
【一般書】
書名 著者名 請求記号

登園しぶり登校しぶり 　内田　良子∥著 ３７１　ウ

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

心に残る入学式・卒業式のあいさつ 　鳥谷　朝代∥監修 ３７４　コ

心に響く入学式・卒業式のスピーチ 　佐藤　允彦∥監修 ３７４　コ

小学生ママの「おつきあい」常識マニュアル 　おやこネット∥著 ３７４　シ

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

となりのＰＴＡの実践このＰＴＡがすごい！ 　日本ＰＴＡ全国協議会∥著 ３７４　ト

　林先生に聞く学校給食のための食物アレルギー
対応

　林　典子∥著 ３７４　ハ

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応援マニュアル 　浜田　博文∥監修 ３７４　ピ

まさかわたしがＰＴＡ！？ 　まつい　なつき∥著 ３７４　マ

ママ友おつきあいマナードリル 　西東　桂子∥監修 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

親子のストレスを減らす１５のヒント 　高山　恵子∥監修・執筆 ３７６　オ

ふじようちえんのひみつ 　加藤　積一∥著 ３７６　カ

ママ、ひとりでするのを手伝ってね！ 　相良　敦子∥原作 ３７６　サ

卒対を楽しくラクに乗り切る本 　長島　ともこ∥編著 ３７６　ナ

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

　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

伝説の保育士のりこ先生の魔法のことば 　山田　清機∥著 ３７６　ヤ

お山の幼稚園で育つ 　山下　太郎∥著 ３７６　ヤ

賢い子を育てる夫婦の会話 　天野　ひかり∥著 ３７９　ア

尾木ママ小学一年生 　尾木　直樹∥著 ３７９　オ

うちの子はひといちばい敏感な子！ 　太田　知子∥著 ３７９　オ

　頭のよい子に育てるために３歳から１５歳のあ
いだに今すぐ絶対やるべきこと

　川島　隆太∥著 ３７９　カ

佐々木正美の子育て百科 　佐々木　正美∥著 ３７９　サ

自分で解決できるようになる友だち関係 　柴崎　嘉寿隆∥監修 ３７９　ジ

自分から片づけるようになる整理整頓 　橋口　真樹子∥監修 ３７９　ジ

　公立小・中・高から東大に合格した３兄弟の母
は何をしたのか？

　杉政　光子∥著 ３７９　ス
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書名 著者名 請求記号
　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

