
書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

自然あそび いっしょにあそぼ草あそび花あそび　秋冬編 佐藤 邦昭／著 かもがわ出版 38450/S12/1-1

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

子どもと一緒に覚えたい野鳥の名前 山崎 宏／監修 マイルスタッフ 4881/Y3

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

草花遊び図鑑 小林正明／著 全国農村教育協会 7819/K8

ふれあいしぜん図鑑　秋 横山洋子／監修
学研教育出版　学研

マーケティング
403/F1/3-3

しぜんかんさつずかん　見わける!調べる!　秋 おくやま ひさし／写真・文 ポプラ社 407/O2/2-3

せんせい！これなあに？　なまえしらべずかん　３(木の実・草の

実)

亀田龍吉／写真，有沢重雄

／構成・文
偕成社 460/S12

秋をみつけた 海野和男／写真・文 新日本出版社 460/U2/1-3

落ち葉
平山和子／文と絵，平山英三

／構成と写真
福音館書店 470/H9/2

紅葉・落ち葉・冬芽の大研究　さまざまな色と形，葉のひみつをさ

ぐろう！

飯村茂樹／写真，岡崎務／

文
ＰＨＰ研究所 470/I5

木のなまえノート　知ってそうなの？会えてなるほど いわさゆうこ／作 文化出版局 470/I7/2

　    　子育て支援コーナー第53回企画展示

　　「親子で秋を楽しく過ごす本」図書リスト
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 　展示期間：令和2年9月1日（火）～11月29日（日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  編集・作成：香川県立図書館 子育て支援担当

★屋外での遊びに役立つ本
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書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

自然あそび きのこの絵本　ちいさな森のいのち 小林路子／文と絵 ハッピーオウル社 470/Ｋ3/2

どんぐりむし
藤丸篤夫／しゃしん，有沢重

雄／ぶん
そうえん社 486/F6/2

まつぼっくりノート　ひろってふしぎつくってたのしい いわさゆうこ／作 文化出版局 650/I2/2

すぐできる＊しぜん体験ゲーム　フィールドワークに役立つ　秋 江川多喜雄／監修 学習研究社 780/E4/1-3

はじめてのくさばなあそび グループ・コロンブス／著 のら書店 780/G3/2

かこさとしあそびずかん　あきのまき かこさとし／文・絵 小峰書店 780/K4/4-2

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

どんぐりころころ大図鑑　見分け方がよくわかる，大きさ、形、いろ

いろ

飯村茂樹／写真，岡崎務／

文
ＰＨＰ研究所 650/O7

アウトドア 本物の学力・人間力がつく尾木ママ流自然教育論 尾木 直樹／著 山と溪谷社 37990/O6/10

アウトドア育脳のすすめ　脳科学者が教える!子どもを賢く育てるヒ

ント
瀧 靖之／著 山と溪谷社 37990/T82/2

親子でアウトドア！　自然あそびへ出かけませんか？ 枻出版 7863/O5

親子でアウトドア!　vol.2 枻出版 7863/O5/1-2

家族・親子アウトドア・キャンプ入門　初心者でも安心なキャンプ

のコツがいっぱい
赤井 賢一／監修 滋慶出版 7860/A5

子どもと楽しむ外遊び　幼児から小学校低学年までの 長谷部 雅一／監修 地球丸 7860/H9/2

楽しい川遊び　源流から河口まで川をとことん楽しむ方法 伊藤 匠／監修 地球丸 7860/I5

生き物としての力を取り戻す50の自然体験　身近な野あそびか

ら森で生きる方法まで
Surface & Architecture／編 オライリー・ジャパン 7860/S13
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書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

