
書名 著者名 出版者 請求記号

1 弾きがえる 久留島 武彦∥作 子どもの未来社      E       /ｲ             

2 ローラとつくるあなたのせかい ローラ　カーリン∥作 BL出版      E       /ｶ             

3 ゴードン・パークス キャロル  ボストン  ウェザーフォード∥文光村教育図書      E       /ｸ             

4 くまの楽器店 安房 直子∥作 小学館      E       /ｺ             

5 こどものとも復刻版 2 福音館書店      E       /ｺ             

6 紙のむすめ ナタリー　ベルハッセン∥文 光村教育図書      E       /ｼ             

7 の junaida∥著 福音館書店      E       /ｼﾞ            

8 Michi みち junaida∥著 福音館書店      E       /ｼﾞ            

9 マウスマンション カリーナ　スカープマン∥構想　制作　文メディアファクトリー      E       /ｽ             

10 やまのおんがくか 水田 詩仙∥訳詩 ひさかたチャイルド      E       /ｽ             

11 アトリエのきつね ロランス　ブルギニョン∥作 BL出版      E       /ｾ             

12 ゆみちゃんとえんぴつさん かたおか けいこ∥作 ひさかたチャイルド      E       /ﾀ            

13 ぱんつさん たなか ひかる∥作 ポプラ社      E       /ﾀ            

14 ミュージック・ツリー アンドレ　ダーハン∥作 講談社      E       /ﾀﾞ            

15 みんなでつくっちゃった 長 新太∥[作] 大日本図書      E       /ﾁ             

16 いろいろいろのほん エルヴェ　テュレ∥さく ポプラ社      E       /ﾃ             

17 カエルのおんがくたい 刀根 里衣∥絵　文 小学館      E       /ﾄ            

18 かぶきやパン かねまつ すみれ∥作 童心社      E       /ﾅ             

19 おいらとぼく 長田 真作∥作 文化学園文化出版局      E       /ﾅ             

20 どうぶつたちのうた 二宮 由紀子∥ぶん 教育画劇      E       /ﾅ             

21 キース・ヘリング ケイ  A.ヘリング∥文 評論社      E       /ﾆ             

22 おえかきしたいえのぐちゃん のぶみ∥さく PHP研究所      E       /ﾉ             

23 リサとガスパールえいがにいく アン　グットマン∥ぶん ブロンズ新社      E       /ﾊ             

24 はじめてのオーケストラ 佐渡 裕∥原作 小学館      E       /ﾊ             

25 ポケットに色をつめこんで エイミー  グリエルモ∥文 フレーベル館      E       /ﾊﾞ           

26 きょうはマラカスのひ 樋勝 朋巳∥文　絵 福音館書店      E       /ﾋ            

27 妖怪美術館 広瀬 克也∥作 絵本館      E       /ﾋ             

28 セロ弾きのゴーシュ 藤城 清治∥影絵 講談社      E       /ﾌ             

29 天才ピカソのひみつ 古山 浩一∥文  絵 福音館書店      E       /ﾌ             

30 ペペットのえかきさん リンダ　ラヴィン　ロディング∥文絵本塾出版      E       /ﾌ             

31 うさこちゃんびじゅつかんへいく ディック  ブルーナ∥ぶん  え 福音館書店      E       /ﾌﾞ            

32 リターン アーロン　ベッカー∥作 講談社      E       /ﾍﾞ            

33 60秒のきせき レズリア　ニューマン∥ぶん 評論社      E       /ﾍﾞ            

34 アンリ・ルソー ミシェル  マーケル∥さく 六耀社      E       /ﾎ             

35 町にながれるガブリエラのうた キャンデス　フレミング∥さく さ・え・ら書房      E       /ﾎﾟ            

36 はいくないきもの 皆川 明∥絵 クレヨンハウス      E       /ﾐ             

37 ロボとピュータのはいくえほん なつやすみのまきあらしやま こうざぶろう∥ぶん福音館書店      E       /ﾐ             

38 よるのこどものあかるいゆめ たにかわ しゅんたろう∥ぶんマイクロマガジン社      E       /ﾑ             

39 タコラのピアノ やなせ たかし∥作　絵 フレーベル館      E       /ﾔ             

40 ハルのふえ やなせ たかし∥作 小学館      E       /ﾔ             
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41 雲のような八哥鳥 白 冰∥文 ワールドライブラリー      E       /ﾕ             

