
区分 № 書　　　　　　　名 出 版 社 出版年

1 E い ジョンくんえほん　３ ボブ・グレアム／文・絵 たにかわ　しゅんたろう／訳 岩波書店 1988

2 E し はなちゃんおふろ 中川　ひろたか／文 長　新太／絵 主婦の友社 2015

3 E と おふろでちゃぷちゃぷ 松谷　みよ子／文 いわさき　ちひろ／え　 童心社 1994

4 E と にんじんさんがあかいわけ 松谷　みよ子／ぶん ひらやま　えいぞう／え 童心社 1989

5 E ふ おふろだ、おふろだ！ わたなべ　しげお／ぶん おおとも　やすお／え 福音館書店 1986

6 E あき ふくのゆのけいちゃん 秋山　とも子／さく 福音館書店 2006

7 E くに きつねのおふろ 国松　エリカ／作・絵 偕成社 1995

8 E ごみ そらはだかんぼ 五味　太郎／作 偕成社 1987

9 E さの ねこのおんせん 別役　実／作 佐野　洋子／絵 教育画劇 1986

10 E すず ぼくのおふろ 鈴木　のりたけ／作・絵 ＰＨＰ研究所 2010

11 E せき はだかんぼうがふたり 奥田　継夫／文 関屋　敏隆／絵　 サンリード 1979

12 E せな おふろにいれて せな　けいこ／作・絵 ポプラ社 2013

13 E たか シャワーをあびて 高畠　純／作 ＴＯＴＯ出版 1992

14 E たか おふろにはいろう 高部　晴市／作・絵 鈴木出版 1995

15 E でく おふろ 出久根　育／作・絵 学研 2007

16 E とお おふろのうみ 川崎　洋／作 遠山　繁年／絵　 鈴木出版 1998

17 E とよ やまのおふろやさん とよた　かずひこ／さく・え ひさかたチャイルド 2006

18 E なが おふろごっこ きむら　ゆういち／さく 長野　ヒデ子／絵 佼成出版社 2006

19 E にし おふろやさん 西村　繁男／作 福音館書店 1983

20 E にし もりのおふろ 西村　敏雄／さく 福音館書店 2008

21 E はせ おじいちゃんのごくらくごくらく 西本　鶏介／作 長谷川　義史／絵　 鈴木出版 2006

22 E はや おふろだいすき 松岡　享子／作　 林　明子／絵 福音館書店 1982

23 E ひろ おふろにおいで ひろかわ　さえこ／著 アリス館 1999

24 E むら 山のおふろ 村上　康成／文・絵 徳間書店 2003

25 E むら おふろおばけ 村田　エミコ／ぶん・え 大日本図書 2008

26 E もろ あったまろう もろはら　じろう／作・絵 鈴木出版 2001

27 E やま わにわにのおふろ 小風　さち／ぶん 山口　マオ／え 福音館書店 2004
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28 E やま おでんおんせん 山田　ゆみ子／さく 福音館書店 2008

29 E ウツ おふろじゃおふろじゃ オードリー・ウッド／作 ドン・ウッド／絵 江国　香織／訳　 ブックローン出版 1993

30 E エギ おふろぼうや パム・コンラッド／文 リチャード・エギエルスキー／絵 たかはし　けいすけ／訳　 セーラー出版 1994

31 E グレ どろんこハリー マーガレット・ブロイ・グレアム／え ジーン・ジオン／ぶん わたなべ　しげお／やく 福音館書店 1964

32 E ジヤ もうおふろにはいるじかん？ マリリン・ジャノビッツ／作 こだま　ともこ／訳 富山房 1994

33 E ステ みんなでせんたく フレデリック・ステール／さく たなか　みえ／やく　 福音館書店 2011

34 E デユ なかよしおばけのびっくりおふろ ジャック・デュケノワ／さく おおさわ　あきら／やく ほるぷ出版 2003

35 E バー もうおふろからあがったら、シャーリー ジョン・バーニンガム／さく あきの　しょういちろう／やく 　 童話館 1994

36 E ワー おふろはいらないもん！ ジュリー・サイクス／作 ティム・ワーンズ／絵 もりむら　かい／訳　 文渓堂 1998

37 210 し 昭和のくらしがわかる事典 ＰＨＰ研究所 2010

38 380 き 絵で見るおふろの歴史 菊地　ひと美／文・絵 講談社 2009

39 380 そ それ日本と逆！？文化のちがい習慣のちがい　３ 学研教育出版 2012

40 380 た おばあちゃんの家わたしの家 たかい　ひろこ／著 ポプラ社 2014

41 380 む 昔の道具うつりかわり事典 小峰書店 2015

42 480 ふ ぽっかぽかだいすきおさるさん 福田　幸広／写真・文 ポプラ社 2002

43 913 あ ほたる館物語 あさの　あつこ／作 高橋　透／絵 新日本出版社 1991

44 913 い あぶくアキラのあわの旅 いとう　ひろし／作 理論社 2005

45 913 お 江戸小ばなし　３ 岡本　和明／文 つだ　かつみ／絵　 フレーベル館 2005

46 913 か 狼ばば様の話 柏葉　幸子／著 安藤　貴代子／絵　 講談社 2012

47 913 き ようこそドングリおんせんへ 北村　けんじ／さく 宮本　忠夫／え　 新日本出版社 1999

48 913 く 神さまの住む町 楠　章子／作 早川　司寿乃／絵　 岩崎書店 2005

49 913 く ゆずゆずきいろ 楠　章子／作 石井　勉／絵 ポプラ社 2010

50 913 さ おふろかいじゅうカルルス 斉藤　洋／作 伊東　寛／絵　 講談社 1990

51 913 さ もののけ温泉滝の湯へいらっしゃい 佐々木　ひとみ／作 ｊｙａｊｙａ／絵　 岩崎書店 2013

52 913 な おでんおんせんにいく 中川　ひろたか／さく 長谷川　義史／え　 佼成出版社 2004

53 913 や おふろのなかではっくしょん 矢崎　節夫／作 高畠　純／絵　 フレーベル館 2011

54 913 れ 若おかみは小学生！ 令丈　ヒロ子／作 亜沙美／絵　 講談社 2003

55 933 き おふろのなかからモンスター ディック・キング＝スミス／作 金原　瑞人／訳 はた　こうしろう／絵 講談社 2000

56 953 こ プチ・ニコラサーカスへいく ルネ・ゴシニ／作 ジャン＝ジャック・サンペ／絵 小野　万吉／訳　 偕成社 2006

57 993 は こぶたのレーズン バーリント・アーグネシュ／さく ブローディ・ベラ／え うちかわ　かずみ／やく　 偕成社 2012
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請求記号 著　　　　　　　　　　　　者

展示期間 １月6日（水）～１月28日（木）

１月の休館日 １日(金)～5日（火）、12日(火)、18日(月)、25日（月）、29日（金）


