
分　野 書　名 著　者 出版社 請求記号

日本の小説 赤ずきん、ピノキオ拾って死体と出会う。 青柳　碧人 双葉社 F ｱｵ

幾千年の声を聞く 青羽　悠 中央公論新社 F ｱｵ

松本－日本平殺人連鎖 梓　林太郎 徳間書店 F ｱｽﾞ

ＵＬＴＩＭＡＴＥ　ＥＤＩＴＩＯＮ 阿部　和重 河出書房新社 F ｱﾍﾞ

烏の緑羽 阿部　智里 文藝春秋 F ｱﾍﾞ

絶筆 石原　慎太郎 文藝春秋 F ｲｼ

光のとこにいてね 一穂　ミチ 文藝春秋 F ｲﾁ

小説家の一日 井上　荒野 文藝春秋 F ｲﾉ

老害の人 内館　牧子 講談社 F ｳﾁ

ユーレイズミーアップ 梅原　久範 幻冬舎メディアコンサルティング F ｳﾒ

地図と拳 小川　哲 集英社 F ｵｶﾞ

葵のしずく 奥山　景布子 文藝春秋 F ｵｸ

潜熱 乙川　優三郎 徳間書店 F ｵﾄ

なんとかしなくちゃ。　青雲編 恩田　陸 文藝春秋 F ｵﾝ

清浄島 河崎　秋子 双葉社 F ｶﾜ

世界の望む静謐 倉知　淳 東京創元社 F ｸﾗ

乱れる海よ 小手鞠　るい 平凡社 F ｺﾃﾞ

今夜、ぬか漬けスナックで 古矢永　塔子 小学館 F ｺﾔ

闇の聖域 佐々木　譲 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｻｻ

憐憫 島本　理生 朝日新聞出版 F ｼﾏ

下弦の月に消えた女 瞬那　浩人 セルバ出版 F ｼﾕ

プリテンド・ファーザー 白岩　玄 集英社 F ｼﾗ

うきよの恋花 周防　柳 集英社 F ｽｵ

歳時記夢幻舞台２４の旅 高樹　のぶ子 潮出版社 F ﾀｶ

過怠 谷村　志穂 光文社 F ﾀﾆ

春いちばん 玉岡　かおる 家の光協会 F ﾀﾏ

機械仕掛けの太陽 知念　実希人 文藝春秋 F ﾁﾈ

十三夜の焔 月村　了衛 集英社 F ﾂｷ

君といた日の続き 辻堂　ゆめ 新潮社 F ﾂｼﾞ

川のほとりに立つ者は 寺地　はるな 双葉社 F ﾃﾗ

小さき王たち　第３部 堂場　瞬一 早川書房 F ﾄﾞｳ 3

特殊清掃人 中山　七里 朝日新聞出版 F ﾅｶ

吉原と外 中島　要 祥伝社 F ﾅｶ

怪盗フラヌールの巡回 西尾　維新 講談社 F ﾆｼ



分　野 書　名 著　者 出版社 請求記号

日本の小説 老人ホテル 原田　ひ香 光文社 F ﾊﾗ

侵略少女 古野　まほろ 光文社 F ﾌﾙ

ゆれる階 村松　友視 河出書房新社 F ﾑﾗ

サブスクの子と呼ばれて 山田　悠介 河出書房新社 F ﾔﾏ

わがままな選択 横山　拓也 河出書房新社 F ﾖｺ

吹上奇譚　第４話 吉本　ばなな 幻冬舎 F ﾖｼ 4

薔薇色に染まる頃 吉永　南央 文藝春秋 F ﾖｼ

栞と嘘の季節 米澤　穂信 集英社 F ﾖﾈ

鎌倉残影 朝井　まかて ＫＡＤＯＫＡＷＡ F

モノガタリは終わらない モノガタリプロジェクト 集英社 F

外国の小説 ルビーが詰まった脚 ジョーン・エイキン 東京創元社 933 ｴｲ

闇の覚醒 ナオミ・ノヴィク 静山社 933 ﾉﾋﾞ

ホロヴィッツホラー アンソニー・ホロヴィッツ 講談社 933 ﾎﾛ

フローリングのお手入れ法 ウィル・ワイルズ 東京創元社 933 ﾜｲ

文庫 ６０歳からの人生を楽しむ技術 渡部　昇一 祥伝社 B 159.7 ﾜﾛ

ギャンブラーが多すぎる ドナルド・Ｅ．ウェストレイク 新潮社 B 933 ｳｴ

サスペンス作家が人をうまく殺すには エル・コシマノ 東京創元社 B 933 ｺｼ

相棒　ｓｅａｓｏｎ２０上 輿水　泰弘　ほか 朝日新聞出版 B F ｲｶ 20-1

茉莉花官吏伝　１３ 石田　リンネ ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ｲｼ 13

謎解き京都のエフェメラル　〔２〕 泉坂　光輝 マイクロマガジン社 B F ｲｽﾞ 2

ソードアート・オンライン　２５～２７ 川原　礫 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ｶﾜ 25～27

劇場版ラジエーションハウス 横幕　智裕 集英社 B F ｸﾏ

准教授・高槻彰良の推察　８ 澤村　御影 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ｻﾜ 8

朱華姫の御召人　下 白川　紺子 集英社 B F ｼﾗ 2

京都くれなゐ荘奇譚　２ 白川　紺子 ＰＨＰ研究所 B F ｼﾗ 2

花菱夫妻の退魔帖 白川　紺子 光文社 B F ｼﾗ

駅の名は夜明 高田　郁 双葉社 B F ﾀｶ

優しい死神の飼い方 知念　実希人 光文社 B F ﾁﾈ

お飾り王妃になったので、こっそり働きに出ることにしました　〔５〕 富樫　聖夜 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾄｶﾞ 5

悪役令嬢、ブラコンにジョブチェンジします　１～３ 浜　千鳥 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾊﾏ 1～3

