
書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

伝統行事に詳しくなる本
（大人向け） 三六五日を豊かに。暮らしに役立つ冠婚葬祭・年中行事 土屋書店編集部／編 滋慶出版 38500/T4

赤ちゃん・子どものお祝いごとと季節のイベント　しきたりから最新

事情までがすべてわかる！
岩下宣子／監修 河出書房新社 38520/I2

赤ちゃん・子どもの祝いごと歳時記
伊藤美樹／絵，

生活たのしみ隊／編
成美堂出版 38520/I3

家族で楽しむ子どものお祝いごとと季節の行事 新谷尚紀／監修 日本文芸社 38520/S7

暮らしのしきたり十二か月　うつくしい日本の歳時と年中行事 神宮館編集部／編 神宮館 38610/J2

しきたり　折々の作法をたのしむ
『現代用語の基礎知識』

編集部／編
自由国民社 38610/J3

家族で楽しむ歳時記・にほんの行事 近藤珠實／監修 池田書店 38610/K7

日本の暦と生きるていねいな暮らし 康 光岐／著 あさ出版 38610/K21

食で知ろう季節の行事　親子で楽しむものしりｂｏｏｋ 高橋司／著 長崎出版 38610/T7/2

日本の神様と楽しく生きる　日々ご利益とともに 平藤 喜久子／著 東邦出版 38700/H18

伝統行事に詳しくなる本
（子ども向け） 季節を知る・遊ぶ・感じる　全１２巻（１月～１２月） 長谷川康男／監修 ＰＨＰ研究所 030/H2/1-1～12

１２か月の絵図鑑　季節を知る・遊ぶ・感じる 長谷川康男／監修 ＰＨＰ研究所 030/H2/3

　    　子育て支援コーナー第54回企画展示

　　「知って楽しむ！伝統行事の本」図書リスト
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 　展示期間：令和2年12月8日（火）～令和3年3月7日（日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  編集・作成：香川県立図書館 子育て支援担当

★伝統行事を知ろう！
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書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

伝統行事に詳しくなる本
（子ども向け）

二十四節気と七十二候　美しい日本の季節と衣・食・住

全４巻（春・夏・秋・冬）
坂東眞理子／監修 教育画劇 380/B5/1-1～４

日本の伝統文化和食　４（和食と伝統行事） 江原絢子／監修 学研教育出版 380/E3/1-4

こどものこよみしんぶん
内田 かずひろ／絵，グルー
プ・コロンブス／構成・文

文化学園文化出版局 380/G7/2

おはなしぎょうじのえほん　全４巻（春・夏・秋・冬）
堀切リエ／文，
石井勉／［ほか］絵

子どもの未来社 380/H15/1-1～４

再発見！くらしのなかの伝統文化　５（行事と日本人） 市川寛明／監修 ポプラ社 380/I4/1-5

かこさとしこどもの行事しぜんと生活　１月～１２月 かこさとし／文・絵 小峰書店 380/K1/3-1

こどもきせつのぎょうじ絵じてん 三省堂編修所／編 三省堂 380/Ｋ16/1-3

江戸の子ども行事とあそび１２か月 菊地ひと美／〔著〕 偕成社 380/K27/2

伝統行事
神崎 宣武／監修，
こどもくらぶ／編

丸善出版 380/K47

しめかざり 森須磨子／文・絵 福音館書店 380/M15/2

日本の祭り大図鑑　みたい！しりたい！しらべたい！　１

＜お正月＞
松尾恒一／監修・著 ミネルヴァ書房 380/M23/1-1

日本の祭り大図鑑　みたい！しりたい！しらべたい！　２

＜お盆＞
松尾恒一／監修・著 ミネルヴァ書房 380/M23/1-2

日本の祭り大図鑑　みたい！しりたい！しらべたい！　３

＜節分＞
松尾恒一／監修・著 ミネルヴァ書房 380/M23/1-3

昔のくらしと道具　５（祭りと行事と道具）
大角修／文，
大島建彦／監修

小峰書店 380/O13/1-5

はじめての行事えほん
小川 直之／監修，

竹永 絵里／絵

パイインターナショナ

ル
380/O16
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書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

