
著　者 出版者 請求記号

1 名古屋観光推進協議会∥編
名古屋観光推進

協議会
A 75 /ナ

2 亀井 鑛∥著 中日出版社 A 75 /ト

3 瀬戸青年会議所∥編 瀬戸青年会議所
A 261.1 /セ/

45マイ

4 服部 勇次∥著 柳原書店 A 38 /ア 

5
尾崎 織女∥文
日本玩具博物館∥監修

文溪堂 K 798 /マ 

6 さいとう しのぶ∥編　絵 のら書店 E /サイ /ミドリ

7 吉田 未希子∥著 いかだ社 K 507 /ナ 

8
甲斐 みのり∥著
中村 浩訳∥監修

グラフィック社 759.9 /ハ 

9 多田 敏捷∥編 京都書院 759 /4 /2

10 多田 敏捷∥編 京都書院 759 /4 /6

著　者 出版者 請求記号

11
宮坂 榮一∥絵
西川 夏代∥文

教育出版 384.5 /ツ 

12
茂出木 雅章∥文
日本の凧の会∥監修

文渓堂 K 759 /タ 

13
安藤 正樹∥文
全日本独楽回しの会∥監修

文渓堂 K 759 /コ 

14
畑野 栄三∥文
全国郷土玩具館∥監修

文渓堂 K 754 /タ 

15 日本こままわし協会∥著 いかだ社 K 759 /コ

16 熊谷 元一∥絵　文
冨山房インター

ナショナル
726.7 /シ 

17
秋山 幸雄∥作
三枝 祥子∥絵

福音館書店 K 759 /タ 

凧

竹細工

伝えよう ! わんぱくおてんば子どもの遊び

瀬戸カルタ   瀬戸にちなんだカルタで遊ぼう

日本わらべ歌全集 12　 愛知のわらべ歌

おもちゃ博物館 6  双六・福笑い

はじめましての郷土玩具

おもちゃ博物館 2  ブリキ製玩具 2

独楽

じいちゃの子どものころ

たこあがるかな 　親子でつくるたこの本

【帯出禁止】 なごや地方の郷土玩具

【帯出禁止】 東海の郷土玩具

　＜ 昔の遊び （室内遊び） ＞

書　名

書　名

　＜ 昔の遊び （外遊び） ＞

こま博士になろう 　まるごとこまを知る本

※請求記号とは、図書館資料の背に貼ら

れているラベルの番号のことです。

ままごと

わらべうたであそびましょ !

100円ショップでつくってあそぶ

  なつかし ! 伝承おもちゃ&あそび
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著　者 出版者 請求記号

