
キーワード 書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

草花あそび
身近な自然で楽しい保育!　0～5歳児 年中使える!，子どもの驚

き!発見!不思議!が科学する心を育てる!
後藤 和佳子／編著 ひかりのくに 37615/G8

草花あそび
日本の伝承遊びコツのコツ　大きな図で解りやすい本，大図解

第1巻　こんなにある草花遊び　１

千葉幹夫／文，宮下まさつら

／絵
リブリオ出版 38400/N2/1-1

草花あそび 草花あそび事典 藤本浩之輔／著 くもん出版 38450/F1/2

草花あそび いっしょにあそぼ草あそび花あそび　春夏編
佐藤 邦昭／著，近藤 理恵／

イラスト
かもがわ出版 38450/S12/1-2

草花あそび 親子で作る！自然素材のかんたん雑貨＆おもちゃ まちとこ／編 日東書院本社 5070/M3

草花あそび あたらしい草花あそび 相澤 悦子／著 山と溪谷社 7819/A5

草花あそび 草花遊び図鑑
小林正明／著，小林茉由／

絵
全国農村教育協会 7819/K8

草花あそび
親子で楽しむ四季の草花遊び　身近な草花を使って遊びながら

自然にふれよう！
小林正明／著 日東書院本社 7819/K8/2

草花あそび ふだん着の虫草あそび　足もとの自然と仲よしになる２２の方法 奥薗寿子／著 農山漁村文化協会 7819/O1

草花あそび（子ども向け） くさばな 〔真山茂樹〕／〔監修〕 学研教育出版 030/A3/2-14

草花あそび（子ども向け） ふれあいしぜん図鑑　春 横山洋子／監修 学研プラス 403/F1/3-1

草花あそび（子ども向け） かこさとしこどもの行事しぜんと生活　４月のまき かこさとし／文・絵 小峰書店 380/K1/3-4

草花あそび（子ども向け） 草花とともだち　みつける・たべる・あそぶ
松岡達英／構成，下田智美

／絵と文
偕成社 470/S15/2

　　子育て支援コーナー第47回企画展示

　　「春！ 春！ 春 ！　親子で楽しむ外遊びの本」図書リスト
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　展示期間：平成３1年３月５日（火）～６月２日（日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編集・作成：香川県立図書館子育て支援担当

★親子で気軽に楽しめる外遊びの本
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キーワード 書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

