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書誌ID 書名 著者名 出版社 出版年 分類 
0012274120 伝統行事がわかる図鑑 3 秋のしきたり 新谷 尚紀/監修 ポプラ社 2011.3 386 

0012366012 11月のえほん(季節を知る・遊ぶ・感じる) 長谷川 康男/監修 PHP研究所 2011.9 386 

0012244364 天気でわかる四季のくらし 3 秋の天気とくらし 日本気象協会/著 新日本出版社 2011.2 451 

0012596846 秋をみつけた(海野和男のみぢかなしぜんのふしぎ) 海野 和男/写真・文 新日本出版社 2012.9 460 

0000182183 ドングリ(科学のアルバム 96) 埴 沙萠/著 あかね書房 1987.11 470 

0000801315 ほら、きのこが…(たくさんのふしぎ傑作集) 越智 典子/文 福音館書店 2000.5 470 

0010941321 キノコの世界(科学のアルバム 植物9) 伊沢 正名/著 あかね書房 2005.4 470 

0010941338 紅葉のふしぎ(科学のアルバム 植物15) 佐藤 有恒/著 あかね書房 2005.4 470 

0011414803 きのこのひみつ(学研まんが） ひろ ゆうこ/漫画 学研CB事業部 2007.3 470 

0011509245 はっぱ -身近な葉の色・かたちの魅力- 林 将之/監修・写真 STUDIO CELLO 2007.10 470 

0011609404 花のたね・木の実のちえ 4 ドングリとリス 多田 多恵子/監修 偕成社 2008.3 470 

0012122168 野の花えほん -秋と冬の花- 前田 まゆみ/作 あすなろ書房 2010.8 470 

0012367383 きのこ -ふわり胞子の舞- 埴 沙萠/写真・文 ポプラ社 2011.9 470 

0012576325 きのこの不思議 (子供の科学★サイエンスブックス) 保坂 健太郎/著 誠文堂新光社 2012.8 470 

0011925102 どんぐりもりのおきゃくさん(しぜんにタッチ!) 香山 美子/文 ひさかたチャイルド 2009.8 481 

0011282812 どんぐりの穴のひみつ(わたしの研究 11) 高柳 芳恵/文 偕成社 2006.9 486 

0012254378 秋のスイーツ 大森 いく子/著 金の星社 2011.3 596.6 

0010187340 まつぼっくりノート-ひろってふしぎつくってたのしい- いわさ ゆうこ/作 文化出版局 2001.11 650 

0010711606 日本どんぐり大図鑑 徳永 桂子/著 偕成社 2004.3 650 

0011056556 落ち葉 平山 和子/文と絵 福音館書店 2005.9 650 

0011491806 どんぐりころころ(しぜんにタッチ!) 大久保 茂徳/監修 ひさかたチャイルド 2007.9 650 

0011525569 コロコロどんぐりみゅーじあむ いわさ ゆうこ/著 アリス館 2007.11 650 

0011928077 ドングリ観察ブック 小田 英智/構成・文 偕成社 2009.9 650 

0012156633 ひろった・あつめたぼくのドングリ図鑑 盛口 満/絵・文 岩崎書店 2010.10 650 

0012387477 紅葉・落ち葉・冬芽の大研究 -さまざまな色と形- 星野 義延/監修 PHP研究所 2011.11 650 

0012453383 季節の絵手紙(かんたん!たのしい!手作り手紙) 寺西 恵里子/作 汐文社 2012.2 724 

0011519174 クリスマス・正月の工作図鑑 -どんぐりまつ 
ぼっくり落花生身近な素材ですぐつくれる- 

岩藤 しおい/著 いかだ社 2007.11 750 

0012165245 まるごとどんぐりスペシャル おおたき れいこ/著 かもがわ出版 2010.10 750 

0012247834 きせつの手づくり図鑑 秋 ハロウィンの 
かざり・豆本・落ち葉の紙すきはがき 

峯村 良子/作・絵 偕成社 2011.3 750 

0012361812 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 ナツメ社 2011.9 750 

0012363607 どんぐり・木の実・おち葉 -秋のほっこり工作- 岩藤 しおい/著 いかだ社 2011.9 750 

0012452716 まるごときせつの行事 コダシマ アコ/著 かもがわ出版 2012.2 750 

0012448970 写真でわかる季節のことば辞典 第3巻 
月さえる 秋のことば 

学研辞典編集部/編 学研マーケティング 2012.2 814 

0012269686 いきもの歳時記 秋 古舘 綾子/文 童心社 2011.3 911.3 

0000213022 ふゆめがっしょうだん(かがくのとも傑作集 34) 富成 忠夫/写真 福音館書店 1990.1 P 

0000214369 どんぐりのぼうけん エルサ・ベスコフ/作 文化出版局 1983.8 P 

0000236987 りんごがたべたいねずみくん なかえ よしを/作 ポプラ社 1978 P 
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書誌ID 書名 著者名 出版社 出版年 分類 
0000394565 かぼちゃ人類学入門(たくさんのふしぎ傑作集) 川原田 徹/さく 福音館書店 1994.6 P 