後宮瑞華伝 はるおか　りの 集英社 B F ﾊﾙ

天国の修羅たち 深町　秋生 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾌｶ

優莉凛香 松岡　圭祐 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾏﾂ

迎え猫 輪渡　颯介 講談社 B F ﾜﾀ

郷土 植芝盛平と合気道の戦う力 飯田　イチロオ ＢＡＢジャパン A 789.2 ｲｳ

総記 Ｗｉｎｄｏｗｓ１０＆１１裏ワザ大事典 日経ＢＰ社 007.6 ｳ

眞野先生。本が傷んだら修理するだけじゃダメってホント？ 眞野　節雄 ＤＢジャパン 014.6 ｼ

絵本はホスピタリティの宝箱 元気が湧く かもがわ出版 019.5 ｴ

ｋｏｔｏｂａ　Ｎｏ．４９（２０２２年秋号） 集英社 051.3 ｺ



分　野 書　名 著　者 出版社 請求記号

哲学 ７６歳。今日も良日 中尾　ミエ アスコム 159.7 ﾅﾅ

歴史 皇室　９５号（令和４年夏） 扶桑社 288.4 ｺ

皇室　９６号（令和４年秋） 扶桑社 288.4 ｺ

天路の旅人 沢木　耕太郎 新潮社 289.1 ﾆｼ

マーガレット王女とわたし アン・グレンコナー 白水社 289.3 ｸﾞﾚ

世界から忘れられた廃墟 トラビス・エルボラフ 日経ナショナルジオグラフィック 290.9 ｴｾ

日本の美しい神秘風景 パイインターナショナル パイインターナショナル 291.0 ﾆ

お江戸・東京　坂タモリ　港区編 タモリ ＡＲＴ　ＮＥＸＴ 291.3 ﾀｵ

女人京都 酒井　順子 小学館 291.6 ｻﾆ

るるぶ温泉＆宿関西　中国　四国　〔２０２２〕 ＪＴＢパブリッシング 291.6 ﾙ 22

社会科学 地図で見るヨーロッパハンドブック フランク・テタール 原書房 302.3 ﾃﾁ

迷える東欧 三木　幸治 毎日新聞出版 302.3 ﾐﾏ

今日拾った言葉たち 武田　砂鉄 暮しの手帖社 304 ﾀｷ

自民党の統一教会汚染 鈴木　エイト 小学館 312.1 ｽｼﾞ

ウクライナ戦争と米中対立 峯村　健司 幻冬舎 319.3 ｳ

ドラッカーのマネジメント見るだけノート 藤屋　伸二 宝島社 336 ﾄﾞ

ル・ボン『群衆心理』 武田　砂鉄 ＮＨＫ出版 361

老いの玉手箱 樋口　恵子 中央公論新社 367.3 ﾋｵ

レクリエ　２０２２～２０２３特別号 世界文化ライフケア 369.2 ﾚ 22

レクリエ　２０２２－１１・１２月 世界文化ライフケア 369.2 ﾚ 22-11

唱歌で学ぶ日本音楽 日本音楽の教育と研究をつなぐ会 音楽之友社 376

かんたん、かわいい！パネルシアター ナツメ社 376.1 ｶ

ひどい民話を語る会 京極　夏彦 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 388.1 ﾋ

自然科学
東大の先生！文系の私に超わかりやすく物理を
教えてください！

西成　活裕 かんき出版 420 ﾆﾄ

ノーベル化学賞に輝いた研究のすごいところを
わかりやすく説明してみた

山口　悟 ベレ出版 430.4 ﾔﾉ

