
★あたたかい絵本
書 名 著 ・ 編 者 名 出 版 社 出版年 請求番号

しろ 阿部はまじ ミルブックス 2016 Ｐシ

あいってなに？　What is love? マットかずこ 理論社 2016
Pホ
（北）

しろくまのそだてかた うつみのりこ 飛鳥新社 2016
Ｐシ
（北）

この世界にようこそ 広瀬裕子 ｍｉｌｌｅ　ｂｏｏｋｓ 2015 Pコ

歩くはやさで 松本巌 小さい書房 2015 B11ア

わたしの木、こころの木 いせひでこ／絵・文 平凡社 2014 Ｐワ

ネコリンピック ますだみり ミシマ社 2014 Pネ

青のない国 風木一人 小さい書房 2014 Pア

ねつでやすんでいるキミへ しりあがり寿／作・絵 岩崎書店 2013 Ｐネ

笑顔の花が咲く トレーシー・コーデュロイ １万年堂出版 2013 Pエ

Today 伊藤比呂美　訳 福音館書店 2013 Pキ

雪がふっている レミー・シャーロップ タムラ堂 2013 Pユ

森の音を聞いてごらん 池田あきこ 白泉社 2011 Ｐモ

だいじなだいじなぼくのはこ 益田　ミリ  ミシマ社 2011 Pダ

さようなら、わたしの恋
クロード・Ｋ・デュボア
小川糸　訳

ポプラ社 2011 Ｐサ

おおきな木 シェル・シルヴァスタイン あすなろ書房 2010
Pオ
（北）

きみのかみさま 西原理恵子 角川書店 2010 Pキ

きみの行く道
ドクター・スース　著
伊藤比呂美　訳

河出書房新書 2008 Ｐキ

だいじょうぶ　だいじょうぶ いとうひろし 講談社 2006 Ｐダ

ねこのき 長田弘 クレヨンハウス 1996 Ｐネ

わすれられないおくりもの Ｓ．バーレイ 評論社 1991 Ｐワ

手ぶくろを買いに
新美南吉／作
黒井健／絵

偕成社 1988 Ｐテ

１００万回生きたねこ 佐野洋子 講談社 1978 Ｐヒ

★やさしい絵

かわいい印象派 高橋明也 東京美術 2016 D211カ

ちひろ美術館　１～１２・別巻 いわさきちひろ／著
いわさきちひろ絵本美術館／編

講談社 1998 Ｄ2111チ

ジェシー・Ｗ・スミスの世界 ジェシー・Ｗ・スミス 新人物往来社 2011 D2111ジ

あっちの女こっちの猫　佐野洋子画文集 佐野洋子/画・文 講談社 1999 D2111ア

いちばんていねいな、花々の水彩レッスン 星野木綿 日本文芸社 2016 D211イ

ボールペンで描くかわいいイラストＢＯＯＫ 森シホカ 成美堂出版 2012 D2111カ
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★やすらぐ詩
書 名 著 ・ 編 者 名 出 版 社 出版年 請求番号

