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○131号より、親子で読みあう雑誌「とうげの旗」 
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（イラスト・メルヘン○） 7

（イラスト・メルヘン○） 8

（花いちもんめ○） 

（花いちもんめ○） 

2

3

（花いちもんめ○） 4

よしえ 

よしえ 

6

（イラスト・メルヘン○） １ 

（イラスト・メルヘン○） 

（しらびそ物語○） 4

2

（イラスト・メルヘン○） 3

（イラスト・メルヘン○） 4

（イラスト・メルヘン○） 5

（イラスト・メルヘン○） 6

う 
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きたじま　しんぺい 

8

せいいちろう 

7





古旗瑞絵・杉山香 ふるはたみずえ・すぎやまかおり 

としはる たけうち　しょうこ 

のーむり 

しょうう 

しょうう 

しょうう 

しょうう 

しょうう 

しょうう 

12

あきと 

よしみ 

きょうこ 

古旗瑞絵・杉山香 

平沢理沙・唐木美穂 ひらさわ りさ・からき みほ 

ふるはたみずえ・すぎやまかおり 

志 

沢 

沢 

ざ 

しょうう 
しょうう 

しょうう 
しょうう 

まさひろ 
まさひろ 
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別冊『宮口しづえ　追悼』 

ふじこ 

く 
伝言 ひ 

米山　千秋・山本　由香・小倉　静江 

14

わかな 

たけうち　しょうこ ざ ざ 

た 

さちこ 

宇治香菜・山本美里 うじ かな・やまもと みさと 

しょうう 

しょうう 

しょうう 

しょうう 

しょうう 
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（第3回） 

（第４回） 

（第５回） 

（第６回） 

（第７回） 

（最終回） 

すのはら　くにこ 
すのはら　くにこ 

すのはら　くにこ 

すのはら　くにこ 

こばやし　のりこ 

こばやし　のりこ 

こばやし　ようこ　 

こばやし　のりこ 

り 
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朝 

新平 

エ 

やまぐち　のーむり 

（第2回） 

（第１回） 

スピードスケートの清水美映選手 
プロスノーボーダー牛山奈穂美 

新平 

15



両角　源美 もろずみ　もとみ 〈科学よみもの〉イノシシの話 132 （写真） 　 
2004.09.20
2004.09.20

みやざわ　ともこ 

　 　 表紙・もくじ・おたよりコーナー 132 小林　葉子 こばやし　ようこ 
とびら絵 132 森　獏郎 もり　ばくろう 

2004.09.20

みやざわ　ともこ 

以下・信州児童文学会作成 

かみなりおやじのラーメン 132 近藤　泉 こんどう　いずみ 
2004.09.20

著者 著者ふりがな 作品タイトル 号数 挿し絵画家 画家ふりがな 掲載年月日 

冬しょうぐん（第五回） 

（一） 

（二） 

（三） 

（四） 

真理 

ようこ 

ようこ 

18

わ 

わ 

ちせこ 

づ 

こばやし　のりこ 

こばやし　のりこ 

17



きたじま　しんぺい 

みやざわ　ともこ みやざわ　ともこ みのりちゃんのぶどう 139 小林　葉子 こばやし　ようこ 2006.06.20
たなか　くに たなか　くに いぼとり地蔵さま 139 石川　真理 いしかわ　まり 2006.06.20

