
書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

美術ってなあに?　“なぜ?”から広がるアートの世界 スージー・ホッジ／著 河出書房新社 700/H2

ふしぎ？なるほど！西洋美術たんけん

子どものための西洋美術「超」入門　全3巻
池上英洋／監修 日本図書センター 700/I2/1-1～3

子どものためのアートブック　その１・その２ ファイドン 700/K2/1-1・2

芸術を知ろう！
（子ども向け）

アートって何だろう　はじめてアートに出会う本 中島 裕司／訳 保育社 700/N1

パパママおしえてアートミステリー１３話 アンジェラ・ヴェンツェル／著 辰巳出版 700/W2

すごいぞ!ニッポン美術 結城 昌子／文 西村書店 700/Y2/2

すばらしい彫刻 かこさとし／作 偕成社 710/K1/2

みつけた！名画の楽しみ方と描き方　１（はじめての美術鑑賞） ロージー・ディキンズ／文 あかね書房 720/D４/1-1

みつけた！名画の楽しみ方と描き方　３（世界の名画を読み解

く）
ロージー・ディキンズ／文 あかね書房 720/D４/1-3

みつけて!アートたんてい

よくみて、さがして、まなぼう!，じけんが絵の中でおこっているよ!

ブルック・ディジョヴァンニ・エヴァ

ンス／著
東京書籍 720/E2

はじめての浮世絵　世界にほこる日本の伝統文化　全３巻 深光 富士男／著 河出書房新社 720/F4/1-1～3

教科書に出てくる日本の画家　全３巻
伊野孝行／イラスト，工藤美也子

／著
汐文社 720/I8/1-1～3

ジュニア版もっと知りたい世界の美術　全８巻 金子 信久／監修 東京美術 720/J2/1-1～8

名画で遊ぶあそびじゅつ！ エリザベート・ド・ランビリー／著 ロクリン社 720/L6

　    　子育て支援コーナー企画展示

　　「親子で楽しむ芸術の秋！」図書リスト
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 展示期間：令和３年８月３１日（火）～１１月２８日（日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  発行：香川県立図書館 子育て支援担当

★芸術にふれてみよう！
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書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

名画で遊ぶあそびじゅつ！　いろんなれきしのものがたり エリザベート・ド・ランビリー／著 ロクリン社 720/L6/2

名画で遊ぶあそびじゅつ！　世界をぐるりと美術鑑賞 エリザベート・ド・ランビリー／著 ロクリン社 720/L6/3

世界の名画物語　子どもたちとたどる絵画の歴史
ミック・マニング，ブリタ・グランスト

ローム／著
六耀社 720/M19

見てごらん！名画だよ マリー・セリエ／文 西村書店 720/S8

伝統工芸ってなに？ 日本工芸会東日本支部／編 芸艸堂 750/N21

焼きもの(伝統工芸のきほん　1) 伝統工芸のきほん編集室／[編] 理論社 750/R6/1-1

布　織りものそめもの(伝統工芸のきほん　4) 伝統工芸のきほん編集室／[編] 理論社 750/R6/1-4

図説ゼロからわかる西洋絵画入門　技法・構図から画家の人間

ドラマまで歴史を彩った名画の楽しみ方
岡部昌幸／監修 実務教育出版 7230/O12

ゼロから始める西洋絵画入門 田中久美子／監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 7230/T14

芸術を知ろう！
(大人向け）

大人の西洋美術常識　知識ゼロでも名画のすごさがわかる! トキオ・ナレッジ／著 宝島社 7230/T18

国立西洋美術館名画の見かた 渡辺 晋輔，陳岡 めぐみ／著 集英社 7230/W5

すぐわかる産地別やきものの見わけ方 佐々木秀憲／監修 東京美術 7510/S15/1-2

やきものの教科書　基礎知識から陶芸技法・全国産地情報まで 陶工房編集部／編 誠文堂新光社 7510/S21/3

日本のやきもの鑑定入門 矢部良明／著 東京美術 7511/Y5/6
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書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