42 キュッパのおんがくかい オーシル　カンスタ　ヨンセン∥さく福音館書店      E       /ﾖ             

43 せん スージー　リー∥作 岩波書店      E       /ﾘ             

44 クマと森のピアノ デイビッド　リッチフィールド∥作ポプラ社      E       /ﾘ             

45 イヌと友だちのバイオリン デイビッド　リッチフィールド∥作ポプラ社      E       /ﾘ             

46 おさるのジョージえいがをみる M.レイ∥原作 岩波書店      E       /ﾚ             

47 びじゅつかんへいこう ピーター  レイノルズ∥絵 国土社      E       /ﾚ             

48 セロ弾きのゴーシュ 宮沢　賢治//原作 童心社      C                   

49 たんばりんじゃじゃん 八木田 宜子∥作 童心社      C                   

50 やぎじいさんのバイオリン ハリス∥原作 童心社      C                   

51 レオナルド・ダ・ヴィンチ 池上 英洋∥監修 小学館 K    289     /ﾚ             

52 顔の美術館 タイガー立石∥文と絵 福音館書店 K    701     /ﾀ             

53 ミケランジェロ フィリップ　ウィルキンソン∥著BL出版 K    702     /ﾐ             

54 父と子のために絵のみかたたのしみかた 大川 栄二∥著 クレオ K    720     /ｵ             

55 うつくしいえ かこ さとし∥[著] 偕成社 K    720     /ｶ             

56 葛飾北斎 ちさか あや∥漫画 ポプラ社 K    721     /ｶ             

57 天国と地獄 小池 寿子∥監修 彩流社 K    723     /ﾃ             

58 絵とデザインがとくいになる 小学館 K    724     /ｴ             

59 ピアノと歌がじょうずになる 小学館 K    763     /ﾋﾟ            

60 おしばいにいこう! ヌリア　ロカ∥ぶん 日本劇作家協会 K    770     /ﾛ             

61 ピアノをきかせて 小俣 麦穂∥著 講談社 K    913     /ｵ             

62 5色のクレヨン きたむら てつろう∥作 新風舎 K    913     /ｷ             

63 奏のフォルテ 黒川 裕子∥著 講談社 K    913     /ｸ             

64 ぼくのまつり縫い [1] 神戸 遙真∥作 偕成社 K    913     /ｺ             

65 ぼくの、ひかり色の絵の具 西村 すぐり∥作 ポプラ社 K    913     /ﾆ             

66 お絵かき禁止の国 長谷川 まりる∥著 講談社 K    913     /ﾊ             

67 8分音符のプレリュード 松本 祐子∥作 小峰書店 K    913     /ﾏ             

68 おばけがとりつくおんがくかい むらい かよ∥著 ポプラ社 K    913     /ﾑ             

69 四重奏(カルテット)デイズ 横田 明子∥作 岩崎書店 K    913     /ﾖ             

70 芸術するのは、たいへんだ!? 倉田 百三∥[ほか]作 くもん出版 K    914     /ｹﾞ            

71 ルーシー変奏曲 サラ　ザール∥著 小学館 K    933     /ｻﾞ            

72 モーツァルトはおことわり マイケル　モーパーゴ∥作 岩崎書店 K    933     /ﾓ             

73 オペラ座の怪人 ガストン　ルルー∥作 KADOKAWA K    953     /ﾙ             


