
【一般書】

書名 著者名 請求記号

ママのアンガーマネジメント８つのマジック 　日本アンガーマネジメント協会∥監修 ３６７　マ

「小１のカベ」に勝つ 　保育園を考える親の会∥編著 ３６９　シ

お父さんお母さんのスピーチ 　小山／洋子∥監修 ３７４　オ

ＰＴＡをけっこうラクにたのしくする本 　大塚　玲子∥著 ３７４　オ

心に響く入学式・卒業式のスピーチ 　佐藤／允彦∥監修 ３７４　コ

心に残る入学式・卒業式のあいさつ 　鳥谷　朝代∥監修 ３７４　コ

小学生ママの「おつきあい」非常識エピソード 　おやこネット∥著 ３７４　シ

ある日うっかりＰＴＡ 　杉江　松恋∥著 ３７４　ス

ＰＴＡ応援マニュアル 　浜田　博文∥監修 ３７４　ピ

ＰＴＡのあいさつ・司会進行・文書の事典 　ＰＴＡマナー研究会∥著 ３７４　ピ

ＰＴＡのあいさつ・司会進行・文書の事典 　ＰＴＡマナー研究会∥著 ３７４　ピ

まさかわたしがＰＴＡ！？ 　まつい／なつき∥著 ３７４　マ

幼稚園から中学までお母さんの学校スピーチ 　伊藤／智恵子∥監修 ３７４　ヨ

子育てを元気にすることば 　大豆生田　啓友∥著 ３７６　オ

園児の母親と言葉の交わし合い方 　清水／エミ子∥著 ３７６　シ

保育園に行くよ！ 　鈴木／順子∥文 ３７６　ス

小学校までにつけておきたい力と学童期への見通し 　丸山／美和子∥著 ３７６　マ

ママが知りたい小学校ってどんなとこ？ 　覚来／ゆか里∥著 ３７６　マ

最新小学校の仕組みがわかる本 　吉田　典史∥著 ３７６　ヨ

尾木ママ小学一年生 　尾木　直樹∥著 ３７９　オ

ママ、「早くしなさい！」って言わないで 　加藤／富美子∥著 ３７９　カ

子育てのためのアドラー心理学入門 　岸見　一郎∥著 ３７９　キ

子どもをのばすアドラーの言葉 　岸見　一郎∥著 ３７９　キ

小学校に入る前に親がやってはいけない１１５のこと 　立石　美津子∥著 ３７９　タ

小学校入学前にことばの力をつける魔法の本棚 　中島　克治∥著 ３７９　ナ

マンガでやさしくわかるアドラー式子育て 　原田　綾子∥著 ３７９　ハ

マンガでわかるおうちのルール 　横山　浩之∥著 ３７９　ヨ

入園入学の品ぞろえ 　井上／由季子∥著 ５９４　イ

いちばんよくわかるかんたんかわいい通園通学グッズ 　 ５９４　イ

大図まことのクロスステッチ大図鑑！ 　大図／まこと∥著 ５９４　オ

クロスステッチ教室 　オノエ　メグミ∥〔著〕 ５９４　オ

ａｎｎａｓの小さな刺しゅう図案 　川畑　杏奈∥〔著〕 ５９４　カ

かわいい刺しゅうのほん 　 ５９４　カ

「これ、作って！」がきっと見つかる通園・通学バッグとこもの 　リトルバード∥編 ５９４　コ

こどもに作ってあげたいもの 　 ５９４　コ

すぐ作れる通園通学ＢＯＯＫ 　 ５９４　ス

通園通学小物入門 　 ５９４　ツ

作ってあげたい子どものパッチワークバッグ 　 ５９４　ツ
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書名 著者名 請求記号