著者 著者ふりがな 作品タイトル 号数 挿し絵画家 画家ふりがな 掲載年月日 

荻原　白水 おぎわら　はくすい 秘密作戦　スイカ畑でおいかけて 139 春原　邦子 すのはら　くにこ 2006.06.20
宮下　和男 みやした　かずお 〈スポット〉将来は童話作家に　三ツ井彩乃さん 139 （写真）松永ひろし まつなが　ひろし 2006.06.20
矢杉　麻衣 やすぎ　まい 猫の国の春まつり 139 山口　のむり やまぐち　のむり 2006.06.20
杉並　くみん すぎなみ　くみん 杉並くみんの　ちいさなおはなし（41） 139 杉並　くみん すぎなみ　くみん 2006.06.20
高橋　忠治 たかはし　ちゅうじ （民話）赤鬼の兵衛 139 北島　新平 きたじま　しんぺい 2006.06.20
ときうみ　ゆい ときうみ　ゆい クロスワードパズル 139 　 　 2006.06.20
WAKANA わかな 〈４こまマンガ・とうげのミホちゃん3〉梅雨時のおしゃれ 139 WAKANA わかな 2006.09.20
  表紙・もくじ・おたよりコーナー 140 小林　葉子 こばやし　ようこ 2006.09.20
梓　光一 あずさ　こういち くびんば 140 なかじま　梢 なかじま　こずえ 2006.09.20
高橋　忠治 たかはし　ちゅうじ おらちゃっちゃ 140 小松　宏江 こまつ　ひろえ 2006.09.20
小原　麻由美 こはら　まゆみ かっちん玉 140 ひろ ひろ 2006.09.20
たけむら　すみい たけむら　すみい かんべしとくれ 140 石川　真理 いしかわ　まり 2006.09.20
柳沢　朝子 やなぎさわ　あさこ たんす　ながもち　どのこがほしい 140 小林　徳子 こばやし　のりこ 2006.09.20
石原　きくよ いしはら　きくよ 芋話 140 北原　志乃 きたはら　しの 2006.09.20
北原　幸男 きたはら　ゆきお あじよしラーメン店 140 小林　葉子 こばやし　ようこ 2006.09.20
たなか　くに たなか　くに 寝姿観音 140 浅井　志津子 あさい　しづこ 2006.09.20
藤森　規思雄 ふじもり　きしお おじいちゃんの方言 140 山口　のむり やまぐち　のむり 2006.09.20
牛丸　仁 うしまる　ひとし 「ひ」と「し」のあらそい 140 和田　春奈 わだ　はるな 2006.09.20
高田　充也 たかだ　みつなり 神様の声を聞く 140 近藤　泉 こんどう　いずみ 2006.09.20
とみざわ　ゆみこ とみざわ　ゆみこ かてて！ 140 北原　志乃 きたはら　しの 2006.09.20
羽生田　敏 はにゅうだ　さとし まろ 140 ひろ ひろ 2006.09.20
なかじょう　ゆき なかじょう　ゆき きぜつ 140 竹内　尚子 たけうち　しょうこ 2006.09.20
宮下　澄子 みやした　すみこ たって 140 石川　真理 いしかわ　まり 2006.09.20
宮下　和男 みやした　かずお （民話）犬切り 140 北島　新平 きたじま　しんぺい 2006.09.20
杉並　くみん すぎなみ　くみん 杉並くみんの　ちいさなおはなし（42） 140 杉並　くみん すぎなみ　くみん 2006.09.20
WAKANA わかな 〈４こまマンガ・とうげのミホちゃん5〉運動会 140 WAKANA わかな 2006.09.20
ときうみ　ゆい ときうみ　ゆい クロスワードパズル 140 　 　 2006.09.20
  表紙・もくじ・おたよりコーナー 141 小林　葉子 こばやし　ようこ 2006.11.30
永藤　凱緒 ながふじ　よしお 大玉おくり 141 なかじま　梢 なかじま　こずえ 2006.11.30
すだ　ゆりこ すだ　ゆりこ みおちゃんとネコのタンポポ 141 ひろ ひろ 2006.11.30
中嶋　直人 なかじま　なおと ぼくのカウチンセーター 141 北原　志乃 きたはら　しの 2006.11.30
加藤　明治 かとう　めいじ 村へ出て来たクマ（とうげの旗名作選） 141 小松　宏江 こまつ　ひろえ 2006.11.30
宮下　和男 みやした　かずお 〈スポット〉ドッジボール長野県大会で優勝 141 松永　ひろし まつなが　ひろし 2006.11.30
はま　みつを はま　みつを （民話）赤渕 141 北島　新平 きたじま　しんぺい 2006.11.30
三ツ井　彩乃 みつい　あやの 冬のおくり物 141 山口　のむり やまぐち　のむり 2006.11.30
いぶき　彰吾 いぶき　しょうご 小中学生の創作童話選評 141 　 　 2006.11.30
熊谷　聖秀 くまがい　まさひで 〈科学よみもの〉森を守るモリアオガエル 141 熊谷　聖秀 くまがい　まさひで 2006.11.30
杉並　くみん すぎなみ　くみん 杉並くみんの　ちいさなおはなし（43） 141 杉並　くみん すぎなみ　くみん 2006.11.30
WAKANA わかな 〈４こまマンガ・とうげのミホちゃん6〉X'mas 141 WAKANA わかな 2006.11.30
ときうみ　ゆい ときうみ　ゆい クロスワードパズル 141   2006.11.30
  表紙・もくじ・おたよりコーナー 142 小林　葉子 こばやし　ようこ 2007.02.10
なかざわ　りえ なかざわ　りえ 順番 142 浅井　志津子 あさい　しづこ 2007.02.10
よだ　ひでと よだ　ひでと カブトムシのすいえい ひろ ひろ 
みやざわ　ともこ みやざわ　ともこ やきいもびより 