0000507222 かぼちゃのおうち(すくすくむらものがたり) コリン・マクリーン/作・絵 河合楽器製作所 1996.2 P 

0000570714 どうぶつ村のごちそうごよみ 
あき おつきみ・あきまつり 

たちばな さきこ/さく あかね書房 1996.9 P 

0000572610 木の実とともだち -みつける・たべる・つくる- 松岡 達英/構成 偕成社 1996.10 P 

0000636532 どんぐりぼうやのぼうけん エルサ・ベスコフ/さく・え 童話館出版 1997.10 P 

0000636617 ぼくらのドングリランド 佐藤 ヒロシ/作・絵 佼成出版社 1997.10 P 

0000761500 きんいろのとき -ゆたかな秋のものがたり- アルビン・トレッセルト/文 ほるぷ出版 1999.9 P 

0000784870 ひらひらころころあきまつり 長谷川 摂子/ぶん 福音館書店 2000.4 P 

0000822604 もみじちゃんとチュウ 村上 康成/作・絵 ひかりのくに 2000.10 P 

0000828734 もりのセーター(PHPにこにこえほん) 片山 令子/作 PHP研究所 2000.10 P 

0010827727 どんぐりとあそぼう! -秋- ポプラ社 2004.9 P 

0070035229 たべられるきのみ(かがくのとも特製版) 菅原 久夫/文 福音館書店 1985 P 

0012381900 みーつけたっ(にじいろえほん) あまん きみこ/ぶん 小峰書店 2011.10 Pアマン 

0010828504 こじまのもりのきんいろのてがみ あんびる やすこ/作・絵 ひさかたチャイルド 2004.9 Pアンヒ 

0011741497 ドングリ小屋(クローバーえほんシリーズ) いしい つとむ/著 佼成出版社 2008.10 Pイシイ 

0012578847 さるかにがっせん(講談社の創作絵本) 石崎 洋司/文 講談社 2012.8 Pイシサ 

0012250100 きたかぜとたいよう(イソップえほん 5) [イソップ/原作] 岩崎書店 2011.3 Pイソツ 

0010641251 おちばがおどる(いとうひろしの本 9) いとう ひろし/作 ポプラ社 2003.11 Pイトウ 

0011384315 くいしんぼのもぐら いわき たかし/ぶん 童話屋 2007.3 Pイワキ 

0000226803 14ひきのやまいも いわむら かずお/さく 童心社 1984.7 Pイワム 

0000280940 14ひきのあきまつり いわむら かずお/さく 童心社 1992.10 Pイワム 

0000608449 14ひきのかぼちゃ いわむら かずお/さく 童心社 1997.4 Pイワム 

0010409057 あかいはっぱきいろいはっぱ ロイス・エイラト/さく 福音館書店 2002.11 Pエイラ 

0012379295 やきいもするぞ おくはら ゆめ/作 ゴブリン書房 2011.10 Pオクハ 

0011047733 どんぐりしいちゃん かとう まふみ/作・絵 教育画劇 2005.9 Pカトウ 

0011704651 どんぐりのき(わたしのえほん) 亀岡 亜希子/[作] PHP研究所 2008.9 Pカメオ 

0012356382 あきねこ(講談社の創作絵本) かんの ゆうこ/文 講談社 2011.8 Pカンノ 

0011069647 しきしきむらのあき 木坂 涼/文 岩波書店 2005.10 Pキサカ 

0010295367 かぼちゃスープ ヘレン・クーパー/さく アスラン書房 2002.4 Pクハ 

0011501309 いも -じゃがいも・さつまいも- 久保 秀一/写真 フレーベル館 2007.9 Pクホ 

0010384182 テディおちばひらひら マイケル・グレイニエツ/さく ポプラ社 2002.10 Pクレニ 

0010169094 秋は林をぬけて(小泉るみ子四季のえほん 3) 小泉 るみ子/作・絵 ポプラ社 2001.10 Pコイス 

0050089586 どうぞのいす(ひさかた絵本傑作集) 香山 美子/作 ひさかたチャイルド 1998.3 Pコウヤ 

0010687549 どんぐりだんご 小宮山 洋夫/さく 福音館書店 2004.1 Pコミヤ 

0010919468 おちばのふとん(ちいさなかがくのとも 通巻36号) ごんもり なつこ/さく 福音館書店 2005.3 Pコンモ 

0000829947 ばばばあちゃんのやきいもたいかい さとう わきこ/作 福音館書店 2000.10 Pサトウ 

0012381891 さあ、とんでごらん! サイモン・ジェームズ/さく 岩崎書店 2011.10 Pシエム 

0011753923 まつぼっくりのぼうけん ブリギッテ・シジャンスキー/ 
文 

瑞雲舎 2008.10 Pシシヤ 
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書誌ID 書名 著者名 出版社 出版年 分類 
0011928774 あきですよ(四季のえほん) 柴田 晋吾/さく 金の星社 2009.8 Pシハタ 