アウトドア 子どもと楽しむ！親子のアウトドア遊び　パパ！ママ！教えて！ 手塚一弘／著 メイツ出版 7860/T13

THE GLAMPING STYLE YURIEの週末ソトアソビ yuriexx67／著 KADOKAWA 7860/Y7

親子でキャンプ!　for OUTDOOR BEGINNING FAMILY 枻出版社 7863/E1

オートキャンプパーフェクトマニュアル　ビギナーでもうまくいく快適

キャンプの基本＆実用ノウハウ
太田潤／著 大泉書店 7863/O3/3

オートキャンプを楽しむ 沖田雅生／編・著 地球丸 7863/O6

自然体験学習に役立つアウトドアガイド　１（外へとびだせ！アウト

ドアたんけんガイド）
下城民夫／監修 教育画劇 780/S38/1-1

自然体験学習に役立つアウトドアガイド　２（やってみよう！アウトド

アあそび　）
下城民夫／監修 教育画劇 780/S38/1-2

子どもと楽しむ！週末の冒険 Ａ－Ｗｏｒｋｓ／編 Ａ－Ｗｏｒｋｓ 2910/A31

ネイチャーエデュケーション　身近な公園で子どもを夢中にさせる

自然教育
長谷部雅一／著 みくに出版 7860/H9

外あそび＆外ごはんをはじめよう
ＮＡＴＵＲＥ　ＬＥＳＳＯＮ　ＢＯＯ
Ｋ　ｎｏｙａｍａ／著

文藝春秋 7860/N10

ぼうけん図鑑　自然の中を歩こうキャンプをしよう自然を感じよう

危険にそなえよう
ホールアース自然学校／監
修

ＰＨＰ研究所 780/H14

アウトドア（料理）
手作り燻製ハンドブック　週末にベランダで、アウトドアで、絶品レ

シピ
燻製道士／著 世界文化社 5963/K40

野外料理超入門　アウトドアの楽しみがさらに広がる超簡単料理

レシピ集
黒澤進／監修 地球丸 5964/K37

お手軽アウトドア燻製レシピ 小雀 陣二／著 枻出版社 5964/K38

ザ・バーベキュー・ブック　プレミアムなアウトドアレシピ みなくち なほこ／[著] マリン企画 5964/M15/2

親子で楽しむアウトドア料理　手軽でおいしい！ 太田潤／著 ＰＨＰ研究所 5964/O1/4
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書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

アウトドア（料理） 太田潤のアウトドア料理１００　自慢のメニューを厳選，決定版！ 太田潤／著 主婦の友社 5964/O1/5

アウトドアクッキング２２０メニュー 太田潤／著 大泉書店 5964/O1/6

野遊びクッキングガイド　１年各週・フィールド別 大海淳／著 農山漁村文化協会 5964/O5

なりたいな、料理の名人　９（わいわいつくるアウトドアメニュー）
服部幸応，服部津貴子／監
修・著

岩崎書店 590/H9/1-9

アウトドアクッキング 熊沢正子／著 大月書店 590/K8

かんたんアウトドア・クッキング　小学生のおもしろ野外料理 ほるぷ出版 590/K11

自然体験学習に役立つアウトドアガイド　３（つくろう！おいしいアウ

トドアごはん！）
下城民夫／監修 教育画劇 780/S38/1-3

釣り はじめてでも釣れる！かんたん釣り入門 ダイワ精工株式会社／著 西東社 7871/D3

超図説はじめての海釣り　ファミリーもビギナーも楽しめる!手軽で

安全、すぐ釣れる!
学研プラス 7871/G6

手軽＆低予算ではじめるソルトルアー超入門 ケイエス企画 7871/K22/3

堤防釣り　釣り経験なしでもわかる，ルアー釣り&エサ釣り 釣りの

基本常識から学べる
ケイエス企画 7871/K27/2

いますぐ使える海釣り図解手引　釣り名人直伝の基本&コツ 西野 弘章／監修 大泉書店 7871/N15/2

よくわかるはじめての川釣り　釣れる魚は多彩!，人気の22種を魚

別に徹底解説
大山 俊治／著 金園社 7871/O13/3

超かんたん！家族・親子つり入門　はじめてのつり道具は、２００

０円で揃えました！
上田歩／著 土屋書店 7871/U7/2

海釣り仕掛け　堤防釣り入門 ケイエス企画 7871/U9

いっぱい釣れる！キミも「釣り名人」になれる本 カルチャーランド／著 メイツ出版 780/C4
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書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

