
「ちいさい秋みーつけた！」　（令和元年９・１０月展示）

本のタイトル 著者 出版者 出版年

学校のまわりの植物ずかん おくやまひさし／文・写真 ポプラ社 2005.3 470 ｵｸﾔ-3 児童

ミシンなしでかんたん！季節の手芸 Ｃ・Ｒ・Ｋｄｅｓｉｇｎ／著 理論社 2017.9 594 ｼｱﾙ-3 児童

きせつの手づくり図鑑 峯村良子／作・絵 偕成社 2011.3 594 ﾐﾈﾑ 児童

秋のスイーツ 大森いく子／著 金の星社 2011.3 596 ｵｵﾓ 児童

秋のおやつ 伝統おやつ研究クラブ／編 偕成社 2016.7 596 ｻﾝｼ-3 児童

おだんご先生のおいしい！手づくり和菓子 芝崎本実／著 童心社 2015.3 596 ｼﾊｻ 児童

１５分でカフェごはん しらいし　やすこ／著 理論社 2016.10 596 ｼﾗｲ 児童

かわいくつくっちゃおう！かんたんクッキング１２か月 トモコ＝ガルシア／作 岩崎書店 2016.9 596 ﾄﾓｺ-5 児童

いっしょにつくろう！季節をたべる秋の保存食・行事食 濱田美里／著 アリス館 2014.9 596 ﾊﾏﾀ 児童

干したから… 森枝卓士／写真・文 フレーベル館 2016.3 596 ﾓﾘｴ 児童

柿の木 宮崎学／著 偕成社 2006.10 625 ﾐﾔｻ 児童

パンプキン ケン・ロビンズ／写真＆文 ＢＬ出版 2007.10 626 ﾛﾋﾝ 児童

どんぐりノート いわさゆうこ／作 文化出版局 199510 657 ｲﾜｻ 児童

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 2010.10 657 ｵｵﾀ 児童

日本どんぐり大図鑑 徳永桂子／著 偕成社 2004.3 657 ﾄｸﾅ 児童

ハロウィンの犬 村上しいこ／作 講談社 2013.8 913 ﾑﾗｶ 児童

ハロウィンにきえたねこ マージョリー・ワインマン・シャーマット／ぶん大日本図書 2013.10 933 ｼﾔﾏ 児童

ノーラ、１２歳の秋 アニカ・トール／作 小峰書店 2002.9 949 ﾄﾙ 児童

おおきなおおきなおいも 市村久子／〔著〕 福音館書店 1982.04 E ｱｶﾊ 児童

魔女たちのハロウィーン エイドリアン・アダムズ／作 佑学社 1993.10 E ｱﾀﾑ 児童

魔女たちのパーティ ロンゾ・アンダーソン／作 佑学社 1981.11 E ｱﾝﾀ 児童

鳥取県立図書館
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パパといっしょに イ・サンクォン／文 アートン 2004.9 E ｲ 児童