サンリオキャラクターのかわいいフェルトマスコット＆こもの 　寺西　恵里子∥手芸デザイン ５９４　テ

基本がいちばんよくわかる刺しゅうのれんしゅう帳 　寺西　恵里子∥著 ５９４　テ

はじめてでも必ずできる！通園通学バッグとこもの 　寺西／恵里子∥著 ５９４　テ

ディズニーのフェルトマスコット＆小物 　 ５９４　デ

ディズニーのモールマスコット＆小物 　 ５９４　デ

どうぶつ刺しゅう図案集 　 ５９４　ド

ナチュラルテイスト入園準備小物 　 ５９４　ナ

入園、入学に役立つ子どものためのバッグ作り 　しかのるーむ∥著 ５９４　ニ

初めてでもかんたん！年中使える手作りの通園通学グッズ 　 ５９４　ハ

はじめての通園通学ＢＯＯＫ 　 ５９４　ハ

ハンドメイドの入園入学グッズ 　文化出版局∥編 ５９４　ハ

渡部サトの通園通学グッズ 　渡部／サト∥著 ５９４　ワ

おうちでできる！おんなの子のヘアアレンジ 　マザーズホームケア∥監修 ５９５　オ

決定版！幼稚園のおべんとう裏ワザ大事典 　 ５９６　ケ

現役ママがひらめいた！裏ワザいっぱい幼稚園のおべんとう 　 ５９６　ゲ

こどもが本当に食べたい給食のレシピ１０８ 　 ５９６　コ

子どもがよく食べる給食のレシピ１０５ 　 ５９６　コ

幼稚園べんとう 　阪下　千恵∥〔著〕 ５９６　サ

通園・通学のおべんとう 　主婦の友社∥編 ５９６　ツ

おうち冷凍で幼稚園べんとう 　山崎／典子∥著 ５９６　ヤ

幼稚園のおべんとうママたちの裏ワザ大全書 　 ５９６　ヨ

ママの心に寄りそう絵本たち 　磯崎　園子∥著 ５９９　イ

子育てでいちばん大切なこと 　佐々木／正美∥著 ５９９　サ

子育てに大切なのはお母さんが楽しく生きることです。 　早乙女　紀代美∥著 ５９９　サ

手づくりアンパンマンがいっぱい　〔５〕 　 ７５０　テ　５

【児童書】

書名 著者名 請求記号

すみれちゃんは一年生 　石井／睦美∥作 ９１３　イ

ぷぷぷうプウタは一年生 　神沢／利子∥作 ９１３　カ

ぷぷぷうプウタもくろパンツ 　神沢／利子∥作 ９１３　カ

ぷぷぷうプウタのすてきなみみ 　神沢　利子∥作 ９１３　カ

１ねんせいじゃだめかなあ？ 　きたがわ　めぐみ∥作　絵 ９１３　キ

いちねんせいのいたーだきます！ 　北川／チハル∥作 ９１３　キ

いちねんせいがあるきます！ 　北川／チハル∥作 ９１３　キ

いちねんせいがうたいます！ 　北川　チハル∥作 ９１３　キ

いちねんせいのよーい、どん！ 　北川／チハル∥作 ９１３　キ

５９４　ハ　
はじめてでも必ず作れる！簡単かわいいぬいぐるみとどうぶつ
布小物

５９４　ミ　
みんなのおともだち！アンパンマンと元気な仲間たちマスコットと
グッズ
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がっこうのおばけずかん 　斉藤　洋∥作 ９１３　サ

こぎつねいちねんせい 　斉藤　洋∥作 ９１３　サ

おとのさま、小学校にいく 　中川　ひろたか∥作 ９１３　ナ

トムくんはめいたんてい　〔１〕 　那須／正幹∥さく ９１３　ナ　１

大きい１年生と小さな２年生 　古田／足日∥さく ９１３　フ

わたし、もうすぐ２ねんせい！ 　くすのき　しげのり∥作 Ｅ３　イ

いちねんせいになったから！ 　くすのき　しげのり∥作 Ｅ３　イ

さんかんびにおめでとう！ 　くすのき　しげのり∥作 Ｅ３　イ

いけいけ！しょうがくいちねんせい 　中川　ひろたか∥ぶん Ｅ３　キ

ようちえんにいくんだもん 　角野／栄子∥文 Ｅ３　サ

しょうがっこうへいこう 　斉藤／洋∥作 Ｅ３　タ

おつきさまはいちねんせい 　きたやま　ようこ∥文 Ｅ３　ダ

ようちえんいやや 　長谷川／義史∥作・絵 Ｅ３　ハ

ようちえんのはる・なつ・あき・ふゆ 　おか／しゅうぞう∥さく Ｅ３　フ

いちねんせいのはる・なつ・あき・ふゆ 　おか／しゅうぞう∥さく Ｅ３　フ

えらいこっちゃのようちえん 　かさい　まり∥文 Ｅ３　ユ

パンのようちえんえんそくにいく 　さとう　めぐみ∥作　絵 Ｅ５　サ

おこめようちえん 　苅田　澄子∥文 Ｅ５　ジ

しんかんくんようちえんにいく 　のぶみ∥さく Ｅ５　ノ

一ねんせいになったら 　まど／みちお∥詞 Ｅ７　カ

いちねんせいになったあなたへ 　江國／香織∥詩 Ｅ９　イ

はしれ、ゴールのむこうまで！ 　くすのき　しげのり∥作 Ｅ９　イ

さくらのさくらちゃん 　中川／ひろたか∥文 Ｅ９　ウ

わたしもがっこうにいきたいな 　アストリッド　リンドグレーン∥文 Ｅ９　ヴ

ごうた、１年生でしょっ 　すとう／あさえ∥文 Ｅ９　オ

うわさのようちえん 　きたやま　ようこ∥著 Ｅ９　キ

うわさのようちえん 　きたやま／ようこ∥作 Ｅ９　キ

６さいのきみへ 　佐々木／正美∥文 Ｅ９　サ

たこやきようちえんこうさくだいすき！ 　さいとう／しのぶ∥作 Ｅ９　サ

たこやきようちえんたのしいえんそく 　さいとう／しのぶ∥作 Ｅ９　サ

ゆみちゃんとえんぴつさん 　かたおか　けいこ∥作 Ｅ９　タ

とのさま１ねんせい 　長野　ヒデ子∥作　絵 Ｅ９　ナ

みてよぴかぴかランドセル 　あまん／きみこ∥文 Ｅ９　ニ

おひめさまようちえん 　のぶみ∥さく Ｅ９　ノ

おひめさまようちえんのアイドル 　のぶみ∥さく Ｅ９　ノ

おひめさまようちえんとはくばのおうじさま 　のぶみ∥さく Ｅ９　ノ

おひめさまようちえんのにんぎょひめ 　のぶみ∥さく Ｅ９　ノ

うさぎ小学校のえんそく 　アルベルト・ジクストゥス∥文 Ｅ９　ハ

ちこく姫 　よしなが／こうたく∥さく Ｅ９　ヨ

あいさつ団長 　よしなが／こうたく∥さく Ｅ９　ヨ

おそうじ隊長 　よしなが／こうたく∥さく Ｅ９　ヨ
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