
【児童書】

書名 著者名 請求記号

「和」の行事えほん　２ 　高野　紀子∥作 ３８６　タ　２

せんせい！これなあに？ ３，５ 　 ４６０　セ　３,５

紅葉のふしぎ 　佐藤　有恒∥著 ４７０　カ

キノコの世界 　伊沢　正名∥著 ４７０　カ

学校のまわりでさがせる植物図鑑　秋冬 　近田　文弘∥監修 ４７０　ガ

きのこの不思議 　保坂　健太郎∥著 ４７０　コ

野の花えほん 　前田　まゆみ∥作 ４７０　マ

ドングリ〈コナラ〉の絵本 　大久保　達弘∥編 ４７０　マ　５

きのこのふしぎえほん 　山本　亜貴子∥作　絵 ４７４　ヤ

鳴く虫の世界 　佐藤　有恒∥写真 ４８０　カ

鳴く虫の科学 　高嶋　清明∥写真　文 ４８０　コ

野山の鳴く虫図鑑 　瀬長　剛∥絵・文 ４８６　セ

ドキドキいっぱい！虫のくらし写真館 １３ 　高家　博成∥監修 ４８６　ド　１３

秋のスイーツ 　大森　いく子∥著 ５９６　オ

おもしろふしぎ日本の伝統食材　２，４ 　おくむら　あやお∥作 ５９６　オ　２,４

野菜で食育！おいしいスイーツ　３ 　柿沢　安耶∥監修・著 ５９６　カ　３

旬ってなに？　秋 　本多　京子∥監修 ５９６　シ　３

ルルとララの手作りＳｗｅｅｔｓ 秋のお菓子 　あんびる　やすこ∥監修 ５９６　ル

やさいむらのなかまたち　秋 　ひろかわ　さえこ∥さく ６２６　ヒ　３

ひろった・あつめたぼくのドングリ図鑑 　盛口　満∥絵・文 ６５０　チ

落ち葉 　平山　和子∥文と絵 ６５３　ヒ

落ち葉のふしぎ博物館 　盛口　満∥文　絵 ６５３　モ

コロコロどんぐりみゅーじあむ 　いわさ　ゆうこ∥著 ６５７　イ

どんぐり図鑑 　宮國　晋一∥写真　文 ６５７　ミ

どんぐりハンドブック 　岩藤　しおい∥著 ７５０　イ

森の工作図鑑　ｖｏｌ．１，２ 　岩藤　しおい∥著 ７５０　イ　１,２

　楽しい！どんぐりまつぼっくり
落ち葉の工作ＢＯＯＫ

　おさだ　のび子∥著 ７５０　オ

あきのあそび 　竹井　史郎∥作 ７５０　タ

どんどん！どんぐり工作１～３ 　まるばやし　さわこ∥作 ７５０　マ １～３

つくってかざろう！きせつのおりがみ　３ 　 ７５４　ツ　３

おりがみ１２か月　３ 　寺西　恵里子∥作 ７５４　テ　３

≪　秋
あき

をさがそう！　≫
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秋ものがたり 　野上　暁∥編 ９１３　ア