くりひろい 厳大椿／文 福音館書店 1996.01 E ｲｴﾝ 児童

やまのたけちゃん 石井桃子／文 岩波書店 1980.11 E ｲｼｲ 児童

ならこのかきのき 伊藤昭／さく・え 福音館書店 1986.11 E ｲﾄｳ 児童

なぞなぞな～に いまきみち／さく 福音館書店 1995.05 E ｲﾏｷ 児童

１４ひきのあきまつり いわむらかずお／さく 童心社 1992.10 E ｲﾜﾑ 児童

１４ひきのおつきみ いわむらかずお／さく 童心社 1988.06 E ｲﾜﾑ 児童

１４ひきのひっこし いわむらかずお／さく 童心社 1983.07 E ｲﾜﾑ 児童

１４ひきのやまいも いわむらかずお／さく 童心社 1984.07 E ｲﾜﾑ 児童

あきのひのむしまつり 歌田典子／文 福音館書店 2006.4 E ｳﾀﾀ 児童

りすのクラッカー ルース・エインワース／作 福音館書店 1989.10 E ｴｲﾝ 児童

こぐまのむっく 小野かおる／さく・え 福音館書店 1999.04 E ｵﾉ 児童

ひがんばな 甲斐信枝／さく 福音館書店 1982.05 E ｶｲ 児童

とんぼのうんどうかい 加古里子／絵・文 偕成社 1982.08 E ｶｺ 児童

コッコさんのかかし 片山健／〔著〕 福音館書店 1996.04 E ｶﾀﾔ 児童

うらやまのエゾリス 金田正実／文・写真 福音館書店 2013.12 E ｶﾈﾀ 児童

きたのもりのシマリスくん 川道美枝子／ぶん 福音館書店 2003.2 E ｶﾜﾐ 児童

あくたれラルフのハロウィン ジャック・ガントス／さく ＰＨＰ研究所 2016.9 E ｶﾝﾄ 児童

いねかりやすみ 菊池日出夫／さく 福音館書店 1991.01 E ｷｸﾁ 児童

しきしきむらのあき 木坂涼／文 岩波書店 2005.10 E ｷｻｶ 児童

カボチャばたけのはたねずみ 木村晃彦／さく 福音館書店 2015.04 E ｷﾑﾗ 児童

かぼちゃスープ ヘレン・クーパー／さく アスラン書房 2002.4 E ｸﾊ 児童

二ほんのかきのき 熊谷元一／さく・え 福音館書店 1982.08 E ｸﾏｶ 児童
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秋は林をぬけて 小泉るみ子／作・絵 ポプラ社 2001.10 E ｺｲｽ 児童

なっちゃんもついてこーい こいでやすこ／さく 福音館書店 2009.10 E ｺｲﾃ 児童

やまこえのこえかわこえて こいでやすこ／さく 福音館書店 2001.10 E ｺｲﾃ 児童

どんぐり こうやすすむ／さく 福音館書店 1988.05 E ｺｳﾔ 児童

どんぐりかいぎ こうやすすむ／文 福音館書店 1995.09 E ｺｳﾔ 児童

あかとんぼのたび 小林清之介／ぶん 福音館書店 1989.07 E ｺﾊﾔ 児童

ぼくの村にサーカスがきた 小林豊／作・絵 ポプラ社 1996.11 E ｺﾊﾔ 児童

さつまいも 小宮山洋夫／さく 福音館書店 2015.04 E ｺﾐﾔ 児童

どんぐりだんご 小宮山洋夫／作 福音館書店 1987.01 E ｺﾐﾔ 児童

ばばばあちゃんのやきいもたいかい さとうわきこ／作 福音館書店 2000.10 E ｻﾄｳ 児童

くりくりくりひろい 澤口たまみ／ぶん 福音館書店 2017.10 E ｻﾜｸ 児童

かやねずみのちゅるり 白石久美子／さく 福音館書店 2009.10 E ｼﾗｲ 児童

たべられるきのみ 菅原久夫／文 福音館書店 1993.10 E ｽｶﾜ 児童

ぽととんもりのゆうびんきょく 杉本深由起／さく 福音館書店 2016.11 E ｽｷﾓ 児童

くさむらむらのおつきみまつり カズコ・Ｇ．ストーン／さく 福音館書店 2015.04 E ｽﾄﾝ 児童

おおきくなりたいこりすのもぐ 征矢清／ぶん 福音館書店 2009.4 E ｿﾔ 児童

つんつくせんせいとふしぎなりんご たかどのほうこ／さく・え フレーベル館 2002.9 E ﾀｶﾄ 児童

びっくりまつぼっくり 多田多恵子／ぶん 福音館書店 2010.9 E ﾀﾀ 児童

みほといのはなぼうず 筒井頼子／さく 福音館書店 2001.4 E ﾂﾂｲ 児童

りすとかしのみ 坪田譲治／文 岩波書店 1956.12 E ﾂﾎﾀ 児童

ハロウィーンってなぁに？ クリステル・デモワノー／作 主婦の友社 2006.10 E ﾃﾑﾜ 児童

どんぐりころころ 片野隆司／写真撮影 ひさかたチャイルド 2007.9 E ﾄﾝｸ 児童

ぐりとぐら なかがわりえこ／著 福音館書店 1967.1 E ﾅｶｶ 児童
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ずいとん先生と化けの玉 那須正幹／文 童心社 2003.12 E ﾅｽ 児童

