
「おかあさん　おとうさん　ありがとう 」（令和２年５月～令和２年６月展示）

本のタイトル 著者 出版者 出版年

お父さんのバイオリン ほしおさなえ／作 徳間書店 2011.11 913 ﾎｼｵ 児童

ポケットのないカンガルー エミイ・ペイン／さく 偕成社 1994.8 E ﾍｲﾝ 児童

ちいさなヒッポ マーシャ・ブラウン／さく 偕成社 1984.1 E ﾌﾗｳ 児童

めっきらもっきらどおんどん 長谷川摂子／作 福音館書店 1990.3 E ﾊｾｶ 児童

かいじゅうたちのいるところ モーリス・センダック／さく 冨山房 1975.12 E ｾﾝﾀ 児童

あまのじゃくなかえる イ・サンベ／ぶん 少年写真新聞社 2005.2 E ｲ 児童

ブルーベリーもりでのプッテのぼうけん エルサ・ベスコフ／文・絵 福音館書店 1977.5 E ﾍｽｺ 児童

サリーのこけももつみ ロバート・マックロスキー／文・絵 岩波書店 1986.5 E ﾏﾂｸ 児童

おおかみと七ひきのこやぎ フェリクス・ホフマン／え 福音館書店 1967.4 E ｸﾘﾑ 児童Ｆ

おとうさんといっしょに 白石清春／さく 福音館書店 1995.10 E ｼﾗｲ 児童

おとうさん 秋山とも子／さく 福音館書店 1984.6 E ｱｷﾔ 児童

おとうさんがおとうさんになった日 長野ヒデ子／作 童心社 2002.5 E ﾅｶﾉ 読みメン

ひゃくにんのおとうさん 譚小勇／文 福音館書店 2014.10 E ﾀﾝ 児童Ｆ

おとうさんをまって 片山令子／さく 福音館書店 2007.11 E ｶﾀﾔ 読みメン

スモールさんはおとうさん ロイス・レンスキー／ぶん・え 福音館書店 199002 E ﾚﾝｽ 児童

おとうさんあそぼう わたなべしげお／ぶん 福音館書店 1986.9 E ﾜﾀﾅ 児童

かえってきたおとうさん エルサ・ミナリック／ぶん 福音館書店 1979.5 E ﾐﾅﾘ 児童

おとうさんとぼく ｅ．ｏ．プラウエン／作 岩波書店 2018.7 726 ﾌﾗｳ 児童

お父さんのＶ（ブイ）サイン そうまこうへい／作 小峰書店 2012.6 913 ｿｳﾏ 児童

絵でわかるこどものせいかつずかん　１ 子どもの生活科学研究会／編 合同出版 2012.3 590 ｴﾃﾜ-1 児童

絵でわかるこどものせいかつずかん　２ 子どもの生活科学研究会／編 合同出版 2012.3 590 ｴﾃﾜ-2 児童
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絵でわかるこどものせいかつずかん　３ 子どもの生活科学研究会／編 合同出版 2012.3 590 ｴﾃﾜ-3 児童

