
書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

お付き合いマナー ママ友おつきあいマナードリル 西東桂子／監修 主婦の友社 36140/S36

お付き合いマナー 好印象を与えるママ＆パパの子連れマナー 岩下宣子／著 主婦と生活社 36140/I22

お付き合いマナー ママ友付き合いのルール 井出 聖子／著 セルバ出版 36140/I24

お付き合いマナー ママのための賢いおつきあいルール　姑・ママ友・ご近所ｅｔｃ． 諏内えみ／著 大和出版 36140/S29

お付き合いマナー 小学生ママの「おつきあい」常識マニュアル おやこネット／著 メイツ出版 37460/Ｏ4/2

お付き合いマナー 親子でまなぶ礼儀と作法 小笠原 敬承斎／著 淡交社 37990/O5/2

お付き合いマナー きちんと知っておきたいおつきあいのマナー新事典 朝日新聞出版／編著 朝日新聞出版 38590/A5

お付き合いマナー 親子で楽しむこどもあいさつ塾 坂東眞理子／著 明治書院 38590/B2

お付き合いマナー 困ったときにすぐひけるマナー大事典 現代マナー・作法の会／編著 西東社 38590/G2

お付き合いマナー これ一冊で完ぺき!マナーのすべてがわかる便利手帳 岩下 宣子／監修 ナツメ社 38590/I3/6

お付き合いマナー お母さんのおつきあい上手になる話し方・マナー 近藤珠實／監修 池田書店 38590/K12/3

お付き合いマナー ゆるマナー始めましょ 岡田承子／著，柳田圭恵子／著 ほんの木 38590/O6

お付き合いマナー お母さんのあいさつ・手紙・マナー 新星出版社編集部／編 新星出版社 38590/S24/1-2

　    　子育て支援コーナー第55回企画展示

　　「お付き合いのヒントの本～春からの新しい出会いのために～」図書リスト
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 　展示期間：令和３年３月９日（火）～５月３０日（日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  編集・作成：香川県立図書館 子育て支援担当

★お付き合いのコツの本
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書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

お付き合いマナー 世界一美しいふるまいとマナー 諏内 えみ／著 高橋書店 38590/S26

お付き合いマナー 知らないと恥ずかしい!おとなのマナー図鑑 トキオ・ナレッジ／著 宝島社 38590/T15

お付き合いヒント すぐ感情的になる人から傷つけられない本 長住哲雄／著 こう書房 36140/N29

お付き合いヒント
人間関係、こう考えたらラクになる　胸のつかえがスッととれる４５

のヒント
斎藤茂太／著 ゴマブックス 36140/S11/3

お付き合いヒント
「あ～めんどくさい!」と思った時に読むママ友の距離感
そうか!こう考えればよかった
んだ!

西東 桂子／著 青春出版社 36140/S36/2

お付き合いヒント
読むだけで、人づきあいが上手くなる。　「気まずさ」が消える心の

絶対法則
杉山崇／著 サンマーク出版 36140/S38

お付き合いヒント 人間関係が驚くほどうまくいく応援思考 辻秀一／著 清流出版 36140/T20

お付き合いヒント めんどうな人をサラッとかわす本 ゆうきゆう／著 三才ブックス 36140/Y21

お付き合いヒント 相手に気持ちよく「しゃべって」もらう技術 福田 健／著 総合科学出版 36145/F2/4

お付き合いヒント 超一流の「気くばり」　能力より、スキルより、大切なこと 野呂 エイシロウ／著 光文社 36145/N33

お付き合いマナー
（子ども向け）

しっかり身につくマナー絵本 石戸さとみ／絵 成美堂出版 150/I1

お付き合いマナー
（子ども向け）

ルールとマナーを学ぶ子ども生活図鑑　２（学校生活編） 子どもの生活を考える会／編 国土社 150/K6/1-2

お付き合いマナー
（子ども向け）

ルールとマナーを学ぶ子ども生活図鑑　３（地域・社会生活編） 子どもの生活を考える会／編 国土社 150/K6/1-3

お付き合いマナー
（子ども向け）

ルールとマナーを学ぶ子ども生活図鑑　４（人間関係編） 子どもの生活を考える会／編 国土社 150/K6/1-4

お付き合いマナー
（子ども向け）

子どものマナー図鑑　１（ふだんの生活のマナー） 峯村良子／作・絵 偕成社 150/M6/1-1

お付き合いマナー
（子ども向け）

子どものマナー図鑑　４（おつきあいのマナー） 峯村良子／作・絵 偕成社 150/M6/1-4

コミュニケーション
（子ども向け）

いちばんはじめのマナーえほん 峯村 良子／作 偕成社 150/M6/2
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書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