釣り 海づり入門 古舘明廣／著 岩崎書店 780/F6

川づり入門 古舘明廣／著 岩崎書店 780/F6/2

つった魚（さかな）を調べる図鑑 前川利夫／著 金の星社 780/Y8/1-10

海づりにチャレンジ！ 千坂隆男／著 金の星社 780/Y8/2-1

川づりにチャレンジ！　川・湖・沼 藤谷立自，菱田清和／著 金の星社 780/Y8/2-2

ルアーにチャレンジ！ 小林道正／著 金の星社 780/Y8/2-3

トレッキング ４歳からはじめる親子トレッキング 関良一／著 旬報社 7861/S24

登山 はじめよう親子登山 戸高雅史／著 山と溪谷社 7860/T22

子どもと楽しむ山歩き 上田泰正，安藤啓一／著 山と溪谷社 7861/U5

キャンプ 母と子のためのハイキング&キャンプ 東 麻吏／編・著 地球丸 7860/H10

子どもと一生の思い出をつくる星空キャンプの教科書　星の降る

絶景キャンプ場25スポット+α
G.B. 7863/G2

いちばんやさしいキャンプ入門 長谷部 雅一／監修 新星出版社 7863/H2

基本がわかる!キャンプレッスンブック TBパブリッシング 7863/K9

キャンプでやってみる子どもサバイバル　生きる力を育む 川口 拓／著
ベースボール・マガジ

ン社
7863/K10

オートキャンプを楽しむ　仲間や家族と快適に野外で過ごす道具

選びの超基本と実践テクニック満載
沖田雅生／編・著 地球丸 7863/O6

キャンプで子育て スノーピーク／監修 マガジンハウス 7863/S8

5



書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

お弁当 食物アレルギーお弁当のABC
有田 孝司，高松 伸枝，近藤
さおり／編著

第一出版 4939/A32

“ひと工夫”でテーブルがときめく持ちよりレシピ 三溝清美／著 ＳＢクリエイティブ 5960/M73

日本料理店のお弁当　仕出しや折詰ならではの技術と心づかい 平井和光，結野安雄／著 柴田書店 5962/H41

「人気の弁当料理」大全　弁当づくりの調理便利帳 大田 忠道／著 旭屋出版 5962/O45

季節のお出かけ＆持ちより弁当 藤井恵／著 講談社 5964/F4/7

現役ママとっておき！おとな弁当＆こども弁当　同じ食材で作れ

るおかずレシピ満載！
〔川越子育てネットワーク〕／
〔レシピ協力〕

辰巳出版 5964/G7

青空ピクニック弁当　晴れたらお弁当を持って出かけよう，まいに

ちお弁当日和
長谷川りえ／〔レシピ考案・調
理〕

イカロス出 5964/H12/2

akinoichigoの冷めてもおいしい感激弁当160 稲熊 由夏／著 大和書房 5964/I13/10

akinoichigoの子どもがよろこぶキャラのおべんとう 稲熊 由夏／著 学研プラス 5964/I13/11

ニッポン弁当 猪本典子／著 平凡社 5964/I20

すぐ作れる!人気のおべんとう400 検見崎 聡美／著 学研プラス 5964/K10/5

ごはんがおいしい!!シンプルお弁当　京都「宮川町水簾」料理長

河島亮直伝の42品
河島 亮／著 光文社 5964/K39

重ねればおいしい！ミルフィーユ弁当 武蔵裕子／著 新星出版社 5964/M13/4

わたしたちの「お弁当」　人気インスタグラマーの使えるおかずレ

シピ&効率UPのアイデア
わたしたちの編集部／編集 マイナビ出版 5964/M29

分とく山・野崎洋光の常備菜でつくる和のお弁当　手軽に本格派

お弁当のおかずとアイディア決定版
野崎洋光／著 世界文化社 5964/N6/2

★行楽弁当や旬の食べ物のレシピ本
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書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