伝統行事に詳しくなる本
（子ども向け） 「和」の行事えほん　１（春と夏の巻） 高野紀子／作 あすなろ書房 380/T17/1-1

「和」の行事えほん　２（秋と冬の巻） 高野紀子／作 あすなろ書房 380/T17/1-2

春夏秋冬の行事と食べもの たかいひろこ／著 ポプラ社 380/T22/2

道具からみる昔のくらしと子どもたち　4（年中行事） 須藤 功／編 農山漁村文化協会 380/S24/1-4

しばわんこと楽しく学ぼう和のせいかつ 川浦 良枝／絵と文 白泉社 590/Ｋ34

きせつとぎょうじのえほん わらべきみか／絵 ひさかたチャイルド J/W28/40

行事食を作ろう！
（大人向け）

子どもに伝える行事食　アイデア、笑顔わくわくレシピ集 食べもの文化編集部／編 芽ばえ社 37614/M7/3

歳時記おしながき　絵で楽しむ、四季を味わう 平野 恵理子／著 学研プラス 38380/H26/2

赤ちゃん・子どものお祝いごとがわかる本
八木佳奈／料理，今井夏子
／絵，三浦康子／監修

朝日新聞出版 38520/Y3

子どもといっしょが楽しいおうち歳時記　にっぽんの四季の行事

12か月
季節の遊びを楽しむ会／著 メイツ出版 38610/K12/2

子どもと楽しむにっぽんの歳時記　食と手作り１２か月 主婦と生活社 38610/K20

12月31日でも作れるおせちと正月の簡単つくりおき 平岡 淳子／[著] 枻出版社 5964/H14/2

娘に伝えたいおせち料理と季節のごちそう 本田明子／著 講談社 5964/H16

簡単なのにきちんと作れるおせち料理 井澤由美子／料理 成美堂出版 5964/I10/3

箱詰めもてなしレシピ　持ち寄り、差し入れ、おもてなし、お弁当、

ピクニック、おせちまで詰めて楽しむ箱詰め料理67品
いづい さちこ／著 誠文堂新光社 5964/I26

★伝統行事を楽しもう！
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書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

行事食を作ろう！
（大人向け）

ほめられおせち ＵＮＡ（神田智美）／著 宝島社 5964/J4

「賛否両論」おせちの本完全版 笠原 将弘／著 KADOKAWA 5964/K45

美しいおせちとおもてなし正月料理　本格レシピからスピードレシピ

まで
主婦の友社／編 主婦の友社 5964/S18/9

喜ばれるおせち料理とごちそうレシピ 牛尾理恵／監修 朝日新聞出版 5964/U4

行事食を作ろう！
（子ども向け）

再発見！くらしのなかの伝統文化　６（遊びと日本人） 市川寛明／監修 ポプラ社 380/I4/1-6

おくむらあやおふるさとの伝承料理　１１（わくわくお正月とおもち） 奥村彪生／文 農山漁村文化協会 380/O10/1-11

３0分でできる伝統おやつ　日本と世界のおやつがいっぱい!　[1]

（春のおやつ）＜かしわもち＞
伝統おやつ研究クラブ／編 偕成社 590/D5/1-1

30分でできる伝統おやつ　[3]　（秋のおやつ）＜おはぎ＞ 伝統おやつ研究クラブ／編 偕成社 590/D5/1-3

もちの絵本
江川和徳／へん，竹内通雅
／え

農山漁村文化協会 590/E1

かわいくつくっちゃおう!かんたんクッキング12か月　１（１月＆２

月）＜おせち、お雑煮、七草がゆ＞
トモコ=ガルシア／作 岩崎書店 590/G1/2-1

かわいくつくっちゃおう!かんたんクッキング12か月　4（７月＆８

月）＜そうめん＞
トモコ=ガルシア／作 岩崎書店 590/G1/2-4

かわいくつくっちゃおう!かんたんクッキング12か月　4（９月＆１０

月）＜お月見だんご、おはぎ＞
トモコ=ガルシア／作 岩崎書店 590/G1/2-5

かわいくつくっちゃおう!かんたんクッキング12か月　6（１１月＆１２

月）＜千歳あめ、年越しそば＞
トモコ=ガルシア／作 岩崎書店 590/G1/2-6

すしの絵本＜ちらしずし＞
日比野光敏／へん，
森英二郎／え

農山漁村文化協会 590/H10

きせつの行事りょうり　キッズレシピ 小学館 590/K16

こどもの休日クッキングシリーズ　3＜おはぎ,栗きんとん＞ 日東書院本社 590/K33/1-3
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書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