草花あそび（子ども向け） 緑とあそぼう　花のかんむり草のふえ
中平順子／著，宮崎耕平／

画
童心社 470/N3

草花あそび（子ども向け） 草花あそび　子どもの生活をゆたかに！　春・夏の本
向井幸子／著，上久保良文

／絵，重田吉晴／写真
偕成社 700/T2/1-7

草花あそび（子ども向け）
おし花の工作図鑑　野原の草花、育てた草花を身近な材料でお

し花しましょう
岩藤しおい／著 いかだ社 750/I14/7

草花あそび（子ども向け） きせつの手づくり図鑑　春 峯村良子／作・絵 偕成社 750/M14/1-1

草花あそび（子ども向け） はじめてのくさばなあそび
グループ・コロンブス／著，吉

田奈美／絵
のら書店 780/G3/2

草花あそび（子ども向け） はじめての草花あそび　１　春夏秋冬の花 おくやまひさし／指導 ポプラ社 780/O15/1-1

草花あそび（子ども向け） しぜんあそび 山下久美／監修 フレーベル館 780/S13/2

草花あそび（子ども向け） たのしい草花あそび
佐伯剛正／文，川添ゆみ／

絵
岩崎書店 780/S22

草花あそび（子ども向け） もったいないばあさんもりへいく　のあそびしよう！ 真珠まりこ／作・絵 講談社 780/S28

草花あそび（子ども向け） （すぐできるやさしい）あそびの本　第６巻　草花あそび 竹井史郎／著 小峰書店 780/T1/1-6

草花あそび（子ども向け） やってみようたのしい伝承あそび　１　春から夏の草花あそび 学習研究社 780/Y7/1-1

草花あそび（子ども向け） 親子で楽しむしぜんあそび図鑑 山本克彦／監修 チャイルド本社 780/Y14

草花あそび（子ども向け） おやこで作ろうこどもお花部 高橋郁代／著 新潮社 790/T21

草花あそび（子ども向け） はるのくさばなあそび 佐野 高太郎／写真 ひさかたチャイルド J/S698

外遊び 楽しい運動あそび　幼児上級向・小学生向 安田 祐治／編著
外あそび体育遊具

協会
37498/Y2/3

外遊び 日本伝承遊び事典 東京おもちゃ美術館／編 黎明書房 38450/T3

外遊び ３歳からの今どき「外あそび」育児 前橋明／著 主婦の友社 5995/M3
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キーワード 書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

外遊び あそぶだけ！公園遊具で子どもの体力がグングンのびる！
前橋明／著，プレイデザインラ

ボ（ジャクエツ）／編
講談社 7819/M6

外遊び まるごと鬼ごっこ 鬼ごっこ協会／著 いかだ社 7819/O4

外遊び からだ力がつく運動遊び 柳澤秋孝／著 主婦の友社 7819/Y4

外遊び
子どもと楽しむ外遊び　幼児から小学校低学年までの，自然をと

ことん楽しみつくすための方法を教えます
長谷部 雅一／監修 地球丸 7860/H9/2

外遊び おやこでキャッチボール！ 桜井一／監修 自由国民社 7837/S56

外遊び（子ども向け） あそび 学研教育出版 030/A3/2-3

外遊び（子ども向け） どきどきわくわくまちたんけん　[2]（公園・はたけ・田んぼほか） 若手 三喜雄／監修 金の星社 370/W6/1-2

外遊び（子ども向け） チャレンジ！あそび大事典　ゲーム機なしでもこんなにオモシロイ 天野秀昭／〔ほか〕監修 偕成社 780/A10

外遊び（子ども向け） 香川県につたわるこどもの遊び 香川県小学校体育連盟／編 光文書院 780/K41

外遊び（子ども向け） かこさとしあそびずかん　はるのまき かこさとし／文・絵 小峰書店 780/K4/4-4

外遊び（子ども向け） かこさとし　あそびの大事典　大宇宙編 かこさとし／絵と文 農山漁村文化協会 780/K4/5

外遊び（子ども向け） 野原であそぼう こどもくらぶ／編 農山漁村文化協会 780/K21/19-1

外遊び（子ども向け） くらしとあそび・自然の１２か月　１（４月）
増田良子／編著，福田節子

／編著
岩崎書店 780/M12/1-1

外遊び（子ども向け） くらしとあそび・自然の１２か月　2（５月）
増田良子／編著，福田節子

／編著
岩崎書店 780/M12/1-2

外遊び（子ども向け） くらしとあそび・自然の１２か月　3（3月）
増田良子／編著，福田節子

／編著
岩崎書店 780/M12/1-3

外遊び（子ども向け） 目でみる＊子どものあそび百科　１ 多田千尋／監修 日本図書センター 780/M17/1-1

外遊び（子ども向け）
（ポプラ社・）ゲーム大百科　２　わいわい運動場ゲーム１０１　外

へ出て力いっぱいみんなであそぼう

２１世紀・子どもの遊び研究会

／編
ポプラ社 780/N2/1-2
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キーワード 書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