ルルとララのハロウィン 　あんびる　やすこ∥作　絵 ９１３　ア

よこづなになったクリの木 　稲本　昭治∥作 ９１３　イ

月夜のキノコ 　いわむら　かずお∥文・絵 ９１３　イ

どんぐりカプセル 　市川　宣子∥作 ９１３　イ

ケイゾウさんの春・夏・秋・冬 　市川　宣子∥さく ９１３　イ

だいすき！カボチャのおくりもの 　岡田　貴久子∥作 ９１３　オ

森のネズミのおんがく会 　岡野　薫子∥作 ９１３　オ

マリア探偵社魔界ハロウィン 　川北　亮司∥作 ９１３　カ

モンスター・ホテルでハロウィン 　柏葉　幸子∥作 ９１３　カ

ようこそドングリおんせんへ 　北村　けんじ∥さく ９１３　キ

彼岸花はきつねのかんざし 　朽木　祥∥作 ９１３　ク

千年ぎつねの秋冬コレクション 　斉藤　洋∥作 ９１３　サ

大坂オナラ草紙 　谷口　雅美∥著 ９１３　タ

妖怪一家のハロウィン 　富安　陽子∥作 ９１３　ト　６

ヤービの深い秋 　梨木　香歩∥著 ９１３　ナ

べんり屋、寺岡の秋。 　中山　聖子∥作 ９１３　ナ　２

魔法のハロウィン・パイ 　野中　柊∥作 ９１３　ノ

月あかり洋裁店 　ひろい　れいこ∥作 ９１３　ヒ

まじょ子とハロウィンのまほう 　藤　真知子∥作 ９１３　フ

五七五の秋 　万乃華　れん∥作 ９１３　マ

ハロウィンの犬 　村上　しいこ∥作 ９１３　ム

すいはんきのあきやすみ 　村上　しいこ∥さく ９１３　ム　４

アップルパイたべてげんきになぁれ 　茂市　久美子∥作 ９１３　モ

山のかぼちゃ運動会 　最上　一平∥作 ９１３　モ

七海と大地のちいさなはたけ 　最上　一平∥作 ９１３　モ

ハロウィーンのまじょティリー 　ドン・フリーマン∥作 ９３３　フ

ハロウィーンのまじょティリー うちゅうへいく 　ドン　フリーマン∥作 ９３３　フ

トリックオアトリート！ 　岡村　志満子∥作 Ｅ３　オ

カボチャのなかにたねいくつ？ 　マーガレット　マクナマラ∥作 Ｅ３　カ

ゆめちゃんのハロウィーン 　高林　麻里∥作 Ｅ３　キ

ハロウィンのランプ 　小林　ゆき子∥さく・え Ｅ３　コ

ハロウィンドキドキおばけの日！ 　ますだ　ゆうこ∥作 Ｅ３　タ

ハロウィン！ハロウィン！ 　西村　敏雄∥さく Ｅ３　ニ
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ハロウィーンのひみつ 　はやし　ちかげ∥作 Ｅ３　ハ

まつぼっくりのぼうけん 　ブリギッテ・シジャンスキー∥文 Ｅ４　ウ

いっぽんの木のそばで 　Ｇ．ブライアン　カラス∥作 Ｅ４　カ

おはようオロギーコ 　こいで　なつこ∥作 Ｅ４　コ

あきですよ 　柴田　晋吾∥さく Ｅ４　シ

さけのかけごえどんどこせ 　菅原　たくや∥作 Ｅ４　ス

ひぐまのあき 　手島　圭三郎∥絵　文 Ｅ４　テ

しきしきむらのあき 　木坂　涼∥文 Ｅ４　ヤ

はるとあき 　斉藤　倫∥作 Ｅ４　ヨ

りすのピーナッツ 　ナンシー　ローズ∥著 Ｅ４　ロ

ポポくんのかぼちゃカレー 　ａｃｃｏｔｏｔｏ∥作 Ｅ５　ア

プリンちゃんのハロウィン 　なかがわ　ちひろ∥ぶん Ｅ５　タ

おつきみバス 　藤本　ともひこ∥作　絵 Ｅ５　フ

いろいろきのこ 　山岡　ひかる∥作 Ｅ５　ヤ

にににんにんじん 　いわさ　ゆうこ∥さく Ｅ６　イ

どででんかぼちゃ 　いわさ　ゆうこ∥さく Ｅ６　イ

おいもほり 　中村　美佐子∥作 Ｅ６　イ

どんぐりきょうだい 　中川　ひろたか∥文 Ｅ６　カ

きのこ 　高山　栄∥指導・絵 Ｅ６　ダ

いもほり 　はまの　ゆか∥作 Ｅ６　ハ

スズムシくん 　木坂　涼∥文 Ｅ６　ヒ

たったひとつのドングリが 　ローラ　Ｍ．シェーファー∥ぶん Ｅ６　プ

おいも！ 　石津　ちひろ∥文 Ｅ６　ム

にんじんとごぼうとだいこん 　和歌山　静子∥絵 Ｅ６　ワ

やまのおんがくか 　水田　詩仙∥訳詩 Ｅ７　ス

あきやさいのあきわっしょい！ 　林　木林∥作 Ｅ８　カ

まめうしのびっくりなあき 　あきやま　ただし∥作・絵 Ｅ９　ア

まっかなせーたー 　いわむら　かずお∥さく Ｅ９　イ

１４ひきのかぼちゃ 　いわむら　かずお∥さく Ｅ９　イ

１４ひきのやまいも 　いわむら　かずお∥さく Ｅ９　イ

１４ひきのあきまつり 　いわむら　かずお∥さく Ｅ９　イ

あきぞらさんぽ 　えがしら　みちこ∥作 Ｅ９　エ

こまったこぐま　こまったこりす 　かこ　さとし∥著 Ｅ９　カ

あきいろのころわん 　間所　ひさこ∥作 Ｅ９　ク
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たからものみつけた！ 　くすのき　しげのり∥作 Ｅ９　シ

わんぱくだんのどんぐりまつり 　ゆきの　ゆみこ∥作 Ｅ９　ス

くすのきだんちのあきまつり 　武鹿　悦子∥作 Ｅ９　ス

くるみのなかには 　たかお　ゆうこ∥作 Ｅ９　タ

あきねこ 　かんの　ゆうこ∥文 Ｅ９　タ

どんぐりむらのいちねんかん 　なかや　みわ∥さく Ｅ９　ナ

ナミチカのきのこがり 　降矢　なな∥作 Ｅ９　フ

おさるのジョージハロウィーン・パーティーにいく 　Ｍ．レイ∥原作 Ｅ９　レ
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