142
北原　志乃 きたはら　しの 

2007.02.10

てらしま　としはる てらしま　としはる 白ねこクラブいちだいじ 
142

石川　真理 いしかわ　まり 
2007.02.10

宮下　和男 みやした　かずお 〈スポット〉千曲東小の袖山由里絵さん 
142

松永　ひろし まつなが　ひろし 
2007.02.10

和田　登 わだ　のぼる （民話）ミソぬすっと 
142

北島　新平 きたじま　しんぺい 
2007.02.10

杉並　くみん すぎなみ　くみん 杉並くみんの　ちいさなおはなし（44） 
142

杉並　くみん すぎなみ　くみん 
2007.02.10

熊谷　聖秀 くまがい　まさひで 〈科学よみもの〉ワンと鳴くカエル 
142

熊谷　聖秀 くまがい　まさひで 
2007.02.10

矢杉　麻衣 やすぎ　まい 幸せのシーチキン 
142

山口　のむり やまぐち　のむり 
2007.02.10

WAKANA わかな 〈４こまマンガ・とうげのミホちゃん7〉バレンタイン 
142

WAKANA わかな 
2007.02.10

ときうみ　ゆい ときうみ　ゆい クロスワードパズル 
142  

　 
2007.02.10

142 2007.02.10
　 　 表紙・もくじ・おたよりコーナー 143 小林　葉子 こばやし　ようこ 2007.06.10
なかざわ　りえ なかざわ　りえ あめんぼ 143 浅井　志津子 あさい　しづこ 2007.06.10
原田　康法 はらだ　やすのり カナちゃんと絵本 143 小林　徳子 こばやし　のりこ 2007.06.10
川上　佐貴子 かわかみ　さきこ じいちゃんのせき 143 なかじま　梢 なかじま　こずえ 2007.06.100
よだ　ひでと よだ　ひでと わんぱくずもう 143 石川　真理 いしかわ　まり 2007.06.10
なかじま　なおと なかじま　なおと お兄ちゃんの食卓童話　玉ねぎ編 143 山口　のむり やまぐち　のむり 2007.06.10
守屋　一利 
 

もりや　かずとし 友情 143 北原　志乃 きたはら　しの 2007.06.10
熊谷　聖秀 くまがい　まさひで 〈科学よみもの〉ユーモラスなカエル 143 熊谷　聖秀 くまがい　まさひで 
杉並　くみん すぎなみ　くみん 杉並くみんの　ちいさなおはなし（45） 杉並　くみん すぎなみ　くみん 