世界の美術館・博物館まるわかりガイド　あの名画や至宝は

ここにあった！
カルチャーランド／著 メイツ出版 700/C1/3

美術館にもぐりこめ！
さがらあつこ／文，さげさかのりこ

／絵
福音館書店 700/S5

美術館の本
（子ども向け）

美術館ってどんなところ？
フロランス・デュカトー／文，

シャンタル・ペタン／絵

西村書店東京出版編

集部
720/D3

うさこちゃんびじゅつかんへいく ディック・ブルーナ／ぶん／え 福音館書店 J/B6/29

ババールの美術館 ロラン・ド・ブリュノフ／さく 評論社 J/B22/14

びじゅつかんへいこう
ピーター・レイノルズ／絵，

スーザン・ベルデ／文
国土社 J/R121/12

ケイティのはじめての美術館 ジェイムズ・メイヒュー／作 サイエンティスト社 J/M444/5-7

足立美術館　四季の庭園美と近代日本画コレクション 足立美術館／監修 河出書房新社 7069/A6/2

美術館の本
(大人向け）

一日で鑑賞するルーヴル美術館 小池寿子，芸術新潮編集部／著 新潮社 7069/K21

国立美術館ガイド1～４ 国立美術館 7069/K30/1-1～4

日本縦断個性派美術館への旅 なかやまあきこ／写真・文 小学館 7069/N25

いのくまさん
猪熊弦一郎／絵，谷川俊太郎／

文
小学館 720/I6

ときめくせとうちミュージアム ＫＧ情報 K7069/T9

郷土の芸術を知ろう！ 20世紀の総合芸術家イサム・ノグチ イサム・ノグチ／[作] 平凡社 K7140/N2/111

もっと知りたいイサム・ノグチ　生涯と作品 新見 隆／著 東京美術 K7140/N2/114

猪熊弦一郎展　丸亀市猪熊弦一郎現代美術館所蔵作品による

どんなことをしても僕なんだ

第１５回共同巡回展実

行委員会
K7231/I1/36

白馬のゆくえ　小林萬吾と日本洋画５０年 朝日新聞社 K7231/I1/39
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書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

郷土の芸術を知ろう！ 木村忠太展 高松市美術館／ほか編 現代彫刻センター K7231/K/2

だれにもすぐにもできるデザイン技法 阿部 典英／著 青娥書房 720/A4

色でみつける名画の秘密

（みつけた！名画の楽しみ方と描き方２）
ロージー・ディキンズ／文 あかね書房 720/D4/1-2

（子ども向け） かんたんレベルアップ絵のかきかた　全3巻
女子美術大学付属高等学校／
[ほか］監修

汐文社 720/J1/1-1～3

楽しみながら才能を伸ばす！小学生の絵画とっておきレッスン ミノオカ・リョウスケ／監修 メイツ出版 720/M13

小学生のための絵手紙入門　全３巻 高村忠範／文・イラスト 汐文社 720/T5/2-１～3

絵をかこう！　デッサン・スケッチのコツ　全3巻 いなだゆかり／著 汐文社 720/T12/1-1～3

いろんな絵の具で絵をかこう！　（きょうからアーティスト１） フィオナ・ワット／編 フレーベル館 720/W2/1-1

空、木、動物かきわけテクニック！（きょうからアーティスト２） フィオナ・ワット／編 フレーベル館 720/W2/1-2

個性をひきだす表現法(まなぶたのしむイラストレーション　２) 吉田佳広／著 理論社 720/Y2/1-2

水彩画技法のいろいろ(まなぶたのしむイラストレーション　３) 吉田佳広／著 理論社 720/Y2/1-3

季節の絵手紙 寺西恵里子／作 汐文社 750/T24/3-2

発想力が豊かになるおえかきアート 鈴木 あきこ／著 主婦の友社 7240/S12/1-2

★絵を描いてみよう！
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透明水彩で描く花のスケッチノート 中島 清隆／著 グラフィック社 7244/N3/3