直立二足歩行の人類史 ジェレミー・デシルヴァ 文藝春秋 469.2 ﾃﾞﾁ

即効！耳ほぐし 松岡　佳余子 河出書房新社 492.7 ﾏｿ

「足がよくつる」人のお助けＢＯＯＫ 出沢　明 主婦の友社 493.6 ﾃﾞｱ

「吐くのがこわい」がなくなる本 山口　健太 ダイヤモンド社 493.7 ﾔﾊ

１００年足腰 巽　一郎 サンマーク出版 498.3 ﾀﾋ

技術 間取りがおもしろい平屋 主婦と生活社 主婦と生活社 527.1 ﾏ

もっと知りたいシャネルと２０世紀モード 朝倉　三枝 東京美術 589.2 ｱﾓ

６０代のコーディネート、ずっと変わらない「好き」を主軸に Ｉｌｌａｌｌａｎ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 589.2 ｲﾛ

弱い力でも使いやすい頼もしい文具たち 波子 小学館クリエイティブ 589.7 ﾅﾖ

この人と、一緒にいるって決めたなら タサン志麻 日経ＢＰ 590.4 ﾀｺ

７０歳からのおしゃれ生活 中山　庸子 さくら舎 590.4 ﾅﾅ

老後の心配はおやめなさい 荻原　博子 新潮社 591 ｵﾛ

作ってみたい！はじめてのきものリメイク 成美堂出版編集部 成美堂出版 593.3 ﾂ



分　野 書　名 著　者 出版社 請求記号

技術 ぽっちゃりさんもいろいろ気にせず着たい服 月居　良子 文化学園文化出版局 593.3 ﾂﾎﾟ

型紙なしでまっすぐ縫いの着物リメイク 松下　純子 日本ヴォーグ社 593.3 ﾏｶ

技術 ハンドメイドのミニ財布 日本ヴォーグ社 594 ﾊ

指が出せる棒針編みの２ｗａｙミトン みぞはた　ひろみ アップルミンツ 594.3 ﾐﾕ

いっぱい作りたい便利でかわいいポーチと小物 ブティック社 594.7 ｲ

これ、台所でつくれます。 農山漁村文化協会 農山漁村文化協会 596 ｺ

大根・白菜使いきりBook りなてぃ 扶桑社 596 ﾀﾞ

宇宙一ずぼら絶品めし だれウマ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 596 ﾀﾞｳ

おいしい子育て 平野　レミ ポプラ社 596 ﾋｵ

平日５日×４週分の献立カレンダー　１１月 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 596 ﾍ

ゆーママわが家の２０年レシピ 松本　有美 扶桑社 596 ﾏﾕ

今日のごはん、これに決まり！Ｍｉｚｕｋｉのレシピ
ノート決定版！５００品

Ｍｉｚｕｋｉ 学研プラス 596 ﾐｷ

８０歳、村上祥子さんの長生き発酵食レシピ 村上　祥子 世界文化ブックス 596 ﾑﾊ

村上祥子さんの一生元気でいられるバランスごはん 村上　祥子 扶桑社 596 ﾑﾑ

リュウジ式至高のレシピ リュウジ 明石：ライツ社 596 ﾘﾘ

１０年かかって地味ごはん。 和田　明日香 主婦の友社 596 ﾜｼﾞ

お味噌知る。 土井　善晴 世界文化ブックス 596.2 ﾄﾞｵ

三國シェフのベスト・レシピ１３６ 三國　清三 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 596.2 ﾐﾐ

