
令和４年度夏のお楽しみ袋　幼児・保護者向け

テーマ タイトル 作者 出版社 請求記号

にんじゃいぬタロー 渡辺　陽子／作 東京：講談社 E ｺｳ

おいせまいりわんころう あおき　ひろえ／文 東京：ブロンズ新社 E ﾌﾞﾛ

がんばれ、アンズ！ 鈴木　博房／作 東京：岩崎書店 317 ｽｽﾞ

魚のこと キャスリン・シル／文 町田：玉川大学出版部 E ﾀﾏ

うまれたよ！クマノミ 大方　洋二／写真・文 東京：岩崎書店 E ｲﾜ

海のぷかぷか 高久　至／写真 東京：アリス館 E ｱﾘ

のりものいっぱい！どこにいくの？ 間瀬　なおかた／作・絵 東京：ひさかたチャイルド E ﾋｻ

くるくるくるま インゲラ・アリアニウス／著 東京：白泉社 E ﾊｸ

しょうぼうしゃ、てんけんよし！ 片平　直樹／ぶん 東京：交通新聞社 E ｺｳ

カッコーはくしのだいぼうけん かこ　さとし／文・絵 東京：復刊ドットコム E ﾌﾂ

木のロボットと丸太のおひめさまのだいぼうけん トム・ゴールド／作 東京：ほるぷ出版 E ﾎﾙ

新世界へ あべ　弘士／〔作〕 東京：偕成社 E ｶｲ

ここからおいしいよかんがするよ たな／え・ぶん 東京：パイインターナショナル E ﾊﾟｲ

どうぶつ勝負（かちまけ）はっけよい！ 大橋　慶子／作・絵 東京：教育画劇 E ｷﾖ

おかあさんごめんなさい みやにし　たつや／作絵 東京：金の星社 E ｷﾝ

くまさんどこ？ ジョナサン・ベントレー／作 東京：講談社 E ｺｳ

どこ？ 山形　明美／作 東京：講談社 E ｺｳ

にちようびのぼうけん！ はた　こうしろう／作 東京：ほるぷ出版 E ﾎﾙ

だいすき〓こぱんだ 平田　貴章／写真 東京：小学館 E ｼﾖ

もふもふパンダといっしょ 今泉　忠明／監修 東京：学研プラス 489 ﾓﾌ

のそのそパンダ ナショナルジオグラフィック／編 東京：エムディエヌコーポレーション E ｴﾑ

おむかえワニさん 陣崎　草子／作・絵 東京：文溪堂 E ﾌﾞﾝ

ヘリオさんとふしぎななべ 市居　みか／著 東京：アリス館 E ｱﾘ（閉）

よなかのさんぽ おかね　よしき／作 東京：ビリケン出版 E ﾋﾞﾘ（閉）

ねんどろん 荒井　良二／著 東京：講談社 E ｺｳ（閉）

くだものだもの 石津　ちひろ／文 東京：福音館書店 E ﾌｸ

ぺんぎんたいそう 齋藤　槙／さく 東京：福音館書店 E ﾌｸ（赤ちゃん）

クーのたんじょうび しろさめ／作絵 東京：岩崎書店 E ｲﾜ

パッピプッペポーのパンケーキ あいはら　ひろゆき／文 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ E ｶﾄﾞ

もりのくまさん 馬場　祥弘／訳詞 東京：ひさかたチャイルド E ﾋｻ

きょだいなきょだいな 長谷川　摂子／作 東京：福音館書店 E ﾌｸ

きょだいなガチャガチャ 大橋　慶子／作　絵 東京：教育画劇 E ｷﾖ

やまがみさまのきょだいべんとう 大串　ゆうじ／〔作〕 東京：偕成社 E ｶｲ

じごくのラーメンや 苅田　澄子／作 東京：教育画劇 E ｷﾖ

えんまだいおうごいっこう 中尾　昌稔／文 東京：イースト・プレス E ｲｽ

えんまのはいしゃ くすのき　しげのり／作 東京：偕成社 E ｶｲ(閉）

なつペンギン 塩野　米松／作 大阪：ひかりのくに E ﾋｶ

お化けの猛暑日 川端　誠／作 神戸：ＢＬ出版 E ﾋﾞｴ

うみのあじ たけがみ　たえ／作 東京：あかね書房 E ｱｶ
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13 あついなー　つめたいなー
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めいわくなボール 牡丹　靖佳／〔作〕 東京：偕成社 E ｶｲ

ぬいぐるみきゅうじょたい ティエリー・ロブレヒト／文 東京：岩崎書店 E ｲﾜ

あのやまこえてどこいくの ひろかわ　さえこ／作 東京：アリス館 E ｱﾘ（閉）

おべんとうバス 真珠　まりこ/作・絵 東京：ひさかたチャイルド E ﾋｻ

おつきさまこんばんは 林　明子/さく 東京：福音館書店 E ﾌｸ（赤ちゃん）

くっついた 三浦　太郎/作・絵 東京：こぐま社 E ｺｸﾞ（赤ちゃん）
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14 どこいくの？