水彩画「下書き」の裏ワザ　こう描けば、そう見える！ 野村重存／著 青春出版社 7244/N9

（大人向け） 透明水彩で描く楽しい植物画12ケ月 高橋 京子／著 日貿出版社 7244/T4/3

スケッチ描き始めの一本 山田 雅夫／著 マール社 7250/Y2/2

ふんわりやさしいパステル画　パンパステルではじめる！ 船本清司，船本礼子／共著 マール社 7254/F1

すぐ上手くなるパステル画の描き方 立花千栄子／編著 誠文堂新光社 7254/T1

色えんぴつでかわいい鳥たち 秋草愛／著 パイインターナショナル 7255/A3/5

色えんぴつ画上達のポイント61 平尾 倫子／監修 メイツ出版 7255/H3/1-2

「わざ」をマスターしよう(写真がかっこよくとれる30のわざ　1巻) 塩見 徹／監修 くもん出版 740/S2/1-1

赤ちゃんのおひるねアート　ママがカメラマン！可愛い！ 青木水理／著 主婦の友社 7434/A5

孫を１００倍かわいく撮る　シニアのための写真塾 ＧＯＴＯ　ＡＫＩ，木村文平／監修 祥伝社 7434/G2

写真
雲の見本帳　基礎知識と見つけ方、撮り方がわかるビジュアルガ

イド
村井昭夫／著

エムディエヌコーポレー

ション
7435/M2

ことり写真のとり方 蜂巣文香／著 誠文堂新光社 7436/H2

へやねこそとねこ　カメラでパチリ ミゾタ ユキ／写真・文 日本写真企画 7436/M1

さんぽで撮ろう！都会のみぢかな野鳥たち 鈴木研二／写真・文 雷鳥社 7436/S2

印章 花の消しゴム印入門 深沢紅爐／著 日貿出版社 7390/F2

消しゴムで和のはんこ 我那覇陽子／〔著〕 雄鶏社 7390/G4

★いろんな作品を作ってみよう！
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ペンと色鉛筆で作るプラバンのアクセサリーBOOK スコレー／著 日東書院本社 750/S40