満月珈琲店のレシピ帖 桜田　千尋 主婦の友社 596.6 ｻﾏ

へとへとパン 白崎　裕子 マガジンハウス 596.6 ｼﾍ

はるあんのベストおやつ はるあん ライツ社 596.6 ﾊﾊ

ケーキ フジノ　シン 翔泳社 596.6 ﾌｹ

産業 切手デザイナーの仕事 間部　香代 グラフィック社 693.8 ﾏｷ

芸術 もっと知りたい中国の美術 富田　淳 東京美術 702.2 ﾄﾓ

ＣＯＮＴＡＣＴ　ＡＲＴ 原田　マハ 幻冬舎 720.4 ﾊｺ

リアルなキャラクターを描くためのデッサン講座 西澤　晋 誠文堂新光社 726.1 ﾆﾘ

ムーミンとトーベ・ヤンソン ポール・グラヴェット 河出書房新社 726.5 ﾔﾝ

篠田桃紅 平凡社 728.2 ｼﾉ

名画から学ぶ写真の見方・撮り方 東京カメラ部 翔泳社 743 ﾒ

めでる張り子 アトリエおはよう 文化学園文化出版局 754.9 ｱﾒ

パッチワーク折り紙の壁飾り 堀込　好子 ブティック社 754.9 ﾎﾊﾟ

王様のピアノ　ＪＡＺＺ 全音楽譜出版社出版部集 全音楽譜出版社 M 763.2 ｵ

ＣＤとセッション！アドリブいらずのジャズるピアノ 湯川　徹 全音楽譜出版社 M 763.2 ｼ

本当に弾きたい！ボカロ人気プレイリスト
シンコーミュージック・
エンタテイメント

M 763.2 ﾎ

今日から使える歌伴のすべて　〔２０１８〕改訂第８版 小森谷　清 全音楽譜出版社 M 763.3 ｷ

鎌倉殿の１３人　完結編 三谷　幸喜 ＮＨＫ出版 778.8 ｶ 3

舞いあがれ！　Ｐａｒｔ１ 桑原　亮子 ＮＨＫ出版 778.8 ﾏ 1

僕はどうしても捨てられない。 おいでやす小田 ヨシモトブックス 779.1 ｵｲ

まるごとバナナが、食べきれない 大久保　佳代子 集英社 779.1 ｵｵ



分　野 書　名 著　者 出版社 請求記号

言語 カタルーニャ語小さなことば僕の人生 田澤　耕 左右社 859.9 ﾀｶ

文学 あなたの小説にはたくらみがない 佐藤　誠一郎 新潮社 901.3 ｻｱ

有吉佐和子の本棚 有吉　佐和子 河出書房新社 910.2 ｱﾘ

文学 三浦綾子生誕１００年記念文学アルバム 上出　惠子
三浦綾子記念文化財団
三浦綾子記念文学館 910.2 ﾐｳ

村上春樹｜映画の旅
早稲田大学坪内博士記念演
劇　博物館 フィルムアート社 910.2 ﾑﾗ

目に見えぬ詩集 谷川　俊太郎 Ｂｏｏｋ　＆　Ｄｅｓｉｇｎ 911.5 ﾀﾒ

とりあえずお湯わかせ 柚木　麻子 ＮＨＫ出版 914 ﾕｽﾞ

無人島のふたり 山本　文緒 新潮社 915.6 ﾔﾏ

おっぱい２つとってみた 阿久津　友紀 北海道新聞社 916 ｱｸ

ウクライナから来た少女ズラータ、１６歳の日記 ズラータ・イヴァシコワ 世界文化ブックス 916 ｲﾊﾞ

こう見えて失語症です 米谷　瑞恵 主婦の友社 916 ｺﾒ

ある大学教員の日常と非日常 横道　誠 晶文社 916 ﾖｺ

野原 ローベルト・ゼーターラー 新潮社 943 ｾﾞﾀ

パラディーソ ホセ・レサマ＝リマ 国書刊行会 963 ﾚｻ

コミック 「神様」のいる家で育ちました 菊池　真理子 文藝春秋 ｺﾐｯｸ ｷｸ

疲れた人に夜食を届ける出前店 中山　有香里 ＫＡＤＯＫＡＷＡ ｺﾐｯｸ ﾅﾂ

児童書（読物） ひみつのおばけ一家　２－２ 石崎　洋司 岩崎書店 F ｲｼ 2-2

バンピー いとう　みく 静山社 F ｲﾄ