お弁当
野上優佳子のお弁当おかずの方程式　食材×味つけマニュア

ル
野上 優佳子／著 ワニブックス 5964/N21

満腹！お楽しみ弁当　ひとりでもみんなでも、ふたを開けてびっく

り！サプライズ弁当
大庭英子／著 文化学園文化出版局 5964/O10/3

お弁当教本 坂田 阿希子／著 東京書籍 5964/S15/4

忙しいママでも作れる子どもが喜ぶお弁当 阪下 千恵／著，まちとこ／編 日東書院本社 5964/S32/1-2

パパッと！運動会＆行楽べんとうベストレシピ１１５ 主婦の友社 5964/S18/10

野菜のごちそう弁当 坂本 ちなみ／著 KADOKAWA 5964/S44

みんなのお弁当暮らし日記　こんなの食べたい!作ってあげたい! SE編集部／編 翔泳社 5964/S43

カップデリ　持ちよりパーティやお弁当に 信太 康代／著 誠文堂新光社 5964/S45

顔弁　フタを開けたら、元気になる，ＳＭＩＬＥ　ＦＯＲ　ＭＥ たいらあやの／〔著〕 オーバーラップ 5964/T25

また作ってと喜ばれるお弁当のとっておきおかず 堤人美／〔ほか著〕 家の光協会 5964/T26

カレ、家族、友だち、大切な人につくるわたしのおべんと帖 徳永 奈都子／著 マイナビ出版 5964/T28

のほほん曲げわっぱ弁当 yasuyo／著 誠文堂新光社 5964/Y16

現役ママとっておき！おとな弁当＆こども弁当
〔川越子育てネットワーク〕／
〔レシピ協力〕

辰巳出版 5964/G7

ジョエル・ロブションのおいしいおべんとう ジョエル・ロブション／著 ＡＴパブリケーション 5964/R2

弁当パフォーマーまさきちの弁当ごよみ十二カ月 よりのまさみ／著 文藝春秋 5964/Y13
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書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