外遊び（子ども向け）
（ポプラ社・）ゲーム大百科　６   にこにこ伝承あそび１０１　昔か

ら伝わるあそびのいろいろ

２1世紀・子どもの遊び研究会

／編
ポプラ社 780/N2/1-6

外遊び（子ども向け）
なわとび「スゴ技」コレクション　楽しくマスター！　２（なわとび・み

んなでとべる！集団技をマスターしよう）
藤沢祥太朗／監修 河出書房新社 780/N24/1-2

外遊び（子ども向け）
なわとび「スゴ技」コレクション　楽しくマスター！　３（楽しくダン

ス！リズムなわとびをマスターしよう）
黒澤ちよ子／監修 河出書房新社 780/N24/1-3

外遊び（子ども向け） 世界の子どもの遊び 寒川恒夫／監修 ＰＨＰ研究所 780/S39

外遊び（子ども向け） あそびのずかん　５（なわとびあそび） 竹井史郎／作 あかね書房 780/T1/2-5

外遊び（子ども向け） あそびのずかん　１(ボールあそび) 竹井史郎／作 あかね書房 780/T1/2-1

外遊び（子ども向け） 学校であそぼう！ゲームの達人　３　運動場のあそび 竹井史郎／著 岩崎書店 780/T1/4-3

外遊び（子ども向け） なわとび
竜田麻衣／絵，西薗一也／

監修
あかね書房 780/U14/1-3

外遊び（子ども向け） ボールなげ
安藤尚美／絵，西薗一也／

監修
あかね書房 780/U14/1-4

外遊び（子ども向け） やってみよう!むかしのあそび　8　竹うま・竹とんぼ 小菅 知三／監修 ポプラ社 790/Y11/1-8

草花 花だけでなく実を見ても「山野草」の名前がすぐにわかる本 菱山忠三郎／写真と文 主婦の友社 4700/H2

草花 子どもと一緒に覚えたい道草の名前 稲垣 栄洋／監修 マイルスタッフ 4700/I4/5

草花 子どもに教えてあげられる散歩の草花図鑑 岩槻 秀明／著 大和書房 4700/I7

草花 雑草の呼び名事典　写真でわかる　散歩編 亀田龍吉／写真・文 世界文化社 4700/K4/3-2

草花 雑草さんぽ手帖　ポケット版，名前の由来が楽しくわかる! 亀田 龍吉／写真・文 世界文化社 4700/K4/5

★春の草花・生き物を知ることのできる本
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キーワード 書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

草花
「この花の名前、なんだっけ？」というときに役立つ本　野草・雑草

がより身近になる
菱山忠三郎／写真と文 主婦の友社 4703/H6/3

草花 里山の植物ハンドブック　身近な野草と樹木
平野隆久／写真，日本放送

出版協会／編
日本放送出版協会 4703/H8/2

草花 散歩で見かける草木花の雑学図鑑　季語花言葉名前の由来 金田洋一郎／著 実業之日本社 4703/K11

草花 春の野草 永田芳男／著 山と渓谷社 4703/N8/1-1

草花 みちくさの名前。　雑草図鑑 吉本由美／著 ＮＨＫ出版 4704/Y14

草花 春の花１００選 熊田達夫／著 山と渓谷社 4721/H12/1-1

草花 日本の野草　春 菅原久夫／著 小学館 4721/S6/1-1

草花 万葉歌とめぐる野歩き植物ガイド　春～初夏 山田隆彦, 山津京子／著
太郎次郎社エディ

タス
4721/Y14/1-1

草花 桜　春を告げる日本の象徴
『現代用語の基礎知識』編集

部／編
自由国民社 4797/J1

草花（子ども向け） 学校のまわりでさがせる植物図鑑　春
平野隆久／写真，近田文弘

／監修
金の星社 470/H5/3-1

草花（子ども向け） 身近な草花「雑草」のヒミツ　知恵としくみで生き残る驚きの強さ
子供の科学編集部／

編，保谷彰彦／著
誠文堂新光社 470/H14

草花（子ども向け） 校庭の雑草観察便利帳　ふしぎが楽しい 岩槻秀明／著 いかだ社 470/I3/2

草花（子ども向け） ぜんぶわかる！タンポポ 岩間史朗／著 ポプラ社 470/I6

草花（子ども向け） さくら　私のスケッチブックから 今井眞利子／文・絵 福音館書店 4701/I8

草花（子ども向け） 雑草図鑑 亀田 龍吉／写真・文 汐文社 470/K13/2

草花（子ども向け） 野の花えほん　春と夏の花 前田まゆみ／作 あすなろ書房 470/M13

草花（子ども向け） タンポポのずかん 小川潔／監修 金の星社 470/O4/2
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キーワード 書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