みすゞ詩画集　春・秋・冬
金子みすゞ/詩
栗原佳子/画

春陽堂書店 2001～2002 D2412ミ

金子みすゞ童謡集 金子みすゞ ＪＵＬＡ出版
1984
1995
1998

Ｄ2412ワ
Ｄ2412ア
Ｄ2412コ

おんなのこ
くどうなおこ/著
佐野洋子/絵

幻戯書房 2015 D2412オ

キャロライン・ケネディが選ぶ「心に咲く名詩１１５」 キャロライン・ケネディ/編 早川書房 2014 D2412キ

いつか会った風に　三上緑詩集 三上緑 四季の森社 2013 D2412イ

くじけないで 柴田トヨ 飛鳥新社 2013 D2412ク

ねこたちの夜 さわださちこ 出版ワークス 2013 D2412ネ

わたしが一番きれいだったとき 茨木のり子
毎日
コミュニケーションズ 2010 Ｄ2412ワ

らいてうの姿、ちひろの想い
飯島ユキ/編著
いわさきちひろ/画

一兎舎 2009 D2412ラ

やさしくね　やさしいことはつよいのよ 宮城まり子 海竜社 2007
小D2412

ヤ

あいたくて　小さい詩集
工藤直子/著
佐野洋子/絵

大日本図書 1991 Ｄ2412ア

★笑顔になる写真

おしりポケット　ウォンバットのあかちゃん
ゆうきえつこ／文
福田幸広／写真

そうえん社 2016 Ｐオ

岩合さんの好きなネコ 岩合光昭 辰巳出版 2016 Ｄ2112イ

うさぎ島　会いに行けるしあわせ動物 福田幸広
日経ナショナル
ジオグラフィック社 2015 D2413ウ

わたしのかぞく　なにが起こるかな？
ＬＬブック（やさしく読め
る本）制作グループ

樹村房 2015
Ｄ2112ワ

（南）

世界でいちばん素敵な夜空の教室 日本星景写真協会／写真 三才ブックス 2015 Ａ361セ

砂漠のわが家 美奈子アルケトビ 幻冬舎 2014 D2112サ

みさおとふくまる
みさおとふくまる　さようなら、こんにちは

伊原美代子／写真・文 リトルモア
2011
2013

D2112ミ

生きづらい世界で自由に生きる方法 　　　　　　　ー 宝島社 2012 D2112イ

雲と遊ぶ 牛田恵美子 文芸社 2011 Ｄ2112ク

未来ちゃん 川島小鳥／写真 ナナロク社 2011 D2112ミ

Ｉ　ＬＯＶＥ 回里純子 ｍｉｌｌｅ　ｂｏｏｋｓ 2011 D2112ア

森呼吸
神岡学／造型・詩
神岡衣絵／撮影

ダイヤモンド社 1996
Ｄ2112シ

（南）

★心いやす草花

紫竹おばあちゃんのときめきの花暮らし 紫竹昭葉 世界文化社 2016
D217シ
（南）

世界一うつくしい植物園 木谷美咲 エクスナレッジ 2016
Ｄ217セ
（北）

パリ・ロンドン・北欧の手づくりガーデニング ジュウ・ドゥ・ポゥム ジュウ・ドゥ・ポゥム 2016
Ｄ217パ

（北）
小さなリーフアレンジの本
葉っぱをステキに飾る、身につける。

フローリスト編集部 誠文堂新光社 2016 Ｄ217チ

美しき日本の花のおもてなし　花生活、はじめます 今野政代 六耀社 2015 D2122ウ
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★心いやす草花
書 名 著 ・ 編 者 名 出 版 社 出版年 請求番号

植物のある部屋　５０人のグリーンライフスタイル ー 宝島社 2015 D15シ

花の溢れる風景、心はなやぐ街
美しい花々に彩られた、世界の絶景

ー
エムディエヌ
コーポレーション

2015 F311ハ

ベニシアの庭づくり　ハーブと暮らす１２か月
ベニシア・スタンリー・
スミス

世界文化社 2013 D217ベ

ベニシアのハーブ便り　京都・大原の古民家暮らし
ベニシア・スタンリー・
スミス

世界文化社 2007 D217ベ

花色カラーセラピー ヨシタミチコ 誠文堂新光社 2008 D2122ハ

★ほんわかする言葉・物語

疲れたときはホ～ッとひと息　ふくろうの本 パブリカ 双葉社 2016
B11ツ
（北）

ヨーコさんの“言葉”
佐野洋子／文　北村裕花／絵
小宮善彰／監修 講談社

2017
2016
2015

サ
サ

D2312サ（南）

こころの絵本
なかえよしを
上野紀子

ポプラ社 2016
Ｂ11コ
（北）

ペコロスの母の贈り物 岡野雄一 朝日新聞出版 2016
A391ペ
（南）

迷ったとき、悩んだときのニャンダフル！１００名言 ネコまる編集部 辰巳出版 2014 Ｂ11マ

しあわせまでの深呼吸。 こやま淳子 二見書房 2013 B11シ

モタさんの“言葉” 斎藤茂太 講談社 2012 B11モ

ペコロスの母に会いに行く 岡野雄一 西日本新聞社 2012 A391ペ

世界一あたたかい人生相談
ビッグイシュー販売者
枝元なほみ

講談社 2011
D143セ
（北）

★ほっとする旅

死ぬまでに行きたい！ニッポン１００ ー 交通新聞社 2016
D2413シ

（南）

フランスの美しい村を歩く 寺田直子 東海教育研究所 2016 F313フ

死ぬまでに行きたい世界のお城＆宮殿
魅力あふれるおとぎの城コレクション

ー 笠倉出版社 2016 F313シ

絶景と美味とパワースポット
２日間であなたの人生を変える旅！

ー ＧｒｕｎｔＳｔｙｌｅ 2015 Ｄ2413ゼ

イギリス南西部　至福のクリームティーの旅 小嶋いず美 産業編集センター 2015 Ｄ2413イ

おとな女子が見たい世界の絶景１００
世界の絶景１００
選考委員会

幻冬舎メディア
コンサルティング

2015 F31オ

北極と南極　生まれたての地球に息づく生命たち 田邊優貴子 文一総合出版 2015 D2413ホ

最高の休日　世界の美しい都市
高作自子・片山美佳子
小野智子・山根麻子／訳

日経ナショナル
ジオグラフィック社

2014 Ｆ31サ

ダヤン日本へ行く 池田あきこ 宝島社 2014 D2413ダ

佐々木薫のアロマテラピー紀行 佐々木薫 主婦の友社 2012
C313サ
（北）

★家族の病気を子どもに伝える絵本
ボクのことわすれちゃったの？
お父さんはアルコール依存症

プルスアルハ ゆまに書房 2014 C32カ

お母さんどうしちゃったの…
統合失調症になったの　前編

プルスアルハ ゆまに書房 2013 C32カ

お母さんは静養中
統合失調症になったの　後編

プルスアルハ ゆまに書房 2013 C32カ

ボクのせいかも…　お母さんがうつ病になったの プルスアルハ ゆまに書房 2012 C32カ
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