お付き合いマナー
（子ども向け）

こどもマナーとけいご絵じてん 三省堂編修所／編 三省堂 150/S2

お付き合いマナー
（子ども向け）

1ねんせいのせいかつえじてん WILLこども知育研究所／編・著 金の星社 370/W4/2

お付き合いマナー
（子ども向け）

あたらしいマナー・エチケット事典　2（毎日の生活で心がけること） 東 節子／監修 岩崎書店 380/A9/1-2

お付き合いマナー
（子ども向け）

暮らし上手なマナーコツのコツ第１巻

（おつきあいのマナー　１（家庭編））
暮らしのマナー研究会／編 リブリオ出版 380/K25/1-1

お付き合いマナー
（子ども向け）

暮らし上手なマナーコツのコツ第２巻

（おつきあいのマナー　２（社会編））
暮らしのマナー研究会／編 リブリオ出版 380/K25/1-2

お付き合いマナー
（子ども向け）

絵でわかるこどものせいかつずかん　４（おつきあいのきほん）
どもの生活科学研究会／編，
きたもりちか／絵

合同出版 590/K28/1-4

お付き合いマナー
（子ども向け）

言葉は大事だ！じてん　あいさつ・マナー・敬語　１（日常生活編） 稲葉茂勝／著，荒賀賢二／絵 新日本出版社 815/K1/1-1

お付き合いマナー
（子ども向け）

言葉は大事だ！じてん　あいさつ・マナー・敬語　２（学校生活編） 稲葉茂勝／著，荒賀賢二／絵 新日本出版社 815/K1/1-2

お付き合いマナー
（子ども向け）

親子で楽しむこどもあいさつ塾 坂東眞理子／著 明治書院 38590/Ｂ2

友だち付き合いヒント
（子ども向け）

新だれにも聞けないなやみ相談の本　自分で、自分にアドバイス

３（友だちともっと仲よく！）
岡本泰弘／［ほか］著 学研教育出版 150/D1/2-3

友だち付き合いヒント
（子ども向け）

心を育てるみんなのぎもん　２巻（友達のぎもん） 東風安生／監修 学研プラス 150/K10/1-2

友だち付き合いヒント
（子ども向け）

見つけよう！ぼくの、わたしの、座右の銘　２（友だち　人間関係に

なやんだら）
〔座右の銘研究会〕／〔監修〕 教育画劇 150/Z1/2-2

あいさつ（子ども向け）
あいさつはなかまのしるし

ＮＨＫみんなのうた「ハーイ！グラスホッパー」より
高見のっぽ／文，伊藤有壱／絵 世界文化社 Ｊ/I207/2

あいさつ（子ども向け） 挨拶絵本 五味太郎／著 ブロンズ新社 Ｊ/Ｇ16/85

あいさつ（子ども向け） あいさつ いもとようこ／作絵 金の星社 J/I19/160

あいさつ（子ども向け） ごあいさつなあに はたこうしろう／さく・え ポプラ社 Ｊ/Ｈ245/8-6
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書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