行事食を作ろう！
（子ども向け）

かんたん15分!材料3つですいすいスイーツ　[3]

＜かしわもち，お月見団子，栗きんとん，おしるこ＞
宮沢 うらら／著 汐文社 590/M13/8-3

小さなパティシエのためのお菓子Ｂｏｏｋ　３巻（和のおやつレシピ） 松本美佐／著 教育画劇 590/M15/1-3

かわいくておいしい！手づくりレシピ４

＜かしわもち、月見だんご＞
大森いく子／著 ポプラ社 590/O19/1-4

坂本廣子のつくろう！食べよう！行事食　１（正月から桃の節句） 坂本廣子／著 少年写真新聞社 590/S5/6-1

坂本廣子のつくろう！食べよう！行事食　２（花見からお盆） 坂本廣子／著 少年写真新聞社 590/S5/6-2

坂本廣子のつくろう！食べよう！行事食　３（月見から大みそか） 坂本廣子／著 少年写真新聞社 590/S5/6-3

和食をつくろう！　３

＜そうめん,ちらしずし,おせち料理,江戸雑煮，白もち雑煮＞
柳原尚之／料理・監修 教育画劇 590/Y8/1-3

はじめての和食えほん 夏のごちそうつくろう

<七夕そうめん>
柳原 尚之／著，近藤 圭恵／
絵

文溪堂 590/Y8/2-2

はじめての和食えほん 冬のごちそうつくろう

＜江戸雑煮＞
柳原 尚之／著，近藤 圭恵／
絵

文溪堂 590/Y8/2-4

子どもと伝統行事を
楽むヒント

暮らしのおくりもの 堀川波／著 ベストセラーズ 38590/H8

子どもと楽しむ１２カ月 きくちいま／著
阪急コミュニケーショ

ンズ
38610/K14

まるごときせつの行事 コダシマアコ／著 かもがわ出版 38610/K15

「親のことば」で伝えたい家族で楽しむ２５の年中行事 辰巳渚／文，江田ななえ／絵 岩崎書店 38610/T8

おたのしみ歳時記 杉浦 さやか／著 ワニブックス 5900/S34

季節のこよみ　きょうはなにして遊ぶ? 平野 恵理子／[著] 偕成社 380/H16
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書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

こどもきせつのぎょうじ絵じてん 三省堂編修所／編 三省堂 380/K16/1-3

つくってかざろう！きせつのおりがみ　１ 朝日勇，津留見裕子／指導 学研教育出版 750/A9/2-1

5回で折れる季節と行事のおりがみ　全４巻 いしかわ まりこ／作 汐文社 750/I13/6-1～4

伝承遊びの本 こままわるかな　親子でつくるこまの本 成井俊美／作 福音館書店 750/N14

独楽
安藤正樹／文，全日本独楽
回しの会／監修

文渓堂 790/A9

はじめてのこままわし　初級のワザとあそび 日本こままわし協会／著 いかだ社 790/N18/1-1

こままわし名人になろう　中・上級のワザとあそび 日本こままわし協会／著 いかだ社 790/N18/1-2

こま博士になろう　まるごとこまを知る本 日本こままわし協会／著 いかだ社 790/N18/1-3

こまを楽しむ
WILLこども知育研究所／編・
著

金の星社 790/W2/3-1

やってみよう!むかしのあそび　1　こままわし 日本独楽博物館／監修 ポプラ社 790/Y11/1-1

あそぼう、けん玉 日本けん玉協会／編著
ベースボール・マガジ
ン社

790/N8/4

けん玉を楽しむ
WILLこども知育研究所／編・
著

金の星社 790/W2/3-2

やってみよう!むかしのあそび　2　けん玉 日本けん玉協会／監修 ポプラ社 790/Y11/1-2

たこあがるかな　親子でつくるたこの本
秋山幸雄／作，三枝祥子／
絵

福音館書店 750/A8

凧をつくる 広井力／著 大月書店 750/H5

まるごとたこ凧カイト 土岐幹男／編 いかだ社 750/T28/2
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書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