18 佐藤 加代∥画 角川学芸出版 384.5 /ナ 

19
鈴木 正典∥監修 萩原 裕子∥助言

須藤 功∥写真解説

農山漁村
文化協会

369.2 /シ /1

20 東京おもちゃ美術館∥編 黎明書房 384.5 /ニ 

21 加古 里子∥著 福音館書店 K 384 /タ 

22 新田 太郎∥監修 学研 K 382 /ク /2

23 教育画劇 K 382 /ス /1

24 多田 千尋∥著 ひかりのくに K 781 /オ 

25
塩野 米松∥文
松岡 達英∥絵

福音館書店 K 384 /オ 

26
おち とよこ∥文
ながた はるみ∥絵

福音館書店 K 384 /オ 

著　者 出版者 請求記号

27 神谷 明宏∥監修 小峰書店 K 384 /テ /1～6

28 ポプラ社 K 781 /ヤ /1～7

29 WILLこども知育研究所∥編　著 金の星社 K 384 /ア～タ 

30 かこ さとし∥著 復刊ドットコム K 798 /カ 

おじいちゃんは遊びの名人
  三世代で楽しむ伝承遊び

　＜ 昔の遊び （室内外両方含む） ＞

おじいちゃんの小さかったとき

書　名

やってみよう ! むかしのあそび　（1～7巻）

おばあちゃんの小さかったとき

むかしからつたわる遊び （全5巻）

できる ! たのしむ ! むかしのあそび （1～6巻）

　＜ 昔の遊び （シリーズ） ＞

昭和の暮らしで写真回想法  1  子どもと遊び

くらべてみよう !　昭和のくらし 2   学校・遊び

なつかしい日本の遊び201

知ろう ! 遊ぼう ! すてきな日本の伝統 1巻

  いろいろあそび

だるまちゃんと楽しむ日本の子どものあそび読本

日本伝承遊び事典
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書　名

かこさとしあそびの本　（1～5巻）

1巻 こま / ２巻 けん玉 / 3巻 お手玉 / 4巻 たこ / 5巻 あやとり / 6巻 ビー玉・はねつきなど

●けん玉を楽しむ ●お手玉を楽しむ ●あやとり・おはじきを楽しむ ●たこを楽しむ ●こまを楽しむ

1巻 かわいいみんなのあそび / 2巻 こどものげんきなあそび / 3巻 さわやかなたのしいあそび

4巻 とってもすてきなあそび / 5巻 しらないふしぎなあそび

1巻 こままわし（日本独楽博物館∥監修） / ２巻 けん玉（日本けん玉協会∥監修）

3巻 おはじき・ビー玉（小菅 知三∥監修） / 4巻 たこあげ（凧の博物館∥監修）

5巻 あやとり（有木 昭久∥監修） /6巻 おりがみ（日本折紙協会∥監修）/7巻 お手玉（日本のお手玉の会∥監修）



　＜ 現代の遊び（室内遊び）＞

著　者 出版者 請求記号

1 Tech Kids School∥著 翔泳社 K 007 /コ

2 講談社∥編 講談社 507.9 /ト

3 ダニエル リプコーウィッツ∥著 東京書籍 507.9 /レ

4 きたのこ∥著 日本文芸社 594.9 /シ

5 かざま りんぺい∥著 主婦の友社 K/407/カ

6
マグヌス ミスト∥作
トーマス フッスング∥絵
若松 宣子∥訳

金の星社 K 798 /チ

7
青崎 有吾∥[ほか著]
千澤 のり子∥編

原書房 798 /シ

8 掌田 津耶乃∥著 マイナビ出版 007.6 /オ

9 自由現代社編集部∥編著 自由現代社 763.5 /シ

10
松永 暢史∥著
星野 孝博∥著

扶桑社 798 /ケ

11

Jamie Harrington∥著
Brittanie Pyper∥著
Holly Homer∥著
佐々木 有美∥監訳
高橋 信夫∥訳

オライリー・
ジャパン
オーム社

K 404 /テ

12 鈴木 ミチ∥著
リットー
ミュージック

767.1 /カ

13 寺西 恵里子∥著 日東書院本社 K 594 /コ

14 尾川 とも子∥著 成美堂出版 786.1 /タ

15 フジイ キョウコ∥編　著
ブルース・インター
アクションズ 459 /コ

16 みなみざわ ななえ∥著 日本文芸社 576.5 /ホ

17

岸 大河∥監修
日本テレビeスポーツ番組
「eGG」∥監修
河出書房新社編集部∥編

河出書房新社 798.5 /フ

18
滝川 洋二∥編著
土井 美香子∥編著
伊知地 国夫∥編著

実教出版 407.5 /カ

レゴプレイブック
　ブロックをいかすアイデアいろいろ

樹脂粘土で作るミニチュア多肉植物

科学遊び大図鑑

コードでチャレンジ！マインクラフトプログラミング

トミカ究極のコレクション1970-2020

親子で学ぶはじめてのプログラミング
　Unityで3Dゲームをつくろう！
　初心者歓迎！Unity+C#で本格ゲームづくり

初心者のアコースティック・ギター基礎教本
　コードの押さえ方、作り方、テクニックがわかる入門書！

ガリレオ工房の科学あそび　エコCO2編

決定版！頭のいい小学生が解いているパズル

手作りスライムとこむぎねんどの本
　どろどろこねこねで楽しい！

書　名

ほんものみたいなジュエルソープ

プロのeスポーツプレーヤーになる！

小さな悪い本

人狼作家

誰でもはじめられるボルダリング
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鉱物アソビ
　暮らしのなかで愛でる鉱物の愉しみ方

カラオケに効く「歌うまさん体操」
　歌が上達!健康イキイキ！

子どもの手芸ワクワク楽しいアイロンビーズ



　＜ 現代の遊び（外遊び）＞
著　者 出版者 請求記号

19 稲川 光伸∥監修 メイツ出版 784.3/テ

20 スノーキャンプ・マニュアル
ボーイスカウト日本連盟∥監修
スノーキャンプ推進委員会∥編

誠文堂新光社 786.3/ス

21 カヌー&カヤック入門 辰野 勇∥著 山と溪谷社 785.5/カ

22 高橋 隆雄∥著 秀和システム 007.6 /ス

23 コールマンジャパン株式会社∥協力 ナツメ社 786.3 /イ

24 （上）K 933 /ト/1

25 （下）K 933 /ト/2

26
ベースボール マガジン社∥編集
西川 隆∥監修

ベースボール・
マガジン社

K 786 /シ

27 林 明子∥さく　え 福音館書店 K 913 /ハ

28 相澤 悦子∥著 日本写真企画 781.9 /ツ

29 鬼ごっこ協会∥著 いかだ社 K 781 /ス

30
ぴあ株式会社
中部支局

291.5 /タ

31 玄光社 743.5 /カ

32 森 由民∥著 東洋館出版社 480.4 /ハ

33 こどもくらぶ∥編さん 今人舎 K 781 /セ

34 宮田 珠己∥著 河出書房新社 458 /イ 

35
大野 裕明∥著
榎本 司∥著

誠文堂新光社 443.8 /ホ

瀬戸市立図書館
82-2202

はじめてのキャンプ

作ってびっくり！かわいい草花あそび

DVDで完全マスター！
スノーボードフリーラン最強テクニック

小学生のためのスケートボード
　ゼロからわかる「技の教科書」

Scratchでトイドローンを
プログラミングして飛ばそう !

書　名

いい感じの石ころを拾いに

今すぐはじめたい人のキャンプ完全バイブル

感動！ナイトフォトの撮り方ガイド
　“すごい”と言われる夜景写真が撮れる！

世界の外あそび学じてん

スクール鬼ごっこ 鬼ごっこを楽しむ
　仲間づくりに役立つBEST28

体験ぴあ 東海版

図書館脱出ゲーム
ぼくたちの謎とき大作戦 ! （上・下）

クリス グラベンスタイン∥著
高橋 結花∥訳
JohnHathway∥絵

KADOKAWA

これらの本は、図書館で貸出できます。
また、貸出中の本は予約することができます。
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春・夏・秋・冬どうぶつえん

星を楽しむ星座の見つけかた