お弁当
おくむらあやおふるさとの伝承料理　１０（ワイワイみんなでおべん

とう）
奥村彪生／文 農山漁村文化協会 380/O10/1-10

おべんとうをつくろう！
碧海酉癸／[ほか］文，落合稜
子，田中恒子／絵

復刊ドットコム 590/A1/2-3

お弁当
坂本廣子／著，まつもときなこ
／絵

少年写真新聞社 590/A5/4-2

かんたんでおいしい！魔法のクッキングＢＯＯＫ　４ 楽しくつくろ

う！おべんとう
枝元なほみ／著 ポプラ社 590/E2/3-4

にっこり!キュートなおべんとう Goma／作 あかね書房 590/G3/1-2

かわいくつくっちゃおう!かんたんクッキング12か月　5（9月&10月

お月見とハロウィン）
トモコ=ガルシア／作 岩崎書店 590/G1-2-5

なりたいな、料理の名人　２（たのしいなおべんとう）
服部幸応，服部津貴子／監
修・著

岩崎書店 590/H9/1-2

つくってみよう!WASHOKU BENTO　[1]～[3] こどもくらぶ／編 六耀社 590/H17/1-1～3

ポリ袋で作るお弁当　カンタンなのにかわいい★　秋・冬 川平秀一，川平稔己／著 理論社 590/K29/1-2

わくわくおべんとう　はじめて絵本
おおでゆかこ／絵，福田淳子
／レシピ・監修

河出書房新社 590/O20/4

旬の食材を使ったレシピ 旬の和ごはん12カ月　毎日のご飯づくりが楽しくなる! 荒木 典子／著 講談社 5960/A48

下ごしらえおかず　そのまま食べておいしい。アレンジも自在。 藤井恵／著 扶桑社 5960/F21/9

飛田和緒のおかずスナップ。　春夏秋冬季節の「おいしい」と家

族の笑顔がいっぱい。
飛田和緒／著 主婦の友社 5960/H27/5

毎日のおかず教室　ふだんのごはんも、ちょっといい日のごちそう

も
平岡 淳子／著 ナツメ社 5960/H62/2

今日、なに食べたい？　Ｋｏｈ　Ｋｅｎｔｅｔｓｕ　Ｏｒｄｉｎａｒｙ　８４　Ｒｅｃ
ｉ
ｐｅｓ

コウケンテツ／著 新潮社 5960/K103/5

里山ライフのごちそう帖 長野修平／著 実業之日本社 5960/N66
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書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

旬の食材を使ったレシピ 心のごちそう帖お寺ごはん 野々部 利弘／著 アスコム 5960/N92

子どもと楽しむ季節のスープ　あついスープはあついうちに、つめ
たいスープはつめたい
うちに

東條 真千子／[著] 今井出版 5960/T56/4

いつでもサラダ　すぐに作れる。作りおきできる。毎日手軽に野菜

どっさりおかずサラダ１４０品
学研パブリッシング 5962/G19

ＨＯＭＥＭＡＤＥ　Ｐｉｚｚａ　美味しい生地、野菜いっぱいピザレシピ 樋口正樹／著 グラフィック社 5962/H35/2

旬を味わう魚介のイタリアン 柏木絵美／〔ほか］著 ナツメ社 5962/K97

いま伝えたい和食　とっておき107レシピ 野口 日出子／著 河出書房新社 5962/N56

子どもがつくる旬の料理　素材を感じる「食育」レシピ　２（秋・冬） 坂本廣子／著 クレヨンハウス 5962/S47/1-2

にっぽんの子ども食　62品の季節のレシピつき 沙和花／著 草土出版 5962/S88

旬がおいしい台所　いいことだらけの旬野菜で、今日なに作ろう。 井上 裕美子／著 ワニブックス 5963/I39

魚焼きグリルで野菜が美味しい　焼きっぱなし食堂へようこそ 武蔵裕子／著 ブックマン社 5963/M30

旬を楽しむ地魚料理の本 野村 祐三／著 講談社 5963/N21/3-2

季節の野菜を味わう漬け物と常備菜　和食の名脇役 手づくり漬け物の会／編 家の光協会 5963/T33

魚さばき方事典　５５魚介，料理１６２品 学研パブリッシング 5963/U14

家族のきずなを深める四季の行事レシピ
まさとみようこ，滝井ひかる／
監修

双葉社 5964/M25

やさいおやつやさいごはん 植松良枝／著 ポプラ社 5964/U3

コブラーとクランブル　パイより簡単！果物たっぷりの焼き菓子 原亜樹子／著
パルコエンタテインメ

ント事業部
5966/H16
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旬の食材を使ったレシピ 作ってあげたいやさしい手作りお菓子 飯塚有紀子／著 主婦の友社 5966/I28

