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一年生のとき戦争が始まった
われら国民学校奮戦記

信州智里東国民学校
昭和21年度卒同級会／文
熊谷元一／絵・写真（農山漁村文化協
会）

2005 376/ｼﾝｼ/

わたしたちのトビアス学校へいく
ボー・スベドベリ／文・写真
ラグンヒルド・ロベレ／絵（偕成社）

1998 378/ｽﾍﾄ/

学校で楽しむみんなの合唱　2
入学・卒業式編

さいとうみのる／文
かざねそよか／イラスト（汐文社）

2004 767/ｻｲﾄ/

ドギーマギー動物学校　1　カムの入学式
角川つばさ文庫

姫川明月／作絵
（角川書店）

2012 908/ｶﾄｶ/12.9

スクール・バッグいっぱいの運命
YA!ENTERTAINMENT

板橋雅弘／[著]
田村吉康／画（講談社）

2009 913.6/ｲﾀﾊ/09.2

イチゴの村のお話たち　3
はじめましての一日

エム・エーフィールド／文
いちこ／[ほか]絵（学研教育出版）

2014 913.6/ｴﾑｴ/14.6

おばけのソッチ1年生のまき
角野栄子の小さなおばけシリーズ

角野栄子／さく
佐々木洋子／え（ポプラ社）

1983 913.6/ｶﾄﾉ/

きらちゃんひらひら
北川チハル／作
河原まり子／絵（小峰書店）

2005 913.6/ｷﾀｶ/

やまんば妖怪学校　1
末吉暁子／作
おかべりか／絵（偕成社）

2008 913.6/ｽｴﾖ/08.6

かいじゅうぼうやも一年生
すえよしあきこ／作
山口みねやす／絵（小学館）

2005 913.6/ｽｴﾖ/

怪談オウマガドキ学園　1
真夜中の入学式

常光徹／責任編集
村田桃香／絵（童心社）

2013 913.6/ﾂﾈﾐ/13.7

わたし小学生まじょ
中島和子／作
秋里信子／絵（金の星社）

2013 913.6/ﾅｶｼ/13.11

夏の階段
梨屋アリエ／[著]
（ポプラ社）

2008 913.6/ﾅｼﾔ/08.3

やまねこようちえん
那須田淳／作
武田美穂／絵（ポプラ社）

2008 913.6/ﾅｽﾀ/08.10

ともだちともだち一ねんせい
ひろはたえりこ／作
風川恭子／絵（あかね書房）

2001 913.6/ﾋﾛﾊ/

ふたりのさっちゃん
福田岩緒／作・絵
（文研出版）

2003 913.6/ﾌｸﾀ/

大ドロボウ五十五えもんのドロボウ学校
吉田純子／作
細川貂々／絵（ポプラ社）

2009 913.6/ﾖｼﾀ/09.2

ゆうかんな女の子ラモーナ
ベバリイ・クリアリー／作
松岡享子／訳（学研教育出版）

2013 933/ｸﾘｱ/13.10

妖精ライラ　1
妖精学校に入学するっ!の巻

エリザベス・リンジー／著
杉田七重／訳（アルファポリス）

2011 933/ﾘﾝｼ/11.7

おひさまえんのさくらのき
あまんきみこ／作
石井勉／絵（あかね書房）

2005 E/ｲｼｲ/05.11

※請求記号のうち、「E」は絵本を指しますが、実際の背ラベルでは省略されています。

入園・入学の本

春から新しい生活を始める人も多いと思います。今回は、入園、入学に関する本を集めました。春に向けて、じっくり本を
選んでください。
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しいちゃん学校へいく
しいちゃんのおたんじょうび

