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だれでもアーティスト　 ドーリング・キンダースリー社／編 岩波書店 2013.2 700 ﾀﾚﾃ 児童

美術館ってどんなところ？　 フロランス・デュカトー／文 西村書店東京出版編集部 2013.7 706 ﾃﾕｶ 児童

ミッフィーとほくさいさん　 菊地　敦己／構成 美術出版社 2016.5 721 ｸﾆｲ 児童

ミッフィーとフェルメールさん　 国井美果／文 美術出版社 2012.6 723 ｸﾆｲ 児童

ミッフィーとマティスさん　 国井美果／文 美術出版社 2013.12 723 ｸﾆｲ 児童

セザンヌとスーラ　 小手鞠るい／文 博雅堂出版 2000.8 723 ｺﾃﾏ 児童Ｌ

音楽だいすき　 翠川敬基／文 福音館書店 199210 760 ﾐﾄﾘ 児童

サティさんはかわりもの　 Ｍ．Ｔ．アンダーソン／文 ＢＬ出版 2004.9 762 ｱﾝﾀ 児童

音楽のあゆみと音の不思議　１ 小村　公次／著 大月書店 2018.7 762 ｵﾑﾗ-1 児童

音楽のあゆみと音の不思議　２ 小村　公次／著 大月書店 2019.2 762 ｵﾑﾗ-2 児童

音楽のあゆみと音の不思議　３ 小村　公次／著 大月書店 2019.3 762 ｵﾑﾗ-3 児童

きみの楽器はどんな音　 繁下和雄／文 福音館書店 199210 763 ｼｹｼ 児童

絵本ワニのオーケストラ入門　 ドナルド・エリオット／文 岩波書店 198303 764 ｴﾘｵ 児童

楽しいオーケストラ図鑑　 東京フィルハーモニー交響楽団／監修 小学館 2018.1 764 ﾀﾉｼ 児童

こどもたちのオーケストラ入門　 矢吹申彦／文・絵 評論社 199004 764 ﾔﾌｷ 児童

山田和樹とオーケストラのとびらをひらく　 山田和樹／著 アリス館 2013.12 764 ﾔﾏﾀ 児童

オーケストラの絵本　 ロバート・レヴァイン／文 プレジデント社 2014.2 764 ﾚｳｱ 児童

うたえほん　 つちだよしはる／え グランまま社 1988.4 767 ｳﾀｴ-1 児童

うたえほん　２ つちだよしはる／え グランまま社 198904 767 ｳﾀｴ-2 児童

うたえほん　３ つちだよしはる／え グランまま社 2001.12 767 ｳﾀｴ-3 児童

えもじ　 谷川俊太郎／文 福音館書店 2005.4 801 ﾀﾆｶ 児童

ミュージカルスパイス　 岡田淳／作 理論社 199912 913 ｵｶﾀ 児童
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わすれものの森　 岡田淳／作 ＢＬ出版 2015.6 913 ｵｶﾀ 児童