おうちで簡単！フルーツスイーツレシピ　タカノフルーツパーラー

直伝
タカノフルーツパーラー／著 小学館 5966/T28

子どもが喜ぶ自然派おやつ　簡単!安心! 脇 雅世／著 主婦の友社 5966/W5/4

おだんごカフェの卵・乳製品をつかわないオーブンいらずの簡単

お菓子
山本路子（みるまゆ）／著 マーブルトロン 5966/Y16/2

子どもと作れる12か月のパン　発酵は冷蔵庫におまかせ! 吉永 麻衣子／著 新潮社 5966/Y28/5

おやこの薬膳ごはん　季節のからだを整える 山田 奈美／著 クレヨンハウス 5993/Y5/2

きせつの行事りょうり　キッズレシピ 小学館 590/K16

野菜で食育！おいしいスイーツ　３（秋野菜でつくるお菓子） 柿沢安耶／監修・著 岩崎書店 590/K24/1-3

こどもの休日クッキングシリーズ　1（季節の野菜がおいしいかんた

んクッキング）
赤堀料理学園／監修著 日東書院本社 590/K33/1-1

くだもの・野菜のスイーツ 宮沢うらら／著 汐文社 590/M13/3-3

おイモのひみつ　たのしい料理と実験
小竹千香子／著，永井泰子
／絵

さ・え・ら書房 590/O2/5

秋のスイーツ　おしゃれでおいしい！季節の手作りスイーツ 大森いく子／著 金の星社 590/O19/2-3

とっておきの日のスイーツ　バレンタインデー＆バースデー，お

しゃれでおいしい！季節の手作りスイーツ
大森いく子／著 金の星社 590/O19/2-5

かんたんハッピースイーツ　かわいい！おいしい！ 大森いく子／著 金の星社 590/O19/3

おだんご先生のおいしい！手づくり和菓子　秋
芝崎本実／著，二木ちかこ／
絵

童心社 590/S26/1-3

ごちそう村だより　秋の料理 土田義晴／著 小峰書店 590/T9/2
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どんぐりにんじゃ 浅沼とおる／作・絵 鈴木出版 J/A39/11

ドングリさがして
ドン・フリーマン／作，ロイ・フ
リーマン／作

ＢＬ出版 J/F12/23

どんぐり エドワード・ギブス／作 光村教育図書 J/G187/2

どんぐりないよ
間部 香代／作，ひろかわ さ
えこ／絵

鈴木出版 J/H147/47

チャレンジ！どんぐりクッキー
平田昌広／ぶん，平田景／
え

大日本図書 J/H324/4

ふたごのどんぐり
上野与志／作，いしいつとむ
／絵

文研出版 J/I82/22

山のごちそうどんぐりの木
ゆのきようこ／文，川上和生
／絵

理論社 J/K510

どんぐり こが ようこ／ぶん・え 大日本図書 J/K666/4

どんぐりみーつけた
澄川嘉彦／ぶん，大庭賢哉
／え

福音館書店 J/O260

たったひとつのドングリが　すべてのいのちをつなぐ
ダム・シェーファー／ぶん，フ
ラン・プレストン=ガノン／え

評論社 J/P163

どんぐりころちゃん 正高 もとこ／作・絵 鈴木出版 J/M469/4

どんぐりころころ　おやまへかえるだいさくせん スギヤマカナヨ／作・絵 赤ちゃんとママ社 J/S331/23

とんでけかぼちゃ あきやまただし／作・絵 ひさかたチャイルド J/A127/31

かぼちゃスープ ヘレン・クーパー／さく アスラン書房 J/C69/2

こしょうできまり　かぼちゃスープ ヘレン・クーパー／さく アスラン書房 J/C69/4

★秋の行事や食べ物がテーマの絵本
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とびきりおいしいスープができた！　かぼちゃスープのおはなし ヘレン・クーパー／さく アスラン書房 J/C69/5

