥絵 紫/E/ｷ

※リストの請求記号は総合図書館のものです。

ころもがえ［こどもコーナー 季節の展示リスト］

2009.6

いわき総合図書館・児童



　　　書名 　　　著者名 請求記号

1    いちごがうれた 神沢 利子∥さく　渡辺 洋二∥え 913/ｶ

2    おおきなのはら ジョン・ラングスタッフ∥文　フョードル・ロジャンコフスキー∥絵 茶/E/ﾛ

3    おむすびさんちのたうえのひ かがくいひろし∥作・絵 紫/E/ｶ

4    かぜのでんしゃにのって やすい すえこ∥さく　葉 祥明∥え 茶/E/ﾖ

5    きょうはすてきなそらとびびより アン・ターンバル∥ぶん　ケン・ブラウン∥え 黄/E/ﾌﾞ

6    雲のてんらん会 いせひでこ SJ/E/ｲ

7    ぐんぐんぐん　みどりのうた デービッド・マレット∥文　オラ・アイタン∥絵 青/E/ｱ

8    こねずみチッチのひとりでおつかい 末崎茂樹∥作・絵 桃/E/ｽ

9    すみれとあり 矢間芳子∥さく　 茶/E/ﾔ

10  ちいさなこいのぼりのぼうけん 岩崎京子∥作　長野ヒデ子∥絵 SJ/E/ﾅ

11  ときときとき 竹下 文子∥文　鈴木 まもる∥絵 913/ﾀ

12  どろだらけのじぞうさん 谷 真介∥文　赤坂 三好∥絵 SJ/E/ｱ

13  のねずみくんのたねまき 武鹿悦子∥作　末崎茂樹∥絵 桃/E/ｽ

14  はっぱくん 伊藤正道∥作･絵 青/E/ｲ

15  はるですはるのおおそうじ こいで たん∥ぶん  こいで やすこ∥え 紫/E/ｺ

16  ぼくそらをさわってみたいんだ さとうわきこ∥作　岩井田治行∥絵 青/E/ｲ

17  みどりいろのたね たかどの ほうこ∥作　太田 大八∥絵 913/ﾀ

18  もりのへなそうる わたなべしげお∥さく　やまわきゆりこ∥え 913/ﾜ

19  よもぎだんご さとう わきこ∥さく 桃/E/ｻ

20  ワニぼうのこいのぼり 内田麟太郎∥文　高畠純∥絵 空/E/ﾀ

※リストの請求記号は総合図書館のものです。

　わかばのきせつ［こどもコーナー 季節の展示リスト］

2009.5

いわき総合図書館・児童