伝承遊びの本 たこを楽しむ
WILLこども知育研究所／編・
著

金の星社 790/W2/3-4

やってみよう!むかしのあそび　4　たこあげ 凧の博物館／監修 ポプラ社 790/Y11/1-4

たこ 加古 里子／さく 福音館書店 J/K1/98

だるまちゃんと楽しむ日本の子どものあそび読本 加古 里子／著 福音館書店 780/K4/6

かるた大会で大活躍!「百人一首」必勝のポイント50 全日本かるた協会／監修 メイツ出版 790/Z1

さわやかなたのしいあそび かこさとし／著 復刊ドットコム 790/K12/2-3

カルタ
宮本貴美子／文，木村浩司
／文

文渓堂 790/M10

しらないふしぎなあそび かこさとし／著 復刊ドットコム 790/K12/2-5

双六 吉田修／文，山本正勝／文 文渓堂 790/Y8

お正月・年越し かさじぞう
瀬田貞二／再話，赤羽末吉
／画

福音館書店 J/A1/4

ピッキーとポッキーのはいくえほん　おしょうがつのまき
あらしやまこうざぶろう／ぶ
ん，あんざいみずまる／え

福音館書店 J/A17/16

お正月がやってくる 秋山 とも子／作・絵 ポプラ社 J/A84/11

あけましてのごあいさつ
すとう あさえ／ぶん，
青山 友美／え

ほるぷ出版 J/A233/13

おしょうがつセブン
もとしたいづみ／作，ふくだい
わお／絵

世界文化社 J/F27/60

おしょうがつバス 藤本 ともひこ／作・絵 鈴木出版 J/F78/28

★伝統行事がテーマの絵本
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書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

お正月・年越し 十二支のおもちつき
すとう あさえ／さく，
早川 純子／え

童心社 J/H319/14

１４ひきのもちつき いわむらかずお／さく 童心社 J/I5/78

お正月
桂 文我／ぶん，国松 エリカ
／え

BL出版 J/K370/30

開運えほん かんべあやこ／作 あかね書房 J/K602/6

お正月さまござった 西本鶏介／作，村上豊／絵 佼成出版社 J/M41/19

おもち！
石津ちひろ／文，村上康成／
絵

小峰書店 J/M143/121

おぞうにくらべ 宮野聡子／作 講談社 J/M561/5

おしょうがつさんどんどこどん 長野ヒデ子／作・絵 世界文化社 J/N48/75

お正月さん
奥田継夫／作，太田大八／
絵

ポプラ社 J/O3/87

おしょうがつさん
谷川俊太郎／ぶん，大橋歩
／え

福音館書店 J/O108/2

おしょうがつのかみさま おくはら ゆめ／[作] 大日本図書 J/O226/24

もちもちおもち 庄司三智子／著 岩崎書店 J/S601

くまのこのとしこし 高橋和枝／作 講談社 J/T319/4

おしょうがつおめでとうはじまりの日！
ますだゆうこ／作，たちもとみ
ちこ／絵

文溪堂 J/T342/22

おせちいっかのおしょうがつ わたなべあや／作 佼成出版社 J/W153/3
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書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