楽しいねんど　はじめてでもかんたん！全４巻 寺西恵里子／作 汐文社 750/T24/6-1～4

やきものの絵本　（つくってあそぼう　２９） 吉田明／へん 農山漁村文化協会 750/Y17

らくやきマーカーでつくるオリジナル食器  描いてオーブンで焼くだ

け！
ひとり暮らしをとことん楽しむ！／
編

主婦と生活社 7510/H9

型紙でかんたん陶芸歳時を彩る陶飾り　オーブン陶芸用粘土で

もできる！
両角香／著 誠文堂新光社 7510/M13

陶芸・粘土など ナチュラルな暮らしを彩るオーブン陶芸 雄鶏社 7510/O6/2

暮らしを楽しむオーブン陶芸 雄鶏社 7510/O6/3

今日からはじめるやさしい陶芸入門　気軽に焼きもの作りを楽し

む！
上村祥雄／著 金園社 7510/U3

はじめてのねんどアクセサリー　形を作って乾かすだけ陶器のよう

なブローチ、ピアス、ネックレス
アトリエ・ペルト／著 誠文堂新光社 7514/A3

樹脂粘土でつくるころんと可愛い和菓子アクセサリー
ｄｅｓｉｃｃｏ，ｏｎ　ｆｒｏｍ　ｈｏｍｅ／
著

日東書院本社 7514/D2

樹脂粘土でつくるミニチュアCaféごはん
Pan,Morning,Lunch,Tea
time,Dinner　fraise／著

日本ヴォーグ社 7514/F2

森井ユカの樹脂粘土で作るカワイイ！雑貨マスコット 森井ユカ／著 河出書房新社 7514/M7

粘土でつくるまんまるかわいい小鳥　ころころキュートな手乗りサ

イズの鳥ちゃん
ヨシオミドリ／著 日東書院本社 7514/M9

オーブン粘土のボタンとアクセサリー　こねて、まるめて、コロコロ

かわいい
相馬美穂／著 文化学園文化出版局 7514/S8

プラバンアクセサリー　型紙をなぞって焼くだけでできる
福家聡子／デザイン・制作
文化出版局／編

文化学園文化出版局 7519/F1/1-1

工作 だれでもアーティスト　自由研究の宝箱 ドーリング・キンダースリー社／編 岩波書店 700/D1

なんでも使ってアートしよう！（きょうからアーティスト３） フィオナ・ワット／編 フレーベル館 720/W2/1-3

6



書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

きせつの手づくり図鑑　秋（ハロウィンのかざり・豆本・落ち葉の紙

すきはがき）
峯村良子／作・絵 偕成社 750/M14/1-3

かんたん楽しい手づくり本　全３巻 水野真帆／作 岩崎書店 750/M16/1-1～3

どんどん!どんぐり工作　全３巻 まるばやし さわこ／作 汐文社 750/M22/1-1～3

まるごとどんぐりスペシャル おおたきれいこ／著 かもがわ出版 750/O16/2

工作 どこでもどんぐり おおたきれいこ／著 かもがわ出版 750/O16/3

楽しい！どんぐりまつぼっくり落ち葉の工作ＢＯＯＫ おさだのび子／著 ナツメ社 750/O21

ポップアップ・びっくりカード 寺西恵里子／作 汐文社 750/T24/3-3

はじめてでもかんたん!エコなリメイク　3（ジーンズ・古着　） 寺西 恵里子／作 汐文社 750/T24/7-3

図画工作deたのしい作品づくり ちぎり紙・きり紙・はり絵 国土社編集部／編集 国土社 750/S41/1-1

図画工作deたのしい作品づくり ステンシル 国土社編集部／編集 国土社 750/S41/1-2

とことん紙コップレシピ 野出 正和／著 チャイルド社 37615/T28/1-1

とことん紙皿レシピ 野出 正和／著 チャイルド社 37615/T28/1-2

とことんラッピングあそび 武田 真理恵／著 チャイルド社 37615/T28/1-3

花・木の実・藍・野菜・葉っぱのかんたん染めもの 春田 香歩／[著] 偕成社 750/H20

染色 草木染の絵本 山崎和樹／へん，川上和生／え 農山漁村文化協会 750/Y18/

藍染の絵本
山崎和樹／へん，
城芽ハヤト／え

農山漁村文化協会 750/Y18/2

四季のしぼり染め 近藤愛子／著 大月書店 7538/K12
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書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