あいさつ（子ども向け） あいさつってたのしい
石津 ちひろ／文，松田 奈那子
／絵

小学館 J/M596/7

あいさつ（子ども向け） おはよう・おやすみ
シャーロット・ゾロトウ／ぶん，パメ
ラ・パパローン／え

のら書店 J/P116

あいさつ（子ども向け） あいさつできるよ リチャード・スキャリー／さく 好学社 J/S17/61

あいさつ（子ども向け） ペネロペあいさつできるかな
アン・グットマン／ぶん，ゲオルグ・
ハレンスレーベン／え

岩崎書店 J/H279/41

あいさつ（子ども向け） ごあいさつ
なかえよしを／ぶん，上野紀子／
え

ポプラ社 J/U2/117

あいさつ（子ども向け） すっきり解決!人見知り 名越 康文／監修 日本図書センター １４０/N7/3

コミュニケーション たった一言でいい流れをつくる「あいさつ」の魔法 三上 ナナエ／著 朝日新聞出版 33640/M55

コミュニケーション すぐに、人間関係がラクになる本 和田秀樹／著 ＰＨＰ研究所 36140/W4/4

コミュニケーション 相手に気持ちよく「しゃべって」もらう技術 福田 健／著 総合科学出版 36145/F2/4

コミュニケーション
会話ははじめの4分がすべて　相手とうちとける最短・最速のコミュ

ニケーション術
箱田 忠昭／著 フォレスト出版 36145/H31

コミュニケーション いい空気を一瞬でつくる　誰とでも会話がはずむ42の法則 秀島 史香／著 朝日新聞出版 36145/H36

コミュニケーション
コミュニケーションの強化書
見る、聴く、話す、通じる、共感が生まれる，さまざまな
初対面を乗り越える

くまごろう&アソシエイツ／著 主婦の友社 36145/K65

コミュニケーション
会話は共感力が9割　気持ちが楽になるコミュニケーションの教

科書
唐橋 ユミ／著 徳間書店 36145/K68

コミュニケーション
つながりに息苦しさを感じたら読む本　心が9割ホッとするコミュニ

ケーションスタイル
セルバ出版 36145/M40

コミュニケーション
嫌なことを言われた時のとっさの返し言葉　身近な人とうまく付き

合っていくために!
森 優子／著 かんき出版 36145/M39

コミュニケーション 言いたいことを言いまくっても、好かれる方法 渋谷 昌三／著 宝島社 36145/S6/4

★コミュニケーション力アップの本
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書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

コミュニケーション 大人のための会話（コミュニケーション）の全技術 齋藤孝／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 36145/S33/5

コミュニケーション
初対面の相手でも不安ゼロ!の会話術　言葉がつながる、気持ち

もつながる
佐藤 智子／著 秀和システム 36145/S45/2

コミュニケーション
そもそも、何を話せばいいかわからない人のための雑談術　どん

な相手とも会話に困らない40のルール
櫻井 弘／著 SBクリエイティブ 36145/S51/2

コミュニケーション 苦手意識がなくなる会話術　どんな人にも嫌われずに伝えられる! 戸田 久実／著 大和書房 36145/T38

コミュニケーション なぜこの人と「また」話したくなるのか 田中 イデア／著 大和書房 36145/T43

コミュニケーション
「内向型の自分を変えたい」と思ったら読む本　仕事・人間関係・

人生が好転する!
渡瀬 謙／著 大和出版 36145/W13/2

コミュニケーション 10秒で必ず「印象付ける」人になる 幸慶 美智子／著 秀和システム 36145/Y21

コミュニケーション
イラスト版子どものユーモア・スキル　学校生活が楽しくなる笑い

のコミュニケーション
矢島 伸男／著 合同出版 36145/Y22

話しかた アドラー流一瞬で心をひらく聴き方 岩井俊憲／著 かんき出版 33640/I28

話しかた 10秒で伝わる話し方　あがってうまく話せない人でも大丈夫 荒木 真理子／著 日本実業出版社 8094/A13

話しかた <引きつける>話し方が身につく本 倉島 麻帆／著 明日香出版社 8094/K22/2

話しかた 「気まずい沈黙なし」でどんな人とも話がはずむ！会話のコツ 栗原典裕／著 明日香出版社 8094/K27/2

話しかた
挨拶のバカ力!　1週間であなたは伝説になる，ことばと所作のス

ペシャリストが講義します
金原亭 世之介／著 三五館 8094/K43

話しかた 心が軽くなる！気持ちのいい伝え方 森田汐生／著 主婦の友社 8094/M13/2

話しかた
初対面でもアッという間に話が弾むメソッド　人見知りがウソのよう

に解消するすごい法
松本幸夫／著 ぱる出版 8094/M16/3

話しかた
しゃべらない会話術。　口べたでも、話術に頼らずみるみる会話

が楽になる！
村松加王里／著 青月社 8094/M22

話しかた
感じのいい会話ができる、ちょっとした雑談術　話し下手でも大丈

夫！
武藤清栄／著 ＰＨＰ研究所 8094/M24
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書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

話しかた 一緒にいて疲れる人の話し方楽な人の話し方 野口敏／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 8094/N21/3