山路鎮子／原作
内田美代子／絵（パロル舎）

2010 E/ｳﾁﾀ/10.3

一年生になるんだもん
角野栄子／文
大島妙子／絵（文化出版局）

1997 E/ｵｵｼ/

メルくんようちえんにいく
おおともやすお／さく
（福音館書店）

2000 E/ｵｵﾄ/

かぶとむしランドセル
ふくべあきひろ／さく
おおのこうへい／え（PHP研究所）

2013 E/ｵｵﾉ/13.7

あしたはだれにあえるかな
おたんじょう月おめでとう　3月生まれ

中川ひろたか／文
おくはらゆめ／絵（自由国民社）

2011 E/ｵｸﾊ/11.2

ことりようちえんのいちねんかん
たかてらかよ／文
鴨下潤／絵（講談社）

2010 E/ｶﾓｼ/10.2

ようちえんっていうところ
ジェシカ・ハーパー／ぶん
G.ブライアン・カラス／え（BL出版）

2007 E/ｶﾗｽ/07.2

すぐにともだちできるから
清水達也／さく
狩野富貴子／え（PHP研究所）

1997 E/ｶﾘﾉ/

小学生になる日
北見葉胡／文・絵
（新日本出版社）

2010 E/ｷﾀﾐ/10.3

チューピィきょうからようちえん
ティエリー・クルタン／え
ソフィー・クルタン／いろ（リーガル出
版）

2006 E/ｸﾙﾀ/06.7

もうすぐ一年生
桑原伸之／さく
（小峰書店）

2003 E/ｸﾜﾊ/

ともだちつくろう
エマといっしょに　2

スージー・モルゲンステルン／さく
セヴリーヌ・コルディエ／え（ジュリアン）

2008 E/ｺﾙﾃ/08.7

ふたごのひよちゃんぴよちゃんはじめてのようちえん
バレリー・ゴルバチョフ／作・絵
なかがわちひろ／訳（徳間書店）

2006 E/ｺﾙﾊ/06.1

かばくんとクレヨン
コンドウアキ／著
（小学館）

2014 E/ｺﾝﾄ/14.3

ようかいえんにいらっしゃい
白土あつこ／作・絵
（ひさかたチャイルド）

2014 E/ｼﾗﾄ/14.7

ますだくんのランドセル
武田美穂／作・絵
（ポプラ社）

1995 E/ﾀｹﾀ/

もくちゃんもこちゃんのはじめてのようちえん
神沢利子／さく
多田ヒロシ／え（PHP研究所）

2005 E/ﾀﾀ/

おつきさまはいちねんせい
きたやまようこ／文
アンドレ・ダーハン／絵（講談社）

2014 E/ﾀﾊﾝ/14.3

もうすぐ1ねんせい
つよしゆうこ／さく
（童心社）

2009 E/ﾂﾖｼ/09.2

フェリックスのにゅうがくおめでとう
アネッテ・ランゲン／話
コンスタンツァ・ドロープ／絵
（ブロンズ新社）

2004 E/ﾄﾛﾌ/

なきむしようちえん
長崎源之助／作
西村繁男／絵（童心社）

1983 E/ﾆｼﾑ/

あした、がっこうへいくんだよ
ミルドレッド・カントロウィッツ／ぶん
ナンシー・ウィンスロー・パーカー／え
（評論社）

1981 E/ﾊｶ/
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TheKissingHandキスのおまじない
オードリー・ペン／ぶん
ルース・E.ハーパー／え
（アシェット婦人画報社）

2007 E/ﾊﾊ/07.8

ぼくは一ねんせいだぞ!
福田岩緒／作
（童心社）

2009 E/ﾌｸﾀ/09.2

いちねんせいのはる・なつ・あき・ふゆ
おかしゅうぞう／さく
ふじたひおこ／え（佼成出版社）

2009 E/ﾌｼﾀ/09.2

ユピーがっこうへいく
ピエール・プロブスト／さく
やましたはるお／やく（BL出版）

2004 E/ﾌﾛﾌ/

しんぱいしんぱいウェンベリー
ケビン・ヘンクス／作
いしいむつみ／訳（BL出版）

2001 E/ﾍﾝｸ/

魔女のワンダは新入生
マーク・スペリング／作
ザ・ポウプ・ツインズ／絵（小峰書店）

2006 E/ﾎｳﾌ/06.9

ちびうさがっこうへ!
ハリー・ホース／作
千葉茂樹／訳（光村教育図書）

2005 E/ﾎｽ/

絵本おとうと…いまから五十年くらい前の家族のはなし。　2
はじめての学校

松本春野／文・絵
山田洋次／監修（新日本出版社）

2010 E/ﾏﾂﾓ/10.9

くんちゃんのはじめてのがっこう
ドロシー・マリノ／さく
まさきるりこ／やく（ペンギン社）

1982 E/ﾏﾘﾉ/

コロちゃんのランドセルだいすき
宮本えつよし／著
（佼成出版社）

2007 E/ﾐﾔﾓ/07.2

ミミちゃんのランドセルだいすき
宮本えつよし／著
（佼成出版社）

2007 E/ﾐﾔﾓ/07.2

ランドセルがやってきた
中川ひろたか／文
村上康成／絵（徳間書店）

2009 E/ﾑﾗｶ/09.1

とくべつないちにち
イヴォンヌ・ヤハテンベルフ／作
野坂悦子／訳（講談社）

2005 E/ﾔﾊﾃ/

こぶたほいくえん
なかがわりえこ／ぶん
やまわきゆりこ／え（福音館書店）

2001 E/ﾔﾏﾜ/

にゅうえんおめでとう
わらべきみか／作
（ポプラ社）

2005 E/ﾜﾗﾍ/

展示期間　2015年２月６日～３月29日
〒422-8002　静岡市駿河区谷田53-1　静岡県立中央図書館

子ども図書研究室　TEL 054-262-1243（資料課）