考えたことなかった 魚住　直子 偕成社 F ｳｵ

ぐうたら魔女ホーライ来る！ 柏葉　幸子 理論社 F ｶｼ

給食アンサンブル　２ 如月　かずさ 光村図書出版 F ｷｻ 2

ごはん食べにおいでよ 小手鞠　るい 講談社 F ｺﾃﾞ

星空としょかんのジュリエット 小手鞠　るい 小峰書店 F ｺﾃﾞ

そらのことばが降ってくる 高柳　克弘 ポプラ社 F ﾀｶ

みどりの森のなかまたち たかどの　ほうこ 理論社 F ﾀｶ

アニメコミックおしりたんてい　１３ ポプラ社 F ﾄﾛ 13

しゅくだいかけっこ 福田　岩緒 ＰＨＰ研究所 F ﾌｸ

願いがかなうふしぎな日記　〔２〕 本田　有明 ＰＨＰ研究所 F ﾎﾝ 2

おばけたまごはチョーきけん！ むらい　かよ ポプラ社 F ﾑﾗ

なりたいわたし 村上　しいこ フレーベル館 F ﾑﾗ

名探偵ポアロ　ポアロのクリスマス アガサ・クリスティー 早川書房 ｽｲﾘ

フランケンシュタイン メアリー・シェリー ポプラ社 933 ｼｴ

児童書（知識） なるほど！魚の漢字 学研プラス 488

睡眠の大研究 櫻井　武 ＰＨＰ研究所 491

トンネルのサバイバル パク　ソンイ 朝日新聞出版 514

図画工作ｄｅたのしい作品づくり　モビール 柴田　芳作 国土社 711.6 ｽﾞ

図画工作ｄｅたのしい作品づくり　紙はんが 柴田　芳作 国土社 731 ｽﾞ

おりがみ大全集 主婦の友社 主婦の友社 754.9 ｵ

はりきり体育ノ介体育パーフェクトブック ＮＨＫ「はりきり体育ノ介」制作班 ＮＨＫ出版 780 ﾊ



分　野 書　名 著　者 出版社 請求記号

児童書（知識） ヴェニスの商人 ウィリアム・シェイクスピア 静山社 932 ｼｴ

絵本 アリューシャン☆マジック あべ　弘士 のら書店 E ｱﾍﾞ

ゆきのげきじょう 荒井　良二 小学館 E ｱﾗ

あきのおわりのてんこうせい ジャン‐リュック・アングルベール イマジネイション・プラス E ｱﾝ

絵本 のんびり！どうぶつパーク いしかわ　こうじ 童心社 E ｲｼ

なんなんなん？ マック・バーネット 小学館 E ｴﾘ

かくれんぼ 尾崎　玄一郎 チャイルド本社 E ｵｻﾞ

おうちくん カワダ　クニコ ３０３　ＢＯＯＫＳ E ｶﾜ

ニンジンジン キューライス 白泉社 E ｷﾕ

ぼうし こみね　ゆら 講談社 E ｺﾐ

はやくおきちゃった サワイ　ワタル ビルボ E ｻﾜ

かってもまけてもいいんだよ オーレリー・シアン・ショウ・シーヌ 主婦の友社 E ｼｱ

ウェリントンのおおきいおでかけ スティーブ・スモール 化学同人 E ｽﾓ

わらってよピッコ ルイス・スロボドキン 福音館書店 E ｽﾛ

しろくまきょうだいのクリスマス ｓｅｒｉｃｏ 白泉社 E ｾﾘ

ようかいむらのうきうきクリスマス たかい　よしかず 国土社 E ﾀｶ

ポレポレゆきのなか たしろ　ちさと 大日本図書 E ﾀｼ

ドタバタ・クリスマス スティーヴン・クロール 好学社 E ﾃﾞﾊﾟ

ポッポーきかんしゃゆきさんぽ とよた　かずひこ アリス館 E ﾄﾖ

みかんくんがね… とよた　かずひこ 童心社 E ﾄﾖ

メルシーのすてきなおへんじ ぬまのう　まき ニコモ E ﾇﾏ

だじゃれむかしむかし 長谷川　義史 理論社 E ﾊｾ

せかいでいちばんおおきなネコ 風木　一人 絵本塾出版 E ﾋﾛ

ふゆのコートをつくりに 石井　睦美 ブロンズ新社 E ﾌｶ