2007.06.10

宮下　和男 みやした　かずお 〈スポット〉映画「母べえ」のエキストラに出演した子どもたち 
143

松永ひろし　宮下和男 まつなが ひろし　みやした かずお 
2007.06.10

田中　玲子 たなか　れいこ （民話）ひともっこ山 
143

北島　新平 きたじま　しんぺい 
2007.06.10

WAKANA わかな 〈４こまマンガ・とうげのミホちゃん8〉バレンタイン 
143

WAKANA わかな 
2007.06.10

ときうみ　ゆい ときうみ　ゆい クロスワードパズル 
143 　 

　 
2007.06.10

　 　 表紙・もくじ・おたよりコーナー 
144

小林　葉子 こばやし　ようこ 
2007.09.20

なかざわ　りえ なかざわ　りえ エノコログサ 
144

近藤　泉 こんどう　いずみ 
2007.09.20

永藤　凱緒 ながふじ　よしお リングタワー 
144

山口　のむり やまぐち　のむり 
2007.09.20

熊谷　ちせこ くまがい　ちせこ ぽんぽこめがね 
144

石川　真理 いしかわ　まり 
2007.09.20

寺島　俊治 てらしま　としはる ヤマケン 
144

こばやし　ひろえ こばやし　ひろえ 
2007.09.20

のの　しょうこ のの　しょうこ ピンポンダッシュ 
144

北原　志乃 きたはら　しの 
2007.09.20

柳沢　朝子 やなぎさわ　あさこ 魚屋しめさん 
144

浅井　志津子 あさい　しづこ 
2007.09.20

熊谷　聖秀 くまがい　まさひで 〈科学よみもの〉体の色を変えるカエル 
144

熊谷　聖秀 くまがい　まさひで 
すぎなみ　くみん 

2007.09.20
144 2007.09.20

杉並　くみん すぎなみ　くみん 杉並くみんの　ちいさなおはなし（46） 144 杉並　くみん 2007.09.20
滝沢　きわこ たきざわ　きわこ （民話）月夜の田植 144 北島　新平 2007.09.20
WAKANA わかな 〈４こまマンガ・とうげのミホちゃん9〉バレンタイン 144 WAKANA わかな 2007.09.20
ときうみ　ゆい ときうみ　ゆい クロスワードパズル 144 　 　 2007.09.20
  表紙・もくじ・おたよりコーナー 145 小林　葉子 こばやし　ようこ 2007.11.30
なかざわ　りえ なかざわ　りえ ぶつかった 145 浅井　志津子 あさい　しづｋｐ 2007.11.30
板倉　洋子 いたくら　ようこ シャツうります 145 竹内　尚子 たけうち　しょうこ 2007.11.30
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  表紙・もくじ・おたよりコーナー 139 小林　葉子 こばやし　ようこ 2006.06.20
なかざわ　りえ なかざわ　りえ よーい　どん 139 小林　葉子 こばやし　ようこ 2006.06.20
すだ　ゆりこ すだ　ゆりこ タケちゃんちのネコ 139 ひろ ひろ 2006.06.20
こう　ほなみ こう　ほなみ 春のうた 139 北原　志乃 きたはら　しの 2006.06.20

杉並　くみん すぎなみ　くみん 杉並くみんの　ちいさなおはなし（34） 132 杉並　くみん すぎなみ　くみん 2004.09.20
宮下　澄子 みやした　すみこ （民話）雷をうち負かした殿様 132 北島　新平 きたじま　しんぺい 2004.09.20

著者 著者ふりがな 作品タイトル 号数 挿し絵画家 画家ふりがな 掲載年月日 

宮下　和男 みやした　かずお （人物紹介）T&T 三井貴裕さんと小林武さん 132 （写真） 　 2004.09.20
小原　麻由美 こはら　まゆみ はるなさんのハト時計 132 寺下　翠 てらした　みどり 2004.09.20

　 　 とびら絵 133 森　獏郎 もり　ばくろう 2004.11.30
　 　 表紙・もくじ・おたよりコーナー 133 小林　葉子 こばやし　ようこ 2004.11.30
寺島　俊治 てらしま　としはる ダイダラぬまの夜 132 春原　邦子 すのはら　くにこ 2004.09.20