またね、かならず　 草野　たき／作 岩崎書店 2019.1 913 ｸｻﾉ 児童

すずかけ荘のピアニスト　 西村友里／作 朝日学生新聞社 2011.1 913 ﾆｼﾑ 児童

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

セロひきのゴーシュ　 宮沢賢治／作 福音館書店 198303 913 ﾐﾔｻ 児童

セロ弾きのゴーシュ　 宮沢賢治／原作 あすなろ書房 2015.1 913 ﾐﾔｻ 児童

セロ弾きのゴーシュ　 宮沢賢治／作 古今社 2003.11 913 ﾐﾔｻ 児童

ムーンレディの記憶　 Ｅ．Ｌ．カニグズバーグ／作 岩波書店 2008.1 933 ｶﾆｸ 児童

ピアノ調律師　 Ｍ．Ｂ．ゴフスタイン／作・絵 現代企画室 2012.11 933 ｺﾌｽ 児童

ルーシー変奏曲　 サラ・ザール／著 小学館 2014.2 933 ｻﾙ 児童

ハリーとうたうおとなりさん　 ジーン・ジオン／ぶん 大日本図書 2015.11 933 ｼｵﾝ 児童

きえた犬のえ　 マージョリー・ワインマン・シャーマット／ぶん 大日本図書 2014.4 933 ｼﾔﾏ 児童

消えたヴァイオリン　 スザンヌ・ダンラップ／著 小学館 2010.8 933 ﾀﾝﾗ 児童

愛のうたをききたくて　 サラ・デッセン／作 徳間書店 2008.7 933 ﾃﾂｾ 児童

サウンド・オブ・ミュージック　 マリア・トラップ／著 文渓堂 199711 936 ﾄﾗﾂ 児童

ペンキやさん　 あおきあさみ／さく 福音館書店 2013.6 E ｱｵｷ 児童

グレー・ラビットのスケッチ・ブック　 アリスン・アトリー／さく 評論社 198211 E ｱﾄﾘ 児童

みんなのこもりうた　 トルード・アルベルチ／ぶん 福音館書店 196609 E ｱﾙﾍ 児童

ふしぎなえ　 安野光雅／え 福音館書店 198211 E ｱﾝﾉ 児童

クリムのしろいキャンバス　 イヒョンジュ／さく 福音館書店 2014.1 E ｲ 児童

ふしぎなたいこ　 石井桃子／ぶん 岩波書店 198208 E ｲｼｲ 児童Ｆ

チェロの木　 いせひでこ／〔作〕 偕成社 2013.3 E ｲｾ 児童

えすがたにょうぼう　 稲田和子／再話 福音館書店 2014.3 E ｲﾅﾀ 児童Ｆ

バイオリンのおとは山のおと　 今西祐行／作 偕成社 1974 E ｲﾏﾆ 児童

うたいましょうおどりましょう　 ヴェラ・ウィリアムズ／作・絵 あかね書房 199912 E ｳｲﾘ 児童
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ねこのくにのおきゃくさま　 シビル・ウェッタシンハ／さく 福音館書店 199604 E ｳｴﾂ 児童

カスタフィオーレ夫人の宝石　 エルジェ／作 福音館書店 198804 E ｴﾙｼ-9 児童

モンスターをかこう！　 エド・エンバリー／作 徳間書店 2005.1 E ｴﾝﾊ 児童

うみのがくたい　 大塚勇三／さく 福音館書店 198208 E ｵｵﾂ 児童

スーホの白い馬　 大塚勇三／再話 福音館書店 198211 E ｵｵﾂ 児童Ｆ

ダンスをならう　 ヘレン・オクセンバリー／作・絵 岩崎書店 2014.2 E ｵｸｾ 児童

ハーメルンのふえふき　 おざわとしお／文 偕成社 198512 E ｵｻﾜ 児童

どうぶつたちのオーケストラ　 イーロー・オーリンズ／文 講談社 2005.8 E ｵﾘﾝ 児童

だるまちゃんととらのこちゃん　 加古里子／さく・え 福音館書店 198701 E ｶｺ 児童

１０５にんのすてきなしごと　 カーラ・カスキン／文 あすなろ書房 2012.6 E ｶｽｷ 児童

えかきたんじょう！　 Ｇ．ブライアン・カラス／さく ＢＬ出版 2006.1 E ｶﾗｽ 児童

えをかくかくかく　 エリック・カール／作 偕成社 2014.2 E ｶﾙ 児童

ごちゃまぜカメレオン　 エリック・カール／作 ほるぷ出版 197801 E ｶﾙ 児童

おふろばをそらいろにぬりたいな　 ルース・クラウス／文 岩波書店 197909 E ｸﾗｳ 児童

ブレーメンのおんがくたい　 ハンス・フィッシャー／え 福音館書店 198210 E ｸﾘﾑ 児童Ｆ

あか　あお　ふたりで　 Ｕ．Ｇ．サトー／さく 福音館書店 2007.7 E ｻﾄ 児童

はろるどとむらさきのくれよん　 クロケット・ジョンソン／著 文化出版局 197206 E ｼﾖﾝ 児童

もっくりやまのごろったぎつね　 征矢清／さく 小峰書店 2002.3 E ｿﾔ 児童

おばけのコンサート　 たむらしげる／作 福音館書店 2004.5 E ﾀﾑﾗ 児童

ぼくのくれよん　 長新太／おはなし・え 講談社 199304 E ﾁﾖｳ 児童

こだぬき６ぴき　 中川李枝子／文 岩波書店 198111 E ﾅｶｶ 児童

えかきうたのほん　 中村柾子／ぶん 福音館書店 199305 E ﾅｶﾑ 児童

モナ・リザをぬすんだのはだれ？　 ルーシー・ナップ／文 岩波書店 2011.9 E ﾅﾂﾌ 児童

きこえるきこえるえのおとえのこえ　 長谷川摂子／構成・文 福音館書店 2005.6 E ﾊｾｶ 児童

たいこたたきのパチャリントくん　 長谷川摂子／さく 福音館書店 2011.3 E ﾊｾｶ 児童
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こんにちは！わたしのえ　 はた　こうしろう／作 ほるぷ出版 2020.7 E ﾊﾀ 児童