絵でわかるこどものせいかつずかん　４ 子どもの生活科学研究会／編 合同出版 2012.3 590 ｴﾃﾜ-4 児童

包丁を使わないで作るごはん 寺西　恵里子／著 日東書院本社 2017.2 596 ﾃﾗﾆ 児童

火を使わないで作るごはん 寺西　恵里子／著 日東書院本社 2016.11 596 ﾃﾗﾆ 児童

一人前になるための家事の図鑑 家事の図鑑の会／編 岩崎書店 2014.9 590 ｲﾁﾆ 児童

おてつだいの絵本 辰巳渚／作 金の星社 2014.9 590 ﾀﾂﾐ 児童

きみもなれる！家事の達人　１ こどもくらぶ／編 少年写真新聞社 2015.11 590 ｷﾐﾓ-1 児童

きみもなれる！家事の達人　２ こどもくらぶ／編 少年写真新聞社 2015.12 590 ｷﾐﾓ-2 児童

きみもなれる！家事の達人　３ こどもくらぶ／編 少年写真新聞社 2016.1 590 ｷﾐﾓ-3 児童

きみもなれる！家事の達人　４ こどもくらぶ／編 少年写真新聞社 2016.2 590 ｷﾐﾓ-4 児童

おとうさんの庭 ポール・フライシュマン／文 岩波書店 2006.9 E ﾌﾗｲ 児童

おふろだ、おふろだ！ わたなべしげお／ぶん 福音館書店 1986.9 E ﾜﾀﾅ 児童

おとうさんおかえり マーガレット・ワイズ・ブラウン／文 ブロンズ新社 2011.2 E ﾌﾗｳ 児童

もりのなか マリー・ホール・エッツ／ぶん 福音館書店 1963.12 E ｴﾂﾂ 児童

きはなんにもいわないの 片山健／〔作〕 学習研究社 2005.10 E ｶﾀﾔ 児童

パパ、お月さまとって！ エリック・カール／さく 偕成社 198611 E ｶﾙ 児童

スモールさんはおとうさん ロイス・レンスキー／ぶん・え 童話館出版 2004.9 E ﾚﾝｽ 読みメン

あそぼうあそぼうおとうさん 浜田桂子／さく 福音館書店 1997.5 E ﾊﾏﾀ 児童

ぼくのなまえはへいたろう 灰島　かり／文 福音館書店 2018.6 E ﾊｲｼ 児童

おとうさん シャーロット・ゾロトウ／文 童話屋 2009.4 E ｿﾛﾄ 児童

おとうさんはひつじかい 白根美代子／さく 福音館書店 2005.1 E ｼﾗﾈ 児童

てのひらおんどけい 浜口哲一／ぶん 福音館書店 2008.4 E ﾊﾏｸ 児童

こすずめのぼうけん ルース・エインワース／作 福音館書店 1977.4 E ｴｲﾝ 読みメン

おかあさんだいすき 光吉夏弥／訳・編 岩波書店 1980.11 E ﾌﾗﾂ 児童
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おとうさんの手 まはら三桃／作 講談社 2011.5 913 ﾏﾊﾗ 児童

おとうさんおはなしして 佐野洋子／作・絵 理論社 2013.7 913 ｻﾉ 児童

きのうの夜、おとうさんがおそく帰った、そのわけは…市川宣子／作 ひさかたチャイルド 2010.3 913 ｲﾁｶ 児童

おとうさんもういっかい　１ はたこうしろう／作 アリス館 2013.6 E ﾊﾀ-1 読みメン

おとうさんもういっかい　２ はたこうしろう／作 アリス館 2013.7 E ﾊﾀ-2 読みメン

おとうさんもういっかい　３ はたこうしろう／作 アリス館 2013.8 E ﾊﾀ-3 読みメン

うずらちゃんのかくれんぼ きもとももこ／さく 福音館書店 1994.2 E ｷﾓﾄ 児童

ぼくのかあさん ヒュー・ルーウィン／文 すぐ書房 1989.8 E ﾙｳｲ 児童

じゃがいもかあさん アニータ・ローベル／さく 偕成社 1982.7 E ﾛﾍﾙ 児童

こぐまのくまくん エルサ・ミナリック／ぶん 福音館書店 1982.3 E ﾐﾅﾘ 児童

おかあさんといっしょ 薮内正幸／作 福音館書店 1985.4 E ﾔﾌｳ 児童

おなかがいたいこねずみ 征矢清／文 福音館書店 2014.2 E ﾔﾏｳ 児童

スモールさんはおとうさん ロイス・レンスキー／ぶん・え 童話館出版 2004.9 E ﾚﾝｽ 読みメン

おとうさんといっしょに 白石清春／さく 福音館書店 1995.10 E ｼﾗｲ 児童

ママはびようしさん アンナ・ベングトソン／さく 福音館書店 2013.6 E ﾍﾝｸ 児童

くろねこかあさん 東君平／作 福音館書店 1988.12 E ﾋｶｼ 児童

かあさんふくろう イーディス・サッチャー・ハード／作 偕成社 2012.7 E ﾊﾄ 児童

おかあさんとあかちゃん 中谷千代子／ぶん・え 福音館書店 1983.11 E ﾅｶﾀ 児童

ママ、ママ、おなかがいたいよ レミイ・チャーリップ／さく・え 福音館書店 1981.11 E ﾁﾔﾘ 児童

ままですすきですすてきです 谷川俊太郎／ぶん 福音館書店 1992.2 E ﾀﾆｶ 児童

うさぎさんてつだってほしいの シャーロット・ゾロトウ／ぶん 冨山房 1963.4 E ｿﾛﾄ 児童

かずちゃんのおつかい 石井桃子／文 福音館書店 1989.8 E ｲｼｲ 児童

おかあさんとおつかい 小沢良吉／さく 福音館書店 1993.5 E ｵｻﾜ 児童

ピリカ、おかあさんへの旅 越智典子／文 福音館書店 2006.7 E ｵﾁ 児童
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きのぼりこねこ 金尾恵子／さく 福音館書店 199411 E ｶﾅｵ 児童

ウーフはあかちゃんみつけたよ 神沢利子／作 ポプラ社 1984.1 E ｶﾝｻ 児童

どうぶつのおかあさん 小森厚／ぶん 福音館書店 1981.10 E ｺﾓﾘ 児童

きょうはなんのひ？ 瀬田貞二／作 福音館書店 1979.8 E ｾﾀ 児童

おかあさんがおかあさんになった日 長野ヒデ子／さく 童心社 1993.7 E ﾅｶﾉ 児童

のっぽのサラ パトリシア・マクラクラン／作 徳間書店 2003.9 933 ﾏｸﾗ 児童

ラモーナとおかあさん べバリイ・クリアリー／作 学習研究社 2001.12 933 ｸﾘｱ 児童

わんぱくきょうだい大作戦 マヤ・ヴォイチェホフスカ／作 岩波書店 1997.3 933 ｳｵｲ 児童

わたしお母さんになったら 鹿島和夫／編 理論社 199712 911 ﾜﾀｼ 児童
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