話しかた 誰とでもスッとうちとけて話せる！雑談ルール５０ 野口敏／著 すばる舎 8094/N21/4

話しかた 誰とでも１０秒でうちとける話し方教室 大畠常靖／著 総合法令出版 8094/O14

話しかた
このひと言で「会話が苦手」がなくなる本　人間関係で得する人、

損する人の法則
齋藤孝／著 東洋経済新報社 8094/S21/11

話しかた 会話がはずむ雑談力　10秒でコミュニケーション力が上がる 齋藤 孝／著 ダイヤモンド社 8094/S21/13

話しかた 誰からも好かれる女性になる話し方美人のお作法 杉山美奈子／監修 池田書店 8094/S40

話しかた おとなママの会話術　いい関係をきずくことば選びと使い方 辰巳 渚／文 岩崎書店 8094/T30

コミュニケーション
（子ども向け）

こころのふしぎたんけんえほん 平木 典子／監修 PHP研究所 140/H4

コミュニケーション
（子ども向け）

ちくっふわっことばのまほう
まつもと なおみ／絵，岡本 泰弘
／監修

少年写真新聞社 140/K12

コミュニケーション
（子ども向け）

もうモヤモヤしない!気もちの伝え方 名越 康文／監修 日本図書センター 140/N7/4

コミュニケーション
（子ども向け）

ともだちのつくりかた たかい よしかず／さく 大日本図書 150/T5

コミュニケーション
（子ども向け）

ＮＨＫ＊伝える極意　達人に学ぶコミュニケーション　２（話す極

意）
汐文社 360/N6/2-2

コミュニケーション
（子ども向け）

つたえよう・言葉と気もち 斉藤洋，キッズ生活探検団／作 玉川大学出版部 360/S22/2

コミュニケーション
（子ども向け）

お笑いコミュニケーション　１巻（味わおう！お笑い） 教育画劇 770/O10/1-1

コミュニケーション
（子ども向け）

お笑いコミュニケーション　２巻（やってみよう！お笑い） 教育画劇 770/O10/1-2
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書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

コミュニケーション
（子ども向け）

ピン!　あなたのこころのつたえかた アニ・カスティロ／作 ポプラ社 J/C264

コミュニケーション
（子ども向け）

すっくのこんなときってなんていう？　ともだちできたよ
たかてらかよ／ぶん，さこももみ／
え

ひかりのくに J/S538/21

話しかた
（子ども向け）

絵でわかるなぜなぜ会話ルールブック　どうして話すときに目を

見るの?
藤野 博，綿貫 愛子／著 合同出版 809/F1

話しかた
（子ども向け）

発表・スピーチに自信がつく!魔法の話し方トレーニング　1（おなか

の中から声を出そう!　）
白石 謙二／著，常永 美弥
／絵

汐文社 809/S1/1-1

話しかた
（子ども向け）

発表・スピーチに自信がつく!魔法の話し方トレーニング　2（授業で

自信まんまん!　）
白石 謙二／著，常永 美弥
／絵

汐文社 809/S1/1-2

話しかた
（子ども向け）

発表・スピーチに自信がつく!魔法の話し方トレーニング　3（どんな

舞台でもへっちゃら!　）
白石 謙二／著，常永 美弥 汐文社 809/S1/1-3

話しかた
（子ども向け）

こうすればきみも話せる　1（自己紹介から始めよう!　） 鳥谷 朝代／監修 岩崎書店 809/T1/1-1

話しかた
（子ども向け）

こうすればきみも話せる　2（友だちと会話を楽しもう） 鳥谷 朝代／監修 岩崎書店 809/T1/1-2

話しかた
（子ども向け）

こうすればきみも話せる　3（ワンランク上の話し方テクニック） 鳥谷 朝代／監修 岩崎書店 809/T1/1-3

話しかた
（子ども向け）

こどもアナウンスブック　複合媒体資料　正しい発声とつたえる力 常世 晶子，茂木 亜希子／著 子どもの未来社 809/T2
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書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