お正月・年越し お正月さんありがとう
内田麟太郎／作，山本孝／
絵

岩崎書店 J/Y183/19

おせちのおしょうがつ
ねぎしれいこ／作，吉田朋子
／絵

世界文化社 J/Y222

節分 せつぶんのひのおにいっか 青山友美／作 講談社 J/A233/6

せつぶんセブン
もとした いづみ／作，ふくだ
いわお／絵

世界文化社 J/F27/62

おにのおめん　まめまきのおはなし
神沢利子／作，狩野富貴子
／絵

教育画劇 J/G62/1-2

せつぶんだまめまきだ
桜井信夫／作，赤坂三好／
絵

教育画劇 J/G122/1-2

ふくはうち
中川ひろたか／文，長谷川義
史／絵

自由国民社 J/H282/49

ぼくもうなかないぞ
守屋正恵／さく，いもとようこ
／え

あかね書房 J/I19/13-8

おにはそと！ふくはうち！ いもとようこ／文・絵 金の星社 J/I19/183

せつぶんのおに 常光 徹／文，伊藤 秀男／絵 童心社 J/I55/37

おばあちゃんのえほうまき 野村たかあき／作・絵 佼成出版社 J/N80/15

おにはそと せなけいこ／作・絵 金の星社 J/S7/66

おにばらいのまめまき
鶴見正夫／文，つぼのひでお
／絵

世界文化社 J/T154

せつぶんワイワイまめまきの日！
ますだゆうこ／作，
たちもとみちこ／絵

文溪堂 J/T342/20

まめまきできるかな
すとう あさえ／ぶん，
田中 六大／え

ほるぷ出版 J/T403/16
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書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

節分 ねこまるせんせいとせつぶん
押川理佐／作，渡辺有一／
絵

世界文化社 J/W27/82

ふくはうちおにもうち
内田麟太郎／作，山本孝／
絵

岩崎書店 J/Y183/4

ひな祭り たまごからうまれた女の子　三月　ひな祭りのはなし 谷真介／文，赤坂三好／絵 佼成出版社 J/A5/47-3

おばあちゃんのひなまつり
計良ふき子／作，相野谷由
起／絵

ひさかたチャイルド J/A214/7

ひなまつりにおひなさまをかざるわけ 瀬尾七重／作，岡本順／絵 教育画劇 J/G122/1-3

ちらしずし はまの ゆか／作 光村教育図書 J/H338/12

ゆりちゃんのおひなさま 花山かずみ／作・絵 ＰＨＰ研究所 J/H396/3

もりのひなまつり こいでやすこ／さく 福音館書店 J/K19/21

おいしいおひなさま
すとう あさえ／ぶん，
小林 ゆき子／え

ほるぷ出版 J/K514/11

ひなまつりのちらしずし 宮野聡子／作 講談社 J/M561/7

かこちゃんのおひなさま 高橋昭／さく，長野ヒデ子／え ポプラ社 J/N48/31

ひなまつりパーティーはるらんらん
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

ひみつひみつのひなまつり 鈴木真実／作 講談社 J/S638/2

ひなまつりのおきゃくさま
高木あきこ／作，
つちだよしはる／絵

ひさかたチャイルド J/T84/21

おひなさまのいえ
ねぎしれいこ／作，吉田朋子
／絵

世界文化社 J/Y222/2
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書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