あずきがゆばあさんととら ペク　ヒナ 偕成社 E ﾍﾟｸ

よるのあいだに… ポリー・フェイバー ＢＬ出版 E ﾎﾌﾞ

ふんがふんが おおなり　修司 絵本館 E ﾏﾙ

みち 三浦　太郎 あすなろ書房 E ﾐｳ

毒もみのすきな署長さん 宮沢　賢治 三起商行 E ﾐﾔ

茨海小学校 宮沢　賢治 三起商行 E ﾐﾔ

どきどきキッチンサーカス 石津　ちひろ 福音館書店 E ﾔﾏ

ことばどんどん　たべもの 内田　麟太郎 ひかりのくに E

レイチェル・カーソン物語 ステファニー・ロス・シソン 西村書店 E 289

あさよる、なつふゆちきゅうはまわる かこ　さとし 農山漁村文化協会 E 448

よあけゆうやけにじやオーロラ かこ　さとし 農山漁村文化協会 E 451

じめんがふるえるだいちがゆれる かこ　さとし 農山漁村文化協会 E 453

ひをふくやまマグマのばくはつ かこ　さとし 農山漁村文化協会 E 453

どんぐりころころむし 澤口　たまみ 福音館書店 E 486

オムライスッス ケロポンズ 主婦の友社 E 596



国際ソロプチミスト福知山様から、綾部市図書館の新図書館のために

ロングセラー絵本を27冊、ご寄贈いただきました。

ありがとうございました！

ありがとう

ございます！

『いたずらきかんしゃちゅうちゅう』 ﾊﾞｰｼﾞﾆｱ・ﾘｰ・ﾊﾞｰﾄﾝ／ぶん・え むらおか はなこ／やく 福音館書店 1961

『三びきのやぎのがらがらどん』 マーシャ・ブラウン／え せた ていじ／やく 福音館書店 1965

『てぶくろ』 エウゲーニー・M・ラチョフ／え うちだ りさこ／やく 福音館書店 1965

『おおきなかぶ』 ロシア民話∥ 内田 莉莎子∥訳 佐藤 忠良／画 福音館書店 1966

『しょうぼうじどうしゃじぷた』 渡辺 茂男／さく 山本 忠敬／え 福音館書店 1966

『ぐりとぐら』 中川 李枝子／さく 山脇 百合子／え 福音館書店／1967

（以下シリーズ）『ぐりとぐらのおきゃくさま』 1967

『ぐりとぐらのえんそく』 1983

『ぐりとぐらのかいすいよく』 1977

『ぐりとぐらとくるりくら』 1992

『ぐりとぐらのおおそうじ』 2002

『ぐりとぐらとすみれちゃん』 2003

『ぐりとぐらのうたうた12つき』 2003

『ぐりとぐらのてづくりブック』 2013

『はなをくんくん』 ルース・クラウス／ぶん マーク・シーモント／え きじま はじめ／やく 福音館書店 1967

『三びきのこぶた』 瀬田 貞二／やく 山田 三郎／え 福音館書店 1967

『だるまちゃんとてんぐちゃん』 加古 里子／さく え 福音館書店 1967

（以下シリーズ）『だるまちゃんとかみなりちゃん』 1968

『すてきな三にんぐみ』 トミー＝アンゲラー／さく いまえ よしとも／やく 偕成社 1969

『かたあしだちょうのエルフ』 おのき がく／ぶん・え ポプラ社 1970

『100万回生きたねこ』 佐野 洋子／作・絵 講談社 1982

『せんたくかあちゃん』 さとうわきこ／さく・え 福音館書店 1982

『ひとまねこざる』 Ｈ．Ａ．レイ／文，絵 光吉 夏弥／訳 岩波書店 1983

『めっきらもっきらどおんどん』 長谷川 摂子／作 ふりや なな／画 福音館書店 1990

『だるまさんの』 かがくい ひろし／さく ブロンズ新社 2008

「：＾