牛丸　仁 うしまる　ひとし あとひと月で 133 小松　宏江 こまつ　ひろえ 2004.11.30
柳澤　朝子 やなぎさわ　あさこ ラーさんと地雷 133 ひろ ひろ 2004.11.30
さいとう　ひさし さいとう　ひさし あさ 133 石川　真理 いしかわ　まり 2004.11.30
荻原　白水 おぎわら　はくすい 〈森の紙しばい７〉ヤッコンの森 133 小林　葉子 こばやし　ようこ 2004.11.30
両角　源美 もろずみ　もとみ 〈科学よみもの〉カモシカってどんな動物？ 133 （写真）  2004.11.30
杉並　くみん すぎなみ　くみん 杉並くみんの　ちいさなおはなし（35） 133 杉並　くみん すぎなみ　くみん 2004.11.30
守屋　一利 もりや　かずとし （民話）魚をだいた地蔵様 133 北島　新平 きたじま　しんぺい 2004.11.30
宮下　和男 みやした　かずお （人物紹介）豊科町あづみ野工房の谷口嘉さん 133 （写真） 　 2004.11.30
山崎　玲子 やまざき　れいこ うしろすがたの女の子 133 寺下　翠 てらした　みどり 2004.11.30
高田　充也 たかだ　みつなり 忘れられない爆音 133 近藤　泉 こんどう　いずみ 2004.11.30
　 　 表紙・もくじ・おたよりコーナー 134 小林　葉子 こばやし　ようこ 2005.02.10
　 　 とびら絵 134 森　獏郎 もり　ばくろう 2005.02.10
高橋　忠治 たかはし　ちゅうじ 〈森の紙しばい８（最終回）〉花がまう 134 小林　葉子 こばやし　ようこ 2005.02.10
やまざき　れいこ やまざき　れいこ ゆうびんねこ 134 石川　真理 いしかわ　まり 2005.02.10
木下　容子 きのした　ようこ （民話）尾科の文吾 134 北島　新平 きたじま　しんぺい 2005.02.10
両角　源美 もろずみ　もとみ 〈科学よみもの〉秋のリスの生活 134 （写真） 　 2005.02.10
杉並　くみん すぎなみ　くみん 杉並くみんの　ちいさなおはなし（36） 134 杉並　くみん すぎなみ　くみん 2005.02.10
三ツ井　彩乃 みつい　あやの 夏のおくりもの 134 山口　のむり やまぐち　のむり 2005.02.10
宮下　和男 みやした　かずお （人物紹介）一二三屋まん十店社長の櫛原覚さん 134 （写真）  2005.02.10
なかじょう　ゆき なかじょう　ゆき こうたの変身 134 寺下　翠 てらした　みどり 2005.02.10
　 　 表紙・もくじ・おたよりコーナー 135 小林　葉子 こばやし　ようこ 2005.06.20
和田　茂 わだ　しげる 海に来た日 135 春原　邦子 すのはら　くにこ 2005.06.20
なかじょう　ゆき なかじょう　ゆき おじいさんの白いひげ 135 近藤　泉 こんどう　いずみ 2005.06.20
山崎　玲子 やまざき　れいこ キャベツの夢 135 小松　宏江 こまつ　ひろえ 2005.06.20
寺島　俊治 てらしま　としはる せみじしゃくの木 135 山口　のむり やまぐち　のむり 2005.06.20
なかざわ　りえ なかざわ　りえ シートをかぶって 135 ひろ ひろ 2005.06.20
杉並　くみん すぎなみ　くみん 杉並くみんの　ちいさなおはなし（37） 135 杉並　くみん すぎなみ　くみん 2005.06.20
和田　登 わだ　のぼる 考えるカメ 135 和田　春菜 わだ　はるな 2005.06.20
両角　源美 もろずみ　もとみ 〈科学よみもの〉珍しいモモンガに会う 135 （写真） 　 2005.06.20
須田　ゆり子 すだ　ゆりこ （民話）双子池 135 北島　新平 きたじま　しんぺい 2005.06.20
宮下　和男 みやした　かずお 〈スポット〉落語・長野市の中村雅則さん 135 （写真）松永ひろし まつなが　ひろし 2005.06.20
ときうみ　ゆい ときうみ　ゆい クロスワードパズル 135 　 　 2005.06.20
WAKANA わかな 〈４こまマンガ・とうげのミホちゃん１〉熱血教師編 135 WAKANA わかな 2005.06.20
みやざわ　ともこ みやざわ　ともこ お客さんはカミナリ 135 石川　真理 いしかわ　まり 2005.06.20
　 　 表紙・もくじ・おたよりコーナー 136 小林　葉子 こばやし　ようこ 2005.09.20
なかざわ　りえ なかざわ　りえ 坂道 136 浅井　志津江 