高野優のランドセルママ 　高野　優∥著 ３７９　タ

子どもの「困った」が才能に変わる本 　田嶋　英子∥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

マンガでわかるおうちのルール 　横山　浩之∥著 ３７９　ヨ

子どもにおこづかいをあげよう！ 　藍　ひろ子∥著 ３７９　ラ

アレルギーっ子の入園・入学安心マニュアル 　佐守　友仁∥著 ４９３　サ

園児＆小学生のスモック・エプロン・パジャマ 　 ５９３　エ

　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

入園入学の品ぞろえ 　井上　由季子∥著 ５９４　イ

イチバン親切な刺しゅうの教科書 　新星出版社編集部∥編 ５９４　イ

こどもに作ってあげたいもの 　 ５９４　コ

　「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

すぐ作れる通園通学ＢＯＯＫ 　 ５９４　ス

はじめての恐竜刺しゅう 　千葉　美波子∥著 ５９４　チ

　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

　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

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

ねこだらけ刺しゅう３８０ 　 ５９４　ネ

　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

かわいい背守り刺繍 　堀川　波∥著 ５９４　ホ

はじめてでもきれいに刺せる刺しゅうの基礎 　安田　由美子∥著 ５９４　ヤ

渡部サトの通園通学グッズ 　渡部　サト∥著 ５９４　ワ

ウルトラマンの刺しゅうＢＯＯＫ 　 ５９４．２　ウ

かわいくて便利な移動ポケット 　 ５９４．７　カ

　ａｋｉｎｏｉｃｈｉｇｏの楽チン！おにぎり
キャラのおべんとう

　稲熊　由夏∥著 ５９６　イ

　ａｋｉｎｏｉｃｈｉｇｏの簡単！絵本のおべん
とう

　稲熊　由夏∥著 ５９６　イ

３歳からのおべんとう　続 　上田　淳子∥著 ５９６　ウ　２

エダモンの今日から子どもおかず名人 　枝元　なほみ∥著 ５９６　エ

　園児がよろこぶごはん・パン・麺を使ったおべ
んとうの裏ワザ

　 ５９６　エ

　ザ・ギース尾関の「娘の絵を完コピ！」おえか
きキャラ弁

　尾関　高文∥著 ５９６　オ
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書名 著者名 請求記号

キャラ弁つくっちゃお！ 　 ５９６　キ

　クックパッドのおもしろ弁当＆ゆるゆるキャラ
ごはん

　クックパッド株式会社∥監修 ５９６　ク

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

現役ママとっておき！おとな弁当＆こども弁当 　 ５９６　ゲ

かんたん！はじめて園児のかわいいおべんとう 　阪下　千恵∥著 ５９６　サ

幼稚園べんとう 　阪下　千恵∥著 ５９６　サ

３歳からのカッコいいお弁当 　 ５９６　サ

季節のキャラ＆デコ弁教室 　高田　ゆみこ∥著 ５９６　タ

通園・通学のおべんとう 　主婦の友社∥編 ５９６　ツ

　サンリオキャラクターのおいしくてかわいいお
べんとう

　服部　みどり∥著 ５９６　ハ

おうち冷凍で幼稚園べんとう 　山崎　典子∥著 ５９６　ヤ

はじめてでも作れる！キャラ弁教室 　山崎　和代∥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

鬼弁 　ＴＯＳＨＩ‐ＬＯＷ∥著 ５９６．４　ト

【児童書】
書名 著者名 請求記号

小学生になったら図鑑 　長谷川　康男∥監修 ３７６　シ

入学準備の図鑑 　無藤　隆∥監修 ３７６　ニ

すみれちゃんは一年生 　石井　睦美∥作 ９１３　イ　２

ぷぷぷうプウタは一年生 　神沢　利子∥作 ９１３　カ

いちねんせいのいたーだきます！ 　北川　チハル∥作 ９１３　キ

１ねんせいじゃだめかなあ？ 　きたがわ　めぐみ∥作　絵 ９１３　キ

こぎつねいちねんせい 　斉藤　洋∥作 ９１３　サ

たっくんとぼく 　清水　千恵∥作 ９１３　シ

やぎこ先生いちねんせい 　ななもり　さちこ∥文 ９１３　ナ

わたし小学生まじょ 　中島　和子∥作 ９１３　ナ　１

まいにちいちねんせい 　ばん　ひろこ∥作 ９１３　バ

チョコちゃんときゅうしょく 　椰月　美智子∥さく ９１３　ヤ

チョコちゃん 　椰月　美智子∥さく ９１３　ヤ

【E　絵本】
書名 著者名 請求記号

あしたから１ねんせい 　きむら　ゆういち∥さく Ｅ３　ア

いちねんせいになったから！ 　くすのき　しげのり∥作 Ｅ３　イ

2020年3月　入園・入学に向けて



書名 著者名 請求記号

ソフィー、がっこうへいく 　パット　ジトロー　ミラー∥文 Ｅ３　ウ

しょうがっこうがだいすき 　うい∥作 Ｅ３　エ

１ねん１くみの１にち 　川島　敏生∥写真・文 Ｅ３　カ

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

さよならようちえん 　さこ　ももみ∥作 Ｅ３　サ

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

きょうなにしてた？ 　はまの　ゆか∥さく 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

メイがはじめてがっこうへいくひ 　ケイト　ベアビー∥ぶん　え Ｅ３　ベ

おかねをかせぐ！ 　シンダーズ マクレオド∥作 絵 Ｅ３　マ

はじめくんがっこうへいく 　もりかわ　しげみ∥さく Ｅ３　ヤ

えらいこっちゃのいちねんせい 　かさい　まり∥文 Ｅ３　ユ

えらいこっちゃのようちえん 　かさい　まり∥文 Ｅ３　ユ

がっこうだってどきどきしてる 　アダム　レックス∥文 Ｅ３　ロ

みんなとちがうきみだけど 　ジャクリーン　ウッドソン∥作 Ｅ３　ロ

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

あのねあのね 　えがしら　みちこ∥作 Ｅ９　エ

かぶとむしランドセル 　ふくべ　あきひろ∥さく Ｅ９　オ

あしたはだれにあえるかな 　中川　ひろたか∥文 Ｅ９　オ

ごうた、１年生でしょっ 　すとう　あさえ∥文 Ｅ９　オ

ちいさいわたし 　かさい　まり∥さく Ｅ９　オ

小学生になる日 　北見　葉胡∥文・絵 Ｅ９　キ

うわさのようちえん 　きたやま　ようこ∥著 Ｅ９　キ

６さいのきみへ 　佐々木　正美∥文 Ｅ９　サ

きょう、おともだちができたの 　得田　之久∥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

おめでとうのさくらまんじゅう 　西本　鶏介∥作 Ｅ９　ノ

くぬぎのもりのりすのがっこう 　ふくざわ　ゆみこ∥作 Ｅ９　フ

カイくんのランドセル 　おか　しゅうぞう∥さく Ｅ９　フ

したじきくんとなかまたち 　二宮　由紀子∥作 Ｅ９　ヤ
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