端午の節句 くわずにょうぼう
赤羽末吉／絵，稲田和子／
再話

福音館書店 J/A1/66

そらまでとんでけ
寺村輝夫／さく，いもとようこ
／え

あかね書房 J/I19/13-5

かえうたかえうたこいのぼり 石井聖岳／作 講談社 J/I167/17

ころわんとこいのぼり
間所 ひさこ／さく，黒井 健／
え

チャイルド本社 J/K50/139

ワニぼうのこいのぼり
内田麟太郎／文，高畠純／
絵

文渓堂 J/T63/48

こいのぼりくんのさんぽ
すとう あさえ／ぶん，
たかお ゆうこ／え

ほるぷ出版 J/T333/9

みどりのこいのぼり
山本省三／作，森川百合香
／絵

世界文化社 J/Y96/9

こいのぼりぐんぐんこどもの日!
ますだ ゆうこ／作，
たちもと みちこ／絵

文溪堂 J/T342/29

こいのぼりじま
こさかまさみ／さく，かつらこ／
え

福音館書店 J/K566/9

七夕 天人にょうぼう　七月　七夕のはなし 谷真介／文，赤坂三好／絵 佼成出版社 J/A5/47-7

たなばたものがたり
舟崎克彦／文，二俣英五郎
／絵

教育画劇 J/G122/1-6

もうおねしょしません
寺村輝夫／さく，いもとようこ
／え

あかね書房 J/I19/13-1

たなばたさま いもとようこ／文・絵 金の星社 J/I19/175

おこだでませんように
くすのきしげのり／作，
石井聖岳／絵

小学館 J/I167/11

たなばたプールびらき
中川ひろたか／文，村上康成
／絵

童心社 J/M143/29
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書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

七夕 きつねのたなばたさま
正岡慧子／文，松永禎郎／
絵

世界文化社 J/M99/8

ねがいぼしかなえぼし
内田麟太郎／作，山本孝／
絵

岩崎書店 J/Y183/5

お盆 じごくへいった三人　八月　お盆のはなし 谷真介／文，赤坂三好／絵 佼成出版社 J/A5/47-8

ぼんちゃんのぼんやすみ あおきひろえ／作 講談社 J/A161/10

ねこぼん はやし ますみ／作 偕成社 J/H408/8

おじいちゃんまたきてね
西本鶏介／作，石倉欣二／
絵

佼成出版社 J/I12/37

オニのサラリーマン じごくの盆やすみ
富安 陽子／文，大島 妙子／
絵

福音館書店 J/O130/60

おぼんぼんぼんぼんおどりの日！
ますだゆうこ／作，
たちもとみちこ／絵

文溪堂 J/T342/26

うれしいぼんおどり
すとう あさえ／ぶん，
種村 有希子／え

ほるぷ出版 J/T430/10

お月見 おつきみバス 藤本 ともひこ／作・絵 鈴木出版 J/F71/26

おつきみどろぼう
ねぎしれいこ／作，
花之内雅吉／絵

世界文化社 J/H61/22

おつきみパーティー　はなはなみんみのあき
わたりむつこ／文，本庄ひさ子
／絵

リブリオ出版 J/H124/4

つきみだんご はまの ゆか／作 光村教育図書 J/H338/10

１４ひきのおつきみ いわむらかずお／さく 童心社 J/I5/50

だんごたべたいおつきさ
すとう あさえ／ぶん，
中谷 靖彦／え

ほるぷ出版 J/N229/8
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書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

お月見 おつきみおばけ せなけいこ／作・絵 ポプラ社 J/S7/79

やまねこせんせいのこんやはおつきみ 末崎茂樹／作・絵 ひさかたチャイルド J/S161/62

ねこまるせんせいのおつきみ
押川理佐／作，渡辺有一／
絵

世界文化社 J/W27/79

おつきみパーティーまんまるまんまる
すとう あさえ／文，山田 花菜
／絵

ほるぷ出版 J/Y239/4

秋祭り 海に入るみこし　房総大原の秋祭り 浅野陽／作・絵 古今社 J/A209

きょうしつであきまつり
竹野栄，長谷川康男／作，
宮崎耕平／絵

太平出版社 J/M86/12

くすのきだんちのあきまつり
武鹿悦子／作，末崎茂樹／
絵

ひかりのくに J/S161/65

あきまつりピーヒャラおはやしの日!
ますだ ゆうこ／作，
たちもと みちこ／絵

文溪堂 J/T342/37

七五三 七・五・三きょうだい
なかえよしを／作，上野紀子
／絵

教育画劇 J/G62/1-9

みんなげんきで七五三
寺村輝夫／さく，いもとようこ
／え

あかね書房 J/I19/13-11

七五三だよ一・二・三 長野 ヒデ子／作・絵 佼成出版社 J/N48/86

おおきくなったの
すとう あさえ／ぶん，
つがね ちかこ／え

ほるぷ出版 J/T/350/6

七五三すくすくおいわいの日！
ますだゆうこ／作，
たちもとみちこ／絵

文溪堂 J/T342/25

ぎゅっとだっこ七五三
内田麟太郎／作，山本孝／
絵

岩崎書店 J/Y183/15
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