ポポくんのかぼちゃカレー
ａｃｃｏｔｏｔｏふくだとしお＋あき
こ／〔作〕

ＰＨＰ研究所 J/F84/24

１４ひきのかぼちゃ いわむらかずお／さく 童心社 J/I5/67

どででんかぼちゃ いわさ ゆうこ／さく 童心社 J/I97/8

カボチャのなかにたねいくつ？
マーガレット・マクナマラ／作，
Ｇ．ブライアン・カラス／絵

フレーベル館 J/K375/19

ぼくのかぼちゃ かもがわしの／作 こぐま社 J/K565

はしれ！カボチャ　ポルトガルのむかしばなし
エバ・メフト／文，アンドレ・レトリ
ア／絵

小学館 J/L153

おおきなかぼちゃ
エリカ・シルバーマン／作，Ｓ．
Ｄ．シンドラー／絵

主婦の友社 J/S316/7

おいもができた 〔榎本功〕／〔写真撮影〕 ひさかたチャイルド J/E63/6

おもいおいも
木坂 涼／作，どう なつみ／
絵

教育画劇 J/D188

ゴマとキナコのおいもほり ほそいさつき／〔作〕 ＰＨＰ研究所 J/H414

ねずみのいもほり
山下明生／作，岩村和朗／
絵

ひさかたチャイルド J/I5/39

おいもほり
中村美佐子／作，いもとようこ
／絵

ひかりのくに J/I19/158

いもほりコロッケ
おだしんいちろう／文，こばよう
こ／絵

講談社 J/K511/7

モリくんのおいもカー かんべあやこ／作 くもん出版 J/K602

いもいもおいも
リオネル・ル・ヌウアニック／さ
く

ブロンズ新社 J/L100/3
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さつまのおいも
中川ひろたか／文，村上康成
／絵

童心社 J/M143/22

やきいもの日 村上康成／作・絵 徳間書店 J/M143/87

おいも!
石津 ちひろ／文，村上 康成
／絵

小峰書店 J/M143/134

いもいもほりほり 西村敏雄／作 講談社 J/N256/18

おいもさんがね… とよたかずひこ／さく・え 童心社 J/T125/68

いもほりくろくま たかい よしかず／さく・え くもん出版 J/T314/13

もみじのてがみ きくち ちき／作・絵 小峰書店 J/A614/15

あかいはっぱきいろいはっぱ
ロイス・エイラト／さく，阿部日
奈子／やく

福音館書店 J/E35/6

もりのかくれんぼう 末吉暁子／作，林明子／絵 偕成社 J/H36/4

さわさわもみじ 東直子／さく，木内達朗／え くもん出版 J/K347/9

もりのおふろやさん とよたかずひこ／さく・え ひさかたチャイルド J/T125/60

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

理論社 J/T213/8

あきねこ
かんのゆうこ／文，たなか鮎
子／絵

講談社 J/T313/7

あきですよ　四季のえほん
柴田晋吾／さく，津田真帆／
え

金の星社 J/T338/3

パンやのろくちゃんだからね 長谷川義史／作 小学館 J/H282/63

１４ひきのやまいも いわむらかずお／さく 童心社 J/I5/38
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１4のあきまつり いわむらかずお／さく 童心社 J/I5/59

１４ひきのおつきみ いわむらかずお／さく 童心社 J/I5/50

おつきみピクニック いちかわなつこ／作 ほるぷ出版 J/I190/11

おつきみ
あまん きみこ／作，黒井 健
／絵

ひさかたチャイルド J/K50/135

１０ぴきのかえるのおつきみ
間所ひさこ／さく，仲川道子／
え

ＰＨＰ研究所 J/N59/63

だんごたべたいおつきさま
すとう あさえ／ぶん，中谷 靖
彦／え

ほるぷ出版 J/N229/8

つきがいちばんちかづくよる 竹下文子／作，植田真／絵 岩崎書店 J/U70/7

たぬきのおつきみ
内田麟太郎／作，山本孝／
絵

岩崎書店 J/Y183/3

おべんともって 森山京／文，片山健／絵 偕成社 J/K129/41

あきにであったおともだち 亀岡亜希子／作・絵 文渓堂 J/K432/5

干し柿 西村豊／写真・文 あかね書房 J/N251

ざぼんじいさんのかきのき
すとうあさえ／文，織茂恭子
／絵

岩崎書店 J/O18/42

とてもおおきなサンマのひらき 岡田よしたか／作 ブロンズ新社 J/O259/4

めぐろのさんま 川端誠／〔作〕 クレヨンハウス J/K182/46

くりくりくりひろい
沢口たまみ／ぶん，サイトウマ
サミツ／え

福音館書店 J/S470/3
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