どんぐりひろい なとりちづ／文 福音館書店 2005.4 E ﾅﾄﾘ 児童

あきいろのホネホネさん にしむらあつこ／さく・え 福音館書店 2008.9 E ﾆｼﾑ 児童

こりすのかくれんぼ 西村豊／著 あかね書房 2013.10 E ﾆｼﾑ 児童

干し柿 西村豊／写真・文 あかね書房 2006.10 E ﾆｼﾑ 児童

タンタンコロリン 沼野正子／さく 福音館書店 2015.04 E ﾇﾏﾉ 児童

木の実のなるころ ジル・バークレム／作 講談社 1981.05 E ﾊｸﾚ 児童

ことろのばんば 長谷川摂子／ぶん 福音館書店 199311 E ﾊｾｶ 児童

ひらひら　ころころ　あきまつり 長谷川摂子／ぶん 福音館書店 2000.1 E ﾊｾｶ 児童

きのこ 埴沙萠／写真・文 ポプラ社 2011.9 E ﾊﾆ 児童

いつかどんぐりの木が イヴ・バンティング／作 岩崎書店 2000.10 E ﾊﾝﾃ 児童

やまなしもぎ 平野直／再話 福音館書店 1977.11 E ﾋﾗﾉ 児童Ｆ

きょうはハロウィン 平山　暉彦／さく 福音館書店 2016.9 E ﾋﾗﾔ 児童

落ち葉 平山和子／文と絵 福音館書店 2005.9 E ﾋﾗﾔ 児童

リベックじいさんのなしの木 テオドール・フォンターネ／文岩波書店 2006.5 E ﾌｵﾝ 児童

モグラくんとセミのこくん ふくざわゆみこ／さく 福音館書店 2011.6 E ﾌｸｻ 児童

子リスのアール ドン・フリーマン／さく ＢＬ出版 2006.11 E ﾌﾘﾏ 児童

どんぐりのぼうけん エルサ・ベスコフ／作 文化出版局 1983.08 E ﾍｽｺ 児童

どんぐりぼうやのぼうけん エルサ・ベスコフ／さく・え 童話館出版 1997.10 E ﾍｽｺ 児童

エミリーときんのどんぐり イアン・ベッグ／作 徳間書店 1995.01 E ﾍﾂｸ 児童

わいわいきのこのおいわいかい タチヤーナ・マーヴリナ／絵 カランダーシ 2015.11 E ﾍﾄﾙ 児童

りすのナトキンのおはなし ビアトリクス・ポター／さく・え福音館書店 2002.10 E ﾎﾀ-10 児童

アンジェリーナのハロウィーン キャサリン・ホラバード／文 講談社 2007.9 E ﾎﾗﾊ 児童
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本のタイトル 著者 出版者 出版年 請求記号

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 1986.05 E ﾏﾂｸ 児童

くんちゃんはおおいそがし ドロシー・マリノ／著 ペンギン社 1983.01 E ﾏﾘﾉ 児童

どんぐりと山猫 宮沢賢治／作 パロル舎 1979.05 E ﾐﾔｻ 児童

ねずみのマウスキンときんいろのいえ エドナ・ミラー／さく さ・え・ら書房 1981.07 E ﾐﾗ 児童

ゆっくりくまさん 森比左志／さく 福音館書店 2003.9 E ﾓﾘ 児童

もりのてぶくろ 八百板洋子／ぶん 福音館書店 2010.9 E ﾔｵｲ 児童

かき 矢間芳子／さく 福音館書店 2004.01 E ﾔｻﾏ 児童

つきよのおんがくかい 山下洋輔／文 福音館書店 1999.02 E ﾔﾏｼ 児童

ねずみのいもほり 山下　明生／作 ひさかたチャイルド 1997.8 E ﾔﾏｼ 児童

おおいそがし、こいそがし ユン・クビョン／文 平凡社 2003.10 E ﾕﾝ 児童

はこねのやまのとざんでんしゃ 横溝英一／さく 福音館書店 1989.11 E ﾖｺﾐ 児童

りすのはなし ブライアン・ワイルドスミス／さく・えらくだ出版 1988.07 E ﾜｲﾙ 児童
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