ともだちタワー ケルスティン・シェーネ／文・絵 パイインターナショナル J/A233/13

ともだち ジョン・バーニンガム／作 冨山房 J/B12/5-6

ゴリオとヒメちゃん アンソニー・ブラウン／さく 評論社 J/B100/21

たいせつなたいせつなぼくのともだち
ユッタ・ビュッカー／絵，ミリアム・
モス／文

講談社 J/B235/2

みんなからみえないブライアン
トルーディ・ラドウィッグ／作，パトリ
ス・バートン／絵

くもん出版 J/B321/2

だくちるだくちる　はじめてのうた 阪田寛夫／文，長新太／絵 福音館書店 J/C1/97

アンジェリーナとなかよしアリス
ヘレン・クレイグ／え，キャサリン・
ホラバード／ぶ

大日本絵画 J/C59/6

ともだちっていいな　メルローズとクロック
エマ・チチェスター・クラーク／さ
く，たなかまや／やく

評論社 J/C79/15

ともだちつくろう
スージー・モルゲンステルン／さ
く，セヴリーヌ・コルディエ／え

ジュリアン J/C196/1-2

ともだちのしるしだよ
カレン・リン・ウィリアムズ／[ほか］
作，ダーグ・チャーカ／絵

岩崎書店 J/C201

ねずみちゃんとりすちゃん　なかよしの巻 どいかや／〔作〕 学習研究社 J/D76/20

くらべっこのじかん
レスリー・エリー／さく，ポリー・ダン
バー／え

フレーベル館 J/D124/6

フローラのにわ クリスティーナ・ディーグマン／作 福音館書店 J/D139/4

ともだちやもんな，ぼくら
くすのきしげのり／作，福田岩緒
／絵

えほんの杜 J/F27/55

ともだちや 内田麟太郎／作，降矢なな／絵 偕成社 J/F62/15

★「友だち」がテーマの絵本
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書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

ともだちおまじない 内田麟太郎／作，降矢なな／絵 偕成社 J/F62/34

よろしくともだち　おれたち、ともだち！ 内田麟太郎／作，降矢なな／絵 偕成社 J/F62/49

ビーバーくんとふしぎなともだち
エイミー・マクドナルド／文，セー
ラ・フォックス＝デイビス／絵

講談社 J/F83

もりいちばんのおともだち　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/F108/2

ブウさん、だいじょうぶ?　ともだちがたいへんなことになっていたら バレリー・ゴルバチョフ／作 山烋 J/G117/15

たろうのともだち
むらやまけいこ／さく，ほりうちせい
いち／え

福音館書店 J/H3/16

フランシスのおともだち
ラッセル・ホーバン／さく，リリアン・
ホーバン／え

好学社 J/H4/4

とんことり 筒井頼子／さく，林明子／え 福音館書店 J/H36/43

さっちゃんとなっちゃん 浜田桂子／さく・え 教育画劇 J/H121/9

もしもしトンネル ひろかわさえこ／作・絵 ひさかたチャイルド J/H147/42

ともだち レイフ・クリスチャンソン／文 岩崎書店 J/H228

トゥートとパドル　ふたりのすてきな１２か月 ホリー・ホビー／作 ＢＬ出版 J/H271

きみたちきょうからともだちだ
中川ひろたか／文，長谷川義史
／絵

朔北社 J/H282/13

アーくんとガーくんとアザミちゃん！ テッド・ヒルズ／作 小学館 J/H380/2

ともだちになろう
ミース・ファン・ハウト／さく，ほんま
ちひろ／やく

西村書店東京出版編
集部

J/H390/2

あめのちはれてまたあした 比嘉こずえ／作・絵 ひさかたチャイルド J/H393
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書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