草花（子ども向け） 野の草花図鑑　名前といわれ　上 杉村昇／著 偕成社 470/S1/1-1

草花（子ども向け） 花の色別道ばたの草花図鑑　１（春～夏編） 杉村昇／写真と文 偕成社 470/S1/2-1

草花（子ども向け） 通学路の草花えほん　四季をみつけよう 大島加奈子／作・絵 ＰＨＰ研究所 J/O248

鳥 野鳥の名前
安部直哉／解説，叶内拓哉

／写真
山と渓谷社 4880/A7

鳥 身近な鳥の図鑑 平野伸明／著 ポプラ社 4880/H10

鳥 ぱっと見わけ観察を楽しむ野鳥図鑑 石田光史／著 ナツメ社 4880/I7

鳥 日本の野鳥 叶内拓哉／写真・解説 山と渓谷社 4880/K9/2-3

鳥
野鳥図鑑　人気のバードウォッチング，日本で見られる身近な野

鳥から絶滅危惧種まで
小宮輝之／著 日東書院 4880/K19

鳥 日本の野鳥　フィールド図鑑
水谷 高英／イラストレーショ

ン，叶内 拓哉／解説
文一総合出版 4880/M4/2

鳥 日本の鳥５５０　水辺の鳥
桐原政志／解説，山形則男，

吉野俊幸／写真
文一総合出版 4880/N12/1-2B

鳥 鳥くんの比べて識別!野鳥図鑑670 永井 真人／著 文一総合出版 4880/N14/1-2

鳥
日本の野鳥識別図鑑　知りたい野鳥が早見チャートですぐわか

る!

中野 泰敬，叶内 拓哉，永井

凱巳／著
誠文堂新光社 4880/N16

鳥 鳥のおもしろ私生活　森の野鳥観察図鑑 ピッキオ／編著 主婦と生活社 4880/P1/1-2

鳥 季節とフィールドから鳥が見つかる　1年で240種の鳥と出会う 中野 泰敬／著 文一総合出版 4881/N3

鳥 鳥さんぽをはじめよう　バードウォッチングでもっと楽しい毎日! 鳥くん／著 主婦の友社 4881/T3

鳥 ツバメのくらし百科 大田眞也／著 弦書房 4889/O1/3

鳥（子ども向け） 鳥 学研教育出版 030/N5/1-6B
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キーワード 書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