染色 草木で染める 村上道太郎／著 大月書店 7538/M3/3

カッターであそぼう! 五味 太郎／著 KTC中央出版 750/G4

ビリビリ!チョキチョキ!大へんしん!切り紙あそび　全５巻 こどもくらぶ／編 ポプラ社 750/K43/1-1～5

つくろう!あそぼう!かたちともよう　切り紙・スタンプ・版画 むらかみ ひとみ／作 玉川大学出版部 750/M21

切り紙 こどもの切り紙　みんなでつくろう！　空のぼうけん 矢口加奈子／著 高橋書店 750/Y19

こどもの切り紙　みんなでつくろう！海のぼうけん 矢口加奈子／著 高橋書店 750/Y19/2

おりがみで春夏秋冬切り絵かざり いまいみさ／著 毎日新聞出版 7549/I17

考える力を育てる！園で人気の切り紙 辻雅／著 ＰＨＰ研究所 7549/T19/2

考える力をつける切り紙　親子で楽しむ!!，切って遊んで飾れる 寺西 恵里子／著 日東書院本社 7549/T20/4

つくってかざろう！きせつのおりがみ　３（あき　ブドウ・トンボ・ドング

リ）
朝日勇，津留見裕子／指導 学研教育出版 750/A9/2-3

おりがみでごっこあそび　ほんものそっくり!おみせやさん いしかわ まりこ／著 主婦の友社 750/I13/5

おりがみ 親子でつくろう！はじめてのおりがみ　アイデアいっぱい１００作品 小林一夫／監修 朝日新聞出版 750/K14/6

恐竜のおりがみ　子供も大人もリアルな仕上がりを楽しめる 川畑 文昭／著 誠文堂新光社 750/K24/3

写真でわかる!決定版3～5才のおりがみ 山口 真／著 西東社 750/Y8/13

おりがみでおはなやさん いまいみさ／著 毎日新聞社 750/I10/11

かざれる!あそべる!春夏秋冬おりがみおもちゃ いまい みさ／著 ベストセラーズ 750/I10/14

カンタン!かわいい!おりがみあそび　全4巻 いしかわ まりこ／作 岩崎書店 750/I13/3-1～4
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書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

やさしいおりがみ 主婦の友社／編 主婦の友社 750/S24/3

親子で遊べる３～５才のだいすき！おりがみ 新宮文明／著 高橋書店 750/S35

親子で遊べる５～７才のだいすき！おりがみ 新宮文明／著 高橋書店 750/S35/2

おりがみ 親子で！みんなで！遊べるおりがみ１５３ 新宮文明／著 西東社 750/S35/3

大人気!!親子であそべるかわいい!おりがみ 新宮 文明／著 高橋書店 750/S35/4

大人気!!親子であそべるかっこいい!おりがみ 新宮 文明／著 高橋書店 750/S35/5

おりがみ１２か月　３（あき） 寺西恵里子／作 汐文社 750/T24/4-3

スーホの白い馬　モンゴル民話 大塚勇三／再話，赤羽末吉／画 福音館書店 J/A1/2

旅の絵本 安野光雅／〔作〕 福音館書店 J/A3/13

国際アンデルセン賞
受賞作家の本

みならい騎士とブーツどろぼう クエンティン・ブレイク／作・絵 好学社 J/B16/30

くまさんのおたすけえんぴつ アンソニー・ブラウン／さく ＢＬ出版 J/B100/23

王女さまは４時におみえになる
ヴォルフディートリヒ・シュヌレ／文，
ロートラウト・ズザンネ・ベルナー／絵

偕成社 J/B197/2

死神さんとアヒルさん ヴォルフ・エァルブルッフ／作・絵 草土文化 J/E27/7

せかいはいったいだれのもの？
トム・ポウ／ぶん，
ロバート・イングペン／え

評論社 J/I79/3

百年の家
ロベルト・インノチェンティ／絵，
Ｊ．パトリック・ルイス／作

講談社 J/I86/4

★絵本でアートを楽しもう！
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書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