バラライカねずみのトラブロフ　 ジョン・バーニンガム／さく 童話館出版 199803 E ﾊﾆﾝ 児童

まほうのえのぐ　 林明子／さく 福音館書店 199505 E ﾊﾔｼ 児童

ヴァイオリニスト　 ガブリエル・バンサン／作 ＢＬ出版 2001.1 E ﾊﾝｻ 児童

ふたりはまちのおんがくか　 ガブリエル・バンサン／さく ブックローン出版 198303 E ﾊﾝｻ 児童

たいこ　 樋勝　朋巳／ぶん・え 福音館書店 2019.1 E ﾋｶﾂ 児童

ウィリーの絵　 アンソニー・ブラウン／さく・え ポプラ社 2002.1 E ﾌﾗｳ 児童

ハーメルンの笛ふき男　 ロバート・ブラウニング／作 童話館出版 2003.9 E ﾌﾗｳ 児童Ｌ

ロバの子シュシュ　 フランソワーズ／さく・え 徳間書店 2001.1 E ﾌﾗﾝ 児童

オペラハウスのなかまたち　 リディア・フリーマン／作 ＢＬ出版 2008.1 E ﾌﾘﾏ 児童

くれよんのはなし　 ドン・フリーマン／さく ほるぷ出版 197909 E ﾌﾘﾏ 児童

野はらの音楽家マヌエロ　 ドン・フリーマン／作 あすなろ書房 2006.6 E ﾌﾘﾏ 児童

ババールのあか・あお・きいろ　 ロラン・ド・ブリュノフ／さく 評論社 2003.8 E ﾌﾘﾕ 児童

ババールの美術館　 ロラン・ド・ブリュノフ／さく 評論社 2005.4 E ﾌﾘﾕ 児童

うさこちゃんとふえ　 ディック・ブルーナ／ぶん　え 福音館書店 2007.4 E ﾌﾙﾅ 児童

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 2010.4 E ﾌﾙﾅ 児童

おーちゃんのおーけすとら　 ディック・ブルーナ／ぶん　え 福音館書店 2010.4 E ﾌﾙﾅ 児童

しろ、あか、きいろ　 ディック・ブルーナ／ぶん・え 福音館書店 198401 E ﾌﾙﾅ-24 児童

ふしぎなバイオリン　 クェンティン・ブレイク／文・絵 岩波書店 198107 E ﾌﾚｲ 児童

おおきなラッパとちいさなオリー　 ジャック・ベクドルト／文 徳間書店 2001.11 E ﾍｸﾄ 児童

ウルスリのすず　 ゼリーナ・ヘンツ／文 岩波書店 197312 E ﾍﾝﾂ 児童

ぼくとオーケストラ　 アンドレア・ホイヤー／絵・文 カワイ出版 2000.8 E ﾎｲﾔ 児童

ぼくとオペラハウス　 アンドレア・ホイヤー／絵・文 カワイ出版 2001.2 E ﾎｲﾔ 児童

おやすみなさいフランシス　 ラッセル・ホーバン／ぶん 福音館書店 198211 E ﾎﾊﾝ 児童

ありがとう、チュウ先生　 パトリシア・ポラッコ／作 岩崎書店 2013.6 E ﾎﾗﾂ 児童
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タイトル 著者 出版者 出版年

アンジェリーナのはつぶたい　 キャサリン・ホラバード／ぶん 大日本絵画 198711 E ﾎﾗﾊ 児童

ツバメの歌　 レオ・ポリティ／文とえ 岩波書店 198709 E ﾎﾘﾃ 児童

ダニエルのふしぎな絵　 バーバラ・マクリントック／作 ほるぷ出版 2005.9 E ﾏｸﾘ 児童

ちいさなたいこ　 松岡享子／さく 福音館書店 2004.2 E ﾏﾂｵ 児童

ハーモニカのめいじんレンティル　 ロバート・マックロスキー／ぶんとえ 国土社 2000.9 E ﾏﾂｸ 児童

きんぎょびじゅつかん　 松沢　陽士／写真 ほるぷ出版 2019.8 E ﾏﾂｻ 児童

ぱったんして　 松田　奈那子／作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021.7 E ﾏﾂﾀ 児童

ふーってして　 松田　奈那子／作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020.7 E ﾏﾂﾀ 児童

雪の写真家ベントレー　 ジャクリーン・マーティン／作 ＢＬ出版 199912 E ﾏﾃｲ 児童

セロ弾きのゴーシュ　 宮澤賢治／作 好学社 2014.2 E ﾐﾔｻ 児童

こぶたのまーち　 むらやまけいこ／さく 福音館書店 2005.6 E ﾑﾗﾔ 児童

つきよのおんがくかい　 山下洋輔／文 福音館書店 199902 E ﾔﾏｼ 児童

かえるだんなのけっこんしき　 ジョン・ラングスタッフ／再話 光村教育図書 2001.3 E ﾗﾝｸ 児童

おかのうえのギリス　 マンロー・リーフ／文 岩波書店 2010.1 E ﾘﾌ 児童

なにをかこうかな　 マーグレット・Ｅ．レイ／作 文化出版局 198409 E ﾚｲ 児童

あおくんときいろちゃん　 レオ・レオーニ／作 至光社 1967 E ﾚｵﾆ 児童

おんがくねずみジェラルディン　 レオ・レオニ／作 好学社 198003 E ﾚｵﾆ 児童
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