0000229956 もりのかくれんぼう 末吉 暁子/作 偕成社 1979 Pスエヨ 

0012142675 びっくりまつぼっくり 多田 多恵子/ぶん 福音館書店 2010.9 Pタタ 

0000283218 もりのふゆじたく(もりのおくりもの 1) たるいし まこ/さく 福音館書店 1992.10 Pタルイ 

0000283221 きのみのケーキ(もりのおくりもの 2) たるいし まこ/さく 福音館書店 1992.10 Pタルイ 

0010376052 セーターになりたかった毛糸玉 津田 直美/著 ブロンズ新社 2002.9 Pツタ 

0012530328 おいもさんがね…(おいしいともだち) とよた かずひこ/さく・ 
え 

童心社 2012.6 Pトヨタ 

0012372003 おいもほり 中村 美佐子/作 ひかりのくに 2011.10 Pナカム 

0012141075 どんぐりむらのぼうしやさん なかや みわ/さく 学研マーケティング 2010.9 Pナカヤ 

0012357940 どんぐりむらのぱんやさん なかや みわ/さく 学研マーケティング 2011.9 Pナカヤ 

0012584128 どんぐりむらのおまわりさん なかや みわ/さく 学研マーケティング 2012.9 Pナカヤ 

0010964536 どんぐりひろい -くまくんのあき- なとり ちづ/文 福音館書店 2005.4 Pナトリ 

0010407907 サナのあかいセーター(絵本の時間 18) なりた まさこ/作・絵 ポプラ社 2002.11 Pナリタ 

0012353272 おちばいちば 西原 みのり/作 ブロンズ新社 2011.8 Pニシハ 

0012369810 いもいもほりほり(講談社の創作絵本) 西村 敏雄/作 講談社 2011.9 Pニシム 

0012111234 じゃがいもポテトくん 長谷川 義史/作・絵 小学館 2010.7 Pハセカ 

0011989125 おこのみやき(エルくらぶ) ひぐち ともこ/さく 解放出版社 2009.12 Pヒクチ 

0012464632 なんのいろ あき(きせつのえほん) ビーゲン セン/作 絵本塾出版 2012.2 Pヒケン 

0010645240 どんぐりざかのあそびうた ひろかわ さえこ/さく・え あかね書房 2003.11 Pヒロカ 

0010865595 ねぼすけスーザのセーター 広野 多珂子/作 福音館書店 2004.11 Pヒロノ 

0011736462 どんぐりとんぽろりん 武鹿 悦子/作 ひさかたチャイルド 2008.10 Pフシカ 

0011938263 いもほりバス(チューリップえほんシリーズ) 藤本 ともひこ/作・絵 鈴木出版 2009.9 Pフシモ 

0000304448 ちょろりんのすてきなセーター 降矢 なな/さく・え 福音館書店 1993.3 Pフリヤ 

0011069405 どんぐりどんぐり(こどものとも 0.1.2 ) 降矢 なな/さく 福音館書店 2005.11 Pフリヤ 

0010168507 きのこはともだち-さがす・みつける・たべる- 松岡 達英/構成 偕成社 2001.10 Pマツオ 

0011050527 ころわんところころ 間所 ひさこ/作 ひさかたチャイルド 2005.8 Pマトコ 

0012135128 10ぴきのかえるのあきまつり 間所 ひさこ/さく PHP研究所 2010.9 Pマトコ 

0012222084 りんごがコロコロコロリンコ 三浦 太郎/作 講談社 2011.1 Pミウラ 

0010363423 あきいろおさんぽ 村上 康成/作・絵 ひかりのくに 2002.9 Pムラカ 

0011284291 やきいもの日 -Welcome to my Town- 村上 康成/作・絵 徳間書店 2006.9 Pムラカ 

0010836231 おべんともって 森山 京/文 偕成社 2004.9 Pモリヤ 

0011077100 くまさんとおちば(こんにちは!えほん 9) 森山 京/さく ポプラ社 2005.10 Pモリヤ 

0012142674 もりのてぶくろ 八百板 洋子/ぶん 福音館書店 2010.9 Pヤオイ 

0011762298 おでんおんせん 山田 ゆみ子/さく 福音館書店 2008.10 Pヤマタ 

0012353229 わんぱくだんのどんぐりまつり ゆきの ゆみこ/作 ひさかたチャイルド 2011.8 Pユキノ 

0012397138 こぐまのトムトム ぼくのあき 葉 祥明/著 絵本塾出版 2011.11 Pヨウ 

0011302816 ファーディとおちば ジュリア・ローリンソン/さ 
く 

理論社 2006.10 Pロリン 

0011713872 みんなおやすみ… 和木 亮子/作 金の星社 2008.8 Pワキ 
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