あいつとぼく 辻村ノリアキ／作，羽尻利門／絵 ＰＨＰ研究所 J/H428/2

ゆうだちのともだち いわむらかずお／絵と文 至光社 J/I5/76

あのときすきになったよ 薫くみこ／さく，飯野和好／え 教育画劇 J/I33/13

さくらいろのランドセル
さえぐさひろこ／作，いしいつとむ
／絵

教育画劇 J/I82/11

ともだちをさがそう、ムーミントロール
トーベ・ヤンソン／〔原作・絵〕，ラ
ルス・ヤンソン／〔原作・絵〕

徳間書店 J/J4/7-4

おともだちになってくれる?
サム・マクブラットニィ／ぶん，アニ
タ・ジェラーム／え

評論社 J/J22/20

あおいめくろいめちゃいろのめ かこさとし／絵・文 偕成社 J/K1/11-1

コッコさんのともだち 片山健／さく・え 福音館書店 J/K129/13

ともだちできたよ
内田麟太郎／文，こみねゆら／
絵

文研出版 J/K351/20

たんじょうびってすてきなひ
あいはらひろゆき／作，かわかみ
たかこ／絵

佼成出版社 J/K411/18

タイムカプセル
おだしんいちろう／作，こばようこ
／絵

フレーベル館 J/K511/5

バナナこどもえんざりがにつり 柴田愛子／文，かつらこ／絵 童心社 J/K566/7

ともだちなんかいらない
内田 麟太郎／文，喜湯本 のづ
み／絵

小学館 J/K637/4

ふたりはともだち
アーノルド・ローベル／作，三木卓
／訳

文化出版局 J/L5/17

いっしょにおいでよ
ホリー・M.マギー／文，パスカル・
ルメートル／絵

廣済堂あかつき J/L181

ともだちになったミーとチュー
ヤン ホンイン／文，エレーヌ・ルヌ
ヴー／絵

樹立社 J/L188

しんせつなともだち 方軼羣／作，村山知義／画 福音館書店 J/M40/4
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書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

リスとアリとゾウ デイジー・ムラースコヴァー／作 ＢＬ出版 J/M89/3

やきいもの日　Ｗｅｌｃｏｍｅ　ｔｏ　ｍｙ　ｔｏｗｎ 村上康成／作・絵 徳間書店 J/M143/87

ともだちみつけた 森山京／作，松成真理子／絵 あかね書房 J/M394/11

はるばるえんのあたらしいともだち 戸田和代／作，村田エミコ／絵 鈴木出版 J/M443/5

ペーター・プムのともだちさがし
マティアス・イェシュケ／作，エ
ファ・ムッゲンターラ／絵

フレーベル館 J/M544

いちばんしあわせなおくりもの 宮野 聡子／作・絵 教育画劇 J/M561/8

いちばんのともだち ジェニファー・K.マン／作 光村教育図書 J/M658

ともだちがほしいの 柴田愛子／文，長野ヒデ子／絵 ポプラ社 J/N48/45

くろくんとふしぎなともだち なかやみわ／さく・え 童心社 J/N188/10

ともだちってだれのこと？ 岩瀬成子／作，中沢美帆／絵 佼成出版社 J/N295

ともだちのいす
内田麟太郎／ぶん，おくはらゆめ
／え

くもん出版 J/O226/20

うさぎのホッパーきのうえのぼうけん マーカス・フィスター／作 講談社 J/P45/23

やあ、ともだち！ クリス・ラシュカ　作・絵 偕成社 J/R83

きみなんかだいきらいさ
ジャニス・メイ・ユードリー／ぶん，
モーリス・センダック／え

冨山房 J/S8/9

まつげの海のひこうせん 山下明生／作，杉浦範茂／絵 偕成社 J/S16/14

いっしょならもっといい ルイス・スロボドキン／作 偕成社 J/S55/8

おんなじおんなじ 多田ヒロシ／著 こぐま社 J/T6
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書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

オオカミのともだち
きむらゆういち／ぶん，田島征三
／え

偕成社 J/T10/39

さびしいはさびしくない
内田麟太郎／作，田頭よしたか
／絵

教育画劇 J/T165/8

ともだちくろくま たかいよしかず／さく・え くもん出版 J/T314/5

ふたりのサンドウィッチ
ラーニア・アル・アブドッラー／さく，ケ
リー・ディプキオ／ぶん，トリシャ・トゥサ
／え

ＴＯブックス J/T410

きょう、おともだちができたの
得田 之久／作，種村 有希子／
絵

童心社 J/T430/6

あのこのたからもの 種村 有希子／作 ブロンズ新社 J/T430/8

まじょのルマニオさん 谷口智則／作・絵 文溪堂 J/T432/3

ああうるさい マックス・ベルジュイス／文と絵 セーラー出版 J/V2/11

かえるくんのあたらしいともだち マックス・ベルジュイス／文と絵 セーラー出版 J/V2/26

ねこのジンジャー シャーロット・ヴォーク／作 偕成社 J/V21/5

いっしょにいたらたのしいね
パズ・ロディロ／ぶん，ジョゼフ・
ウィルコン／え

評論社 J/W17/37

ともだち
松谷みよ子／ぶん，渡辺三郎／
え

ブッキング J/W18/6

ごめんね！
ノルベルト・ランダ／作，ティム・
ワーンズ／絵

ブロンズ新社 J/W113/11
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