１２月くんの友だちめぐり
ミーシャ・ダミヤン／文，
ドゥシャン・カーライ／絵

西村書店 J/K262/3

ぼくはくまのままでいたかったのに
イエルク・シュタイナー／文，
イエルク・ミュラー／絵

ほるぷ出版 J/M75/2

国際アンデルセン賞
受賞作家の本

ちいさなタグボートのバラード
ヨシフ・ブロツキー／詩，
イーゴリ・オレイニコフ／絵

東京外国語大学出版
会

J/O291

小さな花の王様 パツォウスカー／作・絵 太平社 J/P55/3

マドレンカ　サッカーだいすき！ ピーター・シス／作 ＢＬ出版 J/S222/19

すてきな三にんぐみ トミー＝アンゲラー／さく 偕成社 J/U1/22

げんきをだしてねかえるくん マックス・ベルジュイス／文と絵 セーラー出版 J/V2/17

ライオンと一角獣とわたし
ジャネット・ウィンターソン／文，
リスベート・ツヴェルガー／絵

ＢＬ出版 J/Z9/21

おやゆびひめ
ハンス・クリスチャン・アンデルセン
／作，スベン・オットー／絵

童話館出版 J/O23/25

ちいさいおうち
ばーじにあ・りー・ばーとん／ぶん
とえ

岩波書店 J/B1/23

マドレーヌといぬ
ルドウィッヒ・ベーメルマンス／作・
画

福音館書店 J/B4/2

コールデコット賞受賞作 おーい、こちら灯台 ソフィー・ブラッコール／さく 評論社 J/B314/8

プーさんとであった日　世界でいちばんゆうめいなクマのほんとう

にあったお話
リンジー・マティック／ぶん，
ソフィー・ブラッコール／え

評論社 J/B314/6

走れ!!機関車 ブライアン・フロッカ／作 絵 偕成社 J/F196/2

綱渡りの男 モーディカイ・ガースティン／作 小峰書店 J/G144
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書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

