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請求記号 タイトル 著者

Ｅ//520 かがくのとも　おってきってたのしい!たなばたまつり 小林 ゆき子∥さく
E/アノ あのほしなんのほし みき つきみ∥文 柳原 良平∥絵
E/オコ おこだでませんように  くすのき しげのり∥作 石井 聖岳∥絵
Ｅ/オリ おりひめとひこぼし 矢部 美智代∥文 新野 めぐみ∥絵 小熊 康司∥絵

Ｅ/キセ たなばたまつり 松成　真理子∥作
Ｅ/キツ きつねのたなばたさま 正岡　慧子∥文 松永　禎郎∥絵
Ｅ/キヨ たなばたこびとのおはなし まつい　のりこ∥さく

Ｅ/キヨ ほしにおねがい 武鹿　悦子∥作 新野　めぐみ∥絵
Ｅ/クリ もう　おねしょ　しません 寺村　輝夫∥さく いもと　ようこ∥え
Ｅ/コト こどものとも復刻版 88号　たなばた 君島 久子∥再話 初山 滋∥画

Ｅ/シツ １０ぴきのかえるのたなばたまつり 間所　ひさこ∥さく 仲川　道子∥え

Ｅ/シノ しのだけむらのやぶがっこう カズコ　G.ストーン∥さく

Ｅ/シユ たなばただいぼうけん きむら　ゆういち∥作 ながはま　ひろし∥絵
Ｅ/タケ たけのはさやさや  長崎 源之助∥作 山中 冬児∥絵
Ｅ/タナ たなばた 中国の昔話 君島 久子∥再話 初山 滋∥画
Ｅ/タナ たなばたさま いもと ようこ∥文　絵
Ｅ/タナ たなばたさま 住井 すゑ∥作 滝平 二郎∥作
Ｅ/タナ たなばたさまきららきらら 長野 ヒデ子∥作　絵
Ｅ/タナ たなばたむかし  大川 悦生∥作 石倉 欣二∥絵
Ｅ/タナ たなばたものがたり 舟崎 克彦∥文 二俣 英五郎∥絵
Ｅ/タナ たなばたウキウキねがいごとの日！ ますだ　ゆうこ∥作 たちもと　みちこ∥絵
Ｅ/タナ たなばたセブン もとした いづみ∥作 ふくだ いわお∥絵
Ｅ/タナ たなばたバス 藤本 ともひこ∥作　絵
Ｅ/タナ たなばたプールびらき 中川　ひろたか∥文 村上　康成∥絵
Ｅ/タナ 七夕 さわ  さちこ∥作  絵
Ｅ/チユ 中国の四季の絵本 4 王 早早∥文

昔E/コト 天女のはごろも
おざわ  としお∥さいわ とき  きょうこ∥さいわ
たしろ  ともこ∥え

E/テン 天人女房 日本のむかし話 稲田　和子∥再話 太田　大八∥絵
Ｅ/トウ どうぶつ村のごちそうごよみ なつ たちばな さきこ∥さく
Ｅ/ニホ たなばたてんにょ 間所 ひさこ∥文 藤川 秀之∥絵
E/ネカ ねがいぼしかなえぼし 内田 麟太郎∥作 山本 孝∥絵 
E/ヒミ ひ・み・つ たばた せいいち∥〔作〕
E/ヤナ しのだけむらのやぶがっこう カズコ　G.ストーン∥さく
Ｄ/Ｅ/ミツ ミッキーミニーのたなばたものがたり おかだ ゆか∥え さいとう たえこ∥ぶん
376/ネン 年中行事のお話５５ 行事の前に読み聞かせ 深山　さくら∥文 谷田貝　公昭∥監修
386/カク 学習に役立つわたしたちの年中行事 7月 芳賀 日出男∥著
386/カコ かこさとしこどもの行事しぜんと生活 7月のまき かこ さとし∥文　絵 
386/キセ ７月のえほん 長谷川　康男∥監修 
443/カコ かこさとし・ほしのほん ２ かこ　さとし∥著 
443/カナ かならず見つかる星座の本 夜空を直接手ではかる！ 〔２〕  藤井　旭∥著 
443/シヤ 写真で見る星と伝説 春と夏の星 野尻 抱影∥文 八板 康麿∥写真 
443/ホシ 星と伝説 野尻　抱影∥著 
596/カワ かわいくつくっちゃおう!かんたんクッキング12か月 4 トモコ=ガルシア∥作
596/キセ 季節をたべる夏の保存食・行事食 濱田 美里∥著 藤田 美菜子∥絵 
596/サカ 坂本廣子のつくろう!食べよう!行事食 2 坂本 廣子∥著 奥村 彪生∥監修 
820／エテ  絵で見てわかるはじめての漢文 1巻 加藤 徹∥監修 

908/ホシ
星と神話のおはなし20話 3さい～6さい親子で
楽しむおはなし絵本

西本 鶏介∥監修 藤井 旭∥星座監修 堀江 篤
史∥星座図　イラスト

913/アヤ 12歳。 ちっちゃなムネのトキメキ アニメノベライズ 4 まいた 菜穂∥原作 綾野 はるる∥著 
913/イシ 七月七日はまほうの夜 石井 睦美∥作 高橋 和枝∥絵 
913/イシ 6年1組黒魔女さんが通る!! 04 石崎 洋司∥作 藤田 香∥[ほか]絵 
913/コト １ねん１くみ１ばんげんき 後藤　竜二∥作 長谷川　知子∥絵
913/ササ 七夕の月 佐々木 ひとみ∥作 小泉 るみ子∥絵
913/タニ 7月のむかし話  谷 真介∥編・著 松本 恭子∥絵
913/ハマ ソーリ! 濱野 京子∥作 おとない ちあき∥画 
913/フシ 七夕姫は知っている 藤本 ひとみ∥原作 住滝 良∥文 駒形∥絵
913/ミヤ ほしまつりの日 宮川 ひろ∥作 ふりや かよこ∥絵
913/ワタ こうえんのシロ ほしまつり わたなべ　ひろみ∥さく　え
991/ヤマ 星座と神話 夏の星空 山主 敏子∥作 高田 勲∥絵 改装

たなばた