 
あさい　しづえ 2005.09.20

柳澤　朝子 やなぎさわ　あさこ ハナのふしぎ 136 ひろ ひろ 2005.09.20
ときうみ　ゆい ときうみ　ゆい クロスワードパズル 136 　 　 2005.09.20
WAKANA わかな 〈４こまマンガ・とうげのミホちゃん2〉秋といえば… 136 WAKANA わかな 2005.09.20
なかじょう　ゆき なかじょう　ゆき おかあさんは魔女！？ 136 山口　のむり やまぐち　のむり 2005.09.20
両角　源美 もろずみ　もとみ 〈科学よみもの〉地中生活のモグラたち 136 （写真） 　 2005.09.20
杉並　くみん すぎなみ　くみん 杉並くみんの　ちいさなおはなし（38） 136 杉並　くみん すぎなみ　くみん 2005.09.20
山崎　玲子 やまざき　れいこ 原っぱのこてき隊 136 北原　志乃 きたはら　しの 2005.09.20
宮下　和男 みやした　かずお 名取さんの予言 136 近藤　泉 こんどう　いずみ 2005.09.20
原田　康法 はらだ　やすのり （民話）源氏姫の夜泣き石 136 北島　新平 きたじま　しんぺい 2005.09.20
みやざわ　ともこ みやざわ　ともこ ソウレさまのおはし 136 小松　宏江 こまつ　ひろえ 2005.09.20
  表紙・もくじ・おたよりコーナー 137 小林　葉子 こばやし　ようこ 2005.11.30
守屋　一利 もりや　かずとし ギーくんのわすれもの 137 山口　のむり やまぐち　のむり 2005.11.30
宮下　和男 みやした　かずお 〈スポット〉根羽村の浅井章彦くんと桑原載樹くん 137 （写真）松永ひろし まつなが　ひろし 2005.11.30
のの　しょうこ のの　しょうこ しましまの夏 137 北原　志乃 きたはら　しの 2005.11.30
宮口　しづえ みやぐち　しづえ 「とうげの旗」名作選　タロのお客さま 137 小松　宏江 こまつ　ひろえ 2005.11.30
ときうみ　ゆい ときうみ　ゆい クロスワードパズル 137 　 　 2005.11.30
WAKANA わかな 〈４こまマンガ・とうげのミホちゃん3〉かまくらの中で… 137 WAKANA わかな 2005.11.30
杉並　くみん すぎなみ　くみん 杉並くみんの　ちいさなおはなし（39） 137 杉並　くみん すぎなみ　くみん 2005.11.30
牛丸　仁 うしまる　ひとし カモシカがつぶした？ 137 石川　真理 いしかわ　まり 2005.11.30
両角　源美 もろずみ　もとみ 〈科学よみもの〉長野県に広がったハクビシン 137 （写真） 　 2005.11.30
赤羽　陽子 あかばね　ようこ （民話）水神さまとタカばあさん 137 北島　新平 きたじま　しんぺい 2005.11.30
山崎　玲子 やまざき　れいこ はじまりはアカンベー 137 小林　葉子 こばやし　ようこ 2005.11.30
　 　 表紙・もくじ・おたよりコーナー 138 小林　葉子 こばやし　ようこ 2006.02.10
なかざわ　りえ なかざわ　りえ 雪のロケット 138 寺下　翠 てらした　みどり 2006.02.10
中島　直人 なかじま　なおと イヤダオニとぼく 138 和田　春菜 わだ　はるな 2006.02.10
ときうみ　ゆい ときうみ　ゆい クロスワードパズル 138 　 　 2006.02.10
WAKANA わかな 〈４こまマンガ・とうげのミホちゃん4〉初スキー 138 WAKANA わかな 2006.02.10
かねまつ　すみこ かねまつ　すみこ うちのお母ちゃん 138 ひろ ひろ 2006.02.10
吉川　史明 よしかわ　ふみあき （民話）片目のイモリ 138 北島　新平 きたじま　しんぺい 2006.02.10
杉並　くみん すぎなみ　くみん 杉並くみんの　ちいさなおはなし（40） 138 杉並　くみん すぎなみ　くみん 2006.02.10
両角　源美 もろずみ　もとみ 〈科学よみもの〉知られていないネズミの世界 138 （写真） 　 2006.02.10
三ツ井　彩乃 みつい　あやの 秋のおくりもの 138 山口　のむり やまぐち　のむり 2006.02.10
みやざわ　ともこ みやざわ　ともこ うすぼうし山の天狗 138 近藤　泉 こんどう　いずみ 2006.02.10
なかじょう　ゆき なかじょう　ゆき チキンライス大もり 138 春原　邦子 すのはら　くにこ 2006.02.10

よだ　ひでと よだ　ひでと 〈森の紙しばい６〉そらの上から 132 小林　葉子 こばやし　ようこ 2004.09.20
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矢杉　麻衣 やすぎ　まい 猫又様のお年越し 150 山口　のむり やまぐち　のむり 2009.02.10
杉並　くみん すぎなみ　くみん 杉並くみんの　ちいさなおはなし（52） 150 杉並　くみん すぎなみ　くみん 2009.02.10