まんまるおつきさまをおいかけて ケビン・ヘンクス／作・絵 福音館書店 J/H179/7

よるのいえ
スーザン・マリー・スワンソン／文，
ベス・クロムス／絵

岩波書店 J/K464/2

ちがうねん ジョン・クラッセン／作 クレヨンハウス J/K604/14

すばらしいとき
ロバート・マックロスキー／ぶんと
え

福音館書店 J/M5/16

コールデコット賞受賞作 ライオンとねずみ　イソップものがたり ジェリー・ピンクニー／作 光村教育図書 J/P61/5

はなうたウサギさん エリック・ローマン／作 ＢＬ出版 J/R75/2

こんにちは・さようならのまど
ノートン・ジャスター／文，クリス・
ラシュカ／絵

ＢＬ出版 J/R83/7

ロバのシルベスターとまほうの小石 ウィリアム・スタイグ／さく 評論社 J/S9/22

エイモスさんがかぜをひくと
フィリップ・Ｃ．ステッド／文，
エリン・Ｅ．ステッド／絵

光村教育図書 J/S589

ビークル　ゆめのこどものおはなし ダン・サンタット／作 ほるぷ出版 J/S693

漂流物 デイヴィッド・ウィーズナー／作 ＢＬ出版 J/W73/13

マグノリアおじさん クエンティン・ブレイク／作・絵 好学社 J/B16/27

すきですゴリラ アントニー・ブラウン／作・絵 あかね書房 J/B100/2

ケイト・グリーナウェイ賞
受賞作

どうぶつえん アンソニー・ブラウン／作 平凡社 J/B100/13

くじらの歌ごえ
イアン・シェルダン／作，
ゲイリー・ブライズ／絵

ブックローン出版 J/B131

さよならをいえるまで
マーガレット・ワイルド／ぶん，
フレヤ・ブラックウッド／え

岩崎書店 J/B310

11



書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

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

いやだあさまであそぶんだい ヘレン・クーパー／さく アスラン書房 J/C69/3

ぜったいたべないからね ローレン・チャイルド／作 フレーベル館 J/C77/13

ケイト・グリーナウェイ賞
受賞作

ねむれないの？ちいくまくん
マーティン・ワッデル／ぶん，バー
バラ・ファース／え

評論社 J/F66

オオカミ エミリー・グラヴェット／作 小峰書店 J/G160

やったねカメレオンくん
ウェニイー・ハディシィ／ぶん，
エイドリエンヌ・ケナウェイ／え

評論社 J/K259/4

ハイワサのちいさかったころ
ヘンリー・ワズワーズ・ロングフェロー／
ぶん，エロール・ル・カイン／え

ほるぷ出版 J/L16/13

ブラック・ドッグ レーヴィ・ピンフォールド／作 光村教育図書 J/P154

こどものなかま レイン・スミス／作 BL出版 J/S233/16

うみべのまちで
ジョアン・シュウォーツ／文，
シドニー・スミス／絵

BL出版 J/S664/2

このまちのどこかに シドニー・スミス／さく 評論社 J/S664/4

こころの家
キム・ヒギョン／文，
イヴォナ・フミエレフスカ／絵

岩波書店 J/C220

やくそく
ニコラ・デイビス／文，
ローラ・カーリン／絵

ＢＬ出版 J/C226

ボローニャ国際
児童図書賞受賞作

ひみつの川
マージョリー・キナン・ローリングズ
／文，レオ・ディロン／絵

ＢＬ出版 J/ D12/8

ルウとリンデン旅とおるすばん 小手鞠るい／作，北見葉胡／絵 講談社 J/K465/16

まちがいなんてないよ コリーナ・ルウケン／絵と文 新評論 J/L195

よるのかえりみち みやこしあきこ／作 偕成社 J/M541/7
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書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

ボローニャ国際
児童図書賞受賞作

どっとこどうぶつえん 中村至男／さく 福音館書店 J/N291

世界のまんなかの島 エミリー・ヴァスト／作 ほるぷ出版 J/V31

クレーの絵本
パウル・クレー／絵，谷川俊太郎
／詩

講談社 720/K9

うちゅうたまご 荒井良二／作・絵 イースト・プレス J/A53/58

レム　夢の旅 イシュトバン・バンニャイ／著 翔泳社 J/B209

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

ほるぷ出版 J/C15/8

銀河鉄道の夜
宮沢賢治／原作，藤城清治／絵
と文

講談社 J/F9/4

かっきくけっこ
谷川俊太郎／さく，堀内誠一／
え

くもん出版 J/H3/53-2

画家・イラストレーターの
絵本

トラといっしょに
ダイアン・ホフマイアー／文，ジェ
シー・ホジスン／絵

徳間書店 J/H486

ベルナルさんのぼうし 今井彩乃／文・絵 ＢＬ出版 J/I227/6

本の子
オリヴァー・ジェファーズ／作，
サム・ウィンストン／作

ポプラ社 J/J55/8

あいであ こうのあおい／著 ＫＴＣ中央出版 J/K673

あおくんときいろちゃん レオ・レオニ／作 至光社 J/L4/14

せんをたどって
ローラ・ユンクヴィスト／さく，
ふしみみさを／やく

講談社 J/L148

あかいふうせん イエラ・マリ／作 ほるぷ出版 J/M21/4

きりのなかのサーカス ブルーノ・ムナーリ／作 フレーベル館 J/M95/7

ちいさな１ アン・ランド，ポール・ランド／作 ほるぷ出版 J/R69/2
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書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

うるさく,しずかに,ひそひそと　音がきこえてくる絵本
ロマナ・ロマニーシン／著，
アンドリー・レシヴ／著

河出書房新社 J/R185

くも 新宮晋／作 文化出版局 J/S74/2

まばたき 穂村弘／作，酒井駒子／絵 岩崎書店 J/S395/14

ジス・イズ・ロンドン ミロスラフ・サセック／著
ＳＰＡＣＥ　ＳＨＯＷＥＲ
ＢＯＯＫｓ

J/S488/22

画家・イラストレーターの
絵本

ぼくのおじいちゃん カタリーナ・ソブラル／さく KTC中央出版 J/S681

とけいのあおくん エリザベス・ロバーツ／さく 福音館書店 J/T396/4

アライバル ショーン・タン／著 河出書房新社 J/T412

ぶた ユリア・ヴォリ／作 文渓堂 J/V1

たまご ガブリエル・バンサン／作 ブックローン出版 J/V8/12

あなたをまつあいだに エミリー・ヴァスト／作 ほるぷ出版 J/V31

どうぶつたちはしっている
イーラ／写真，マーガレット・ワイ
ズ・ブラウン／文

文遊社 J/Y44/5

きんぎょ ユ・テウン／作 セーラー出版 J/Y234/2
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