鳥（子ども向け） 鳥 川上和人／監修 ポプラ社 030/P3/4-9

鳥（子ども向け） 学校のまわりでさがせる生きもの図鑑　動物・鳥
吉野俊幸，中川雄三／ほか

写真
金の星社 480/G2

鳥（子ども向け） 野山の鳥を観察しよう!　山や森・草原・まちの鳥 飯村 茂樹／著 PHP研究所 488/I7

鳥（子ども向け） 水辺の鳥を観察しよう!　湖や池・河川・海辺の鳥 飯村 茂樹／著 PHP研究所 488/I7/2

鳥（子ども向け） はじめてのバードウォッチング　楽しみながら覚える
松田道生／著，富士鷹なす

び／絵
ほるぷ出版 488/M5

鳥（子ども向け） 鳥の生態図鑑 学研教育出版 488/T7/1-2

鳥（子ども向け） 鳥の自由研究　１　　町のまわりで観察　春夏
吉野俊幸／写真，寒竹孝子

／文，高橋和枝／絵
アリス館 488/Y4/1-1

鳥（子ども向け） 鳥の自由研究　３　　山や海で観察　春夏秋冬
吉野俊幸／写真，寒竹孝子

／文，高橋和枝／絵
アリス館 488/Y4/1-12

昆虫 日本の昆虫生態図鑑 今井 初太郎／著 メイツ出版 4860/I11

昆虫 里山・雑木林の昆虫図鑑　春夏秋冬 今井 初太郎／著 メイツ出版 4860/I11/2

昆虫 ゲッチョ先生の昆虫と自然の描き方教室　初めてでも楽しくできる 盛口 満／絵・文 ナツメ社 4860/M6/2

昆虫 わくわく昆虫記　憧れの虫たち
丸山 宗利／文，山口 進／写

真
講談社 4860/M20/3

昆虫 日本の昆虫　６　　モンシロチョウ 江島正郎／著 文一総合出版 4860/N6/1-6

昆虫 里山の昆虫ハンドブック
日本放送出版協会（ＮＨＫ出

版）／編，新開孝／写真
日本放送出版協会 4860/N16

昆虫 どんどん虫が見つかる本　虫を楽しむ!365日
鈴木 海花／著，尾園 暁／写

真
文一総合出版 4860/S21

昆虫
昆虫のすごい瞬間図鑑　一度は見ておきたい!公園や雑木林で
探せる命の躍動シーン

石井 誠／著 誠文堂新光社 4861/I4/2

昆虫 マキノの庭のミツバチの国 尼川タイサク／著 西日本出版社 4867/A1
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キーワード 書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

昆虫 美しい日本の蝶図鑑 工藤 誠也／著・写真 ナツメ社 4868/K13

昆虫 テントウムシハンドブック 阪本 優介／著 文一総合出版 4866/S7

昆虫（子ども向け） モンシロチョウ 矢島稔／著 あかね書房 400/K1/3-1

昆虫（子ども向け） ミツバチ観察事典
小田英智／構成・文，藤丸篤

夫／写真
偕成社 403/S2/1-4

昆虫（子ども向け） テントウムシ観察記 佐藤信治／著 農山漁村文化協会 480/S17/1-1

昆虫（子ども向け） みいつけた！がっこうのまわりのいきもの　４　てんとうむし
カワハラユキコ／絵，もちつき

かつみ／絵
学研教育出版 480/S22/1-4

昆虫（子ども向け） はじめての飼育　６　モンシロチョウ
東京学芸大学附属小金井小学校生
活科部／指導，本間正樹／文 小峰書店 480/T13/1-6

昆虫（子ども向け） うまれたよ！モンシロチョウ
安田守／写真，小杉みのり／

構成・文
岩崎書店 480/Y4/1-1

昆虫（子ども向け） うまれたよ！テントウムシ
中瀬潤／写真，小杉みのり／

構成・文
岩崎書店 480/Y4/1-4

昆虫（子ども向け） ぜんぶわかる！モンシロチョウ 新開孝／著 ポプラ社 486/S19/5

昆虫（子ども向け） テントウムシがころんだ？
谷本雄治／作，こぐれけんじ

ろう／絵
文渓堂 486/T8/3

昆虫（子ども向け） ミツバチのはなし
ヴォイチェフ・グライコフスキ／

文，ピョトル・ソハ／絵
徳間書店 486/G3

昆虫（子ども向け） ミツバチ　花にあつまる昆虫 藤丸篤夫／著 あかね書房 486/F6/10

昆虫（子ども向け） ニホンミツバチと暮らす 飯田辰彦／文・写真 福音館書店 486/I12

昆虫（子ども向け） ミツバチ 栗林慧／写真 リブリオ出版 486/K10/6

昆虫（子ども向け） てんとうむしみつけた
岡島秀治／ぶん，稲田務／

え
福音館書店 J/I116/3

自然観察 目からウロコの自然観察 唐沢 孝一／著 中央公論新社 4607/K8/2
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キーワード 書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

自然観察 自然観察 〔今泉忠明〕／〔ほか指導〕 学研教育出版 403/P1/2-16

葉っぱのあかちゃん 平野隆久／写真・文 岩崎書店 470/H5/2

はばたけ！ツバメ 孝森まさひで／しゃしんとぶん そうえん社 488/K14/2

はるって、どんなもの？
あさのますみ／作，荒井良二

／絵
小学館 J/A53/74

はるのプレゼント あべはじめ／作／絵 くもん出版 J/A116/21

たんぽぽ
植村利夫／文，網中いづる／

絵
講談社 J/A217/5

チューリップ 荒井 真紀／さく 小学館 J/A251/5

ピクニック
ジョン・バーニンガム／作，谷

川俊太郎／訳
ＢＬ出版 J/B12/46

はるですよふくろうおばさん 長新太／作・絵 講談社 J/C1/180

ごきげんななめのてんとうむし
エリック・カール／さく，もりひさ

し／やく
偕成社 J/C4/49

アンジェリーナのはるまつり
キャサリン・ホラバード／文，ヘ

レン・クレイグ／絵
講談社 J/C59/26

はるかぜさんぽ えがしら みちこ／作 講談社 J/E79/13

はるをさがしにごしょうたい
津谷タズ子／さく，福田岩緒

／え
ＰＨＰ研究所 J/F27/30

うさぎのはる
フライホルト／絵，モルゲン

シュテルン／詩
福武書店 J/F49

めざめのもりのいちだいじ　おおきなクマさんとちいさなヤマネくん ふくざわゆみこ／さく 福音館書店 J/F108/4

はるがきた
ジーン・ジオン／文，マーガ

レット・ブロイ・グレアム／絵
主婦の友社 J/G1/20

★春を感じるおはなしの本
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キーワード 書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

春（はる） 五味太郎／作 絵本館 J/G16/123

はるはゆらゆら 五味太郎／作 小学館 J/G16/163

なのはなみつけた ごんもりなつこ／さく 福音館書店 J/G147/3

たんぽぽのこと
竹内敏晴／文，長谷川集平

／文と絵
温羅書房 J/H24/19

ぽとんぽとんはなんのおと
神沢利子／さく，平山英三／

え
福音館書店 J/H26/8

いちばんすてきなひ　はなはなみんみのはる
わたりむつこ／文，本庄ひさ子／

絵
リブリオ出版 J/H124/2

たんぽぽでんしゃ ひろかわさえこ／作・絵 ひさかたチャイルド J/H147/43

たんぽぽのサラダ
いわさきちひろ／絵，立原えり

か／文
講談社 J/I1/26-1

１４ひきのぴくにっく いわむらかずお／さく 童心社 J/I5/44

ふうとはなとたんぽぽ いわむらかずお／さく 童心社 J/I5/88

でてこいちゅーりっぷ いもとようこ／さく・え 金の星社 J/I19/12-3

ゆうきをだして！
くすのきしげのり／原作，いもと

ようこ／文・絵
佼成出版社 J/I19/153

春のうたがきこえる 市川里美／作 偕成社 J/I23/2

あのね
さえぐさ ひろこ／作，入山 さと

し／絵
鈴木出版 J/I95/15

こぶたのブルトンはるはおはなみ
中川ひろたか／作，市居みか

／絵
アリス館 J/I178/5

ふたりはともだち アーノルド・ローベル／作 文化出版局 J/L5/17

おなべおなべにえたかな？ こいでやすこ／さく 福音館書店 J/K19/20
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たんぽぽ 甲斐信枝／作・絵 金の星社 J/K57/3

ちょうちょはやくこないかな 甲斐信枝／さく 福音館書店 J/K57/15

つくし 甲斐信枝／作・絵 福音館書店 J/K57/16

はじめまして 近藤薫美子／作・絵 偕成社 J/K112/23

たまごのなかで　春の詩
こわせ・たまみ／編，おのちよ

／絵
あすなろ書房 J/K184/1-1

はるをさがしに
久保秀一／写真，七尾純／

文
偕成社 J/K242/8

ほわほわさくら 東直子／さく，木内達朗／え くもん出版 J/K347/4

だって春だもん 小寺卓矢／写真・文 アリス館 J/K533/2

はるのものみんな
舟崎靖子／ぶん，宮本忠夫

／え
小峰書店 J/M12/23

はるのやまはザワザワ 村上康成／作・絵 徳間書店 J/M143/52

たんぽぽヘリコプター
まど・みちお／詩，南塚直子

／絵
小峰書店 J/M180/11

やさしいたんぽぽ
安房 直子／ぶん，南塚 直子

／え
小峰書店 J/M180/23

はるねこ
かんのゆうこ／文，松成真理

子／絵
講談社 J/M394/20

おはなみ
くすのきしげのり／さく，まるや

まあやこ／え
あかね書房 J/M580/4

なのはなごうしゅっぱつしんこう!
尾崎 美紀／作，まるやま あ

やこ／絵
ひさかたチャイルド J/M580/9

はるかぜさんといっしょに にしまきかやこ／えとぶん こぐま社 J/N4/15

ちょうちょうひらひら
まど・みちお／文，にしまきか

やこ／絵
フレーべル館 J/N4/18

11



キーワード 書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

はははるだよ
与田準一／詩，西巻茅子／

絵
金の星社 J/N4/26

はるだはるだよ！１０ぴきのかえる
間所ひさこ／さく，仲川道子／

え
ＰＨＰ研究所 J/N59/27

ちょうちょのしろちゃん
高家博成／さく，仲川道子／

さく
童心社 J/N59/42

はるかぜのホネホネさん にしむらあつこ／さく・え 福音館書店 J/N179/7

もういいかい 中野真典／作 ＢＬ出版 J/N266/3

はるかぜとぷう 小野かおる／さく／え 福音館書店 J/O6/31

あるひはるがきていました 小渕もも／著 アリス館 J/O109/3

ぼく、まってるから
正岡慧子／作，おぐらひろか

ず／絵
フレーベル館 J/O128/11

はなをくんくん
ルース・クラウス／ぶん，マー

ク・サイモント／え
福音館書店 J/S25/3

たんぽぽさいた 小川潔／文，加藤新／絵 新日本出版社 J/S78/1-2

ほんとさいこうの日 レイン・スミス／作 BL出版 J/S233/17

はるのおとがきこえるよ
マリオン・デーン・バウアー／

文，ジョン・シェリー／絵
ブロンズ新社 J/S251/5

イーストンと春の風
巣山 ひろみ／文，佐竹 美保

／絵
出版ワークス J/S276/6

おままごと 砂山恵美子／作 こぐま社 J/S576/2

あ、はるだね
ジュリー・フォリアーノ／文，エ

リン・Ｅ．ステッド／絵
講談社 J/S589/5

はらっぱららら 鈴木 智子／作 アリス館 J/S683

たんぽぽふわり
須田貢正／文，津田櫓冬／

絵
ほるぷ出版 J/T17/22
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はるのともだち 山本まつ子／ぶん・え 新日本出版社 J/Y12/27

はるかぜのたいこ　くまのがっきやさん 安房直子／作，葉祥明／絵 金の星社 J/Y20/3

はるまでまってごらん
ジョイス・デュンバー／文，

スーザン・バーレイ／絵
ほるぷ出版 J/V14/9

うさぎのおうち
マーガレット・ワイズ・ブラウン／

ぶん，ガース・ウィリアムズ／え
ほるぷ出版 J/W1/19
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