著者 著者ふりがな 作品タイトル 号数 挿し絵画家 画家ふりがな 掲載年月日 

熊谷　聖秀 くまがい　まさひで 〈科学よみもの〉 早春のカエル 150 熊谷　聖秀 くまがい　まさひで 2009.02.10
WAKANA わかな 〈４こまマンガ・とうげのミホちゃん13〉恐怖のバレンタイン再び 150 WAKANA わかな 2009.02.10
ときうみ　ゆい ときうみ　ゆい クロスワードパズル 150 　 　 2009.02.10
　 　 表紙・もくじ・おたよりコーナー 151 小林　葉子 こばやし　ようこ 2009.06.20
なかざわ　りえ なかざわ　りえ あじさい 151 小林　葉子 こばやし　ようこ 2009.06.20
いぶき　彰吾 いぶき　しょうご 〈絵物語〉てんとくんのお仕事 151 北原　志乃 きたはら　しの 2009.06.20
原　国子 はら　くにこ 〈みんなのうた〉 151 和田　春奈 わだ　はるな 2009.06.20
佐々木　昌 ささき　あきら かき氷 　 　 　 　 
滝沢　きわこ たきざわ　きわこ そらをに なりたい 151 ひろ ひろ 2009.06.20
てらしま　としはる てらしま　としはる つぎは ねこの駅 151 小林　徳子 こばやし　のりこ 2009.06.20
なかじょう　ゆき なかじょう　ゆき さかだちション 151 石川　真理 いしかわ　まり 2009.06.20
中嶋　直人 なかじま　なおと 金食い花にご用心 151 北原　志乃 きたはら　しの 2009.06.20
梓　光一 あずさ　こういち 宝物のおかえし 151 山口　のむり やまぐち　のむり 2009.06.20
杉並　くみん すぎなみ　くみん 杉並くみんの　ちいさなおはなし（53） 151 杉並　くみん すぎなみ　くみん 2009.06.20
竹村　純委 たけむら　すみい （民話）お菊 151 北島　新平 きたじま　しんぺい 2009.06.20
WAKANA わかな 〈４こまマンガ・とうげのミホちゃん14〉プールそうじ 151 WAKANA わかな 2009.06.20
ときうみ　ゆい ときうみ　ゆい クロスワードパズル 151 　 　 2009.06.20
　 　 表紙・もくじ・おたよりコーナー 152 小林　葉子 こばやし　ようこ 2009.09.20
なかざわ　りえ なかざわ　りえ 夏休み 152 ひろ ひろ 2009.09.20
高橋　忠治 たかはし　ちゅうじ シンボウ 152 和田　春奈 わだ　はるな 2009.09.20
川上　佐貴子 かわかみ　さきこ あかり 152 小林　葉子 こばやし　ようこ 2009.09.20
滝沢　きわこ たきざわ　きわこ 約束 152 小林　徳子 こばやし　のりこ 2009.09.20
山崎　玲子 やまざき　れいこ おにぎり十一コきょうだい 152 北原　志乃 きたはら　しの 2009.09.20
よだ　ひでと よだ　ひでと ドアを開けたら 152 山口　のむり やまぐち　のむり 2009.09.20
和田　登 わだ　のぼる クサイ　クサイ 152 丸山　武彦 まるやま　たけひこ 2009.09.20
宮口　しづえ みやぐち　しづえ 弟（とうげの旗名作選） 152 こばやし　ひろえ こばやし　ひろえ 2009.09.20
大町山岳博物館 おおまちさんがくはくぶつかん 〈科学よみもの〉フクジュソウ 152 大町山岳博物館 おおまちさんがくはくぶつかん 2009.09.20
田中　玲子 たなか　れいこ 〈スポット〉ゆかの光は心の光　町立上田小学校 152 松永　ひろし まつなが　ひろし 2009.09.20
杉並　くみん すぎなみ　くみん 杉並くみんの　ちいさなおはなし（54） 152 杉並　くみん すぎなみ　くみん 2009.09.20
小沢　さとし おざわ　さとし （民話）猿とスッポン 152 北島　新平 きたじま　しんぺい 2009.09.20
WAKANA わかな 〈４こまマンガ・とうげのミホちゃん15〉夏休みのおもいで 152 WAKANA わかな 2009.09.20
ときうみ　ゆい ときうみ　ゆい クロスワードパズル 152 　 　 2009.09.20
　 　 表紙・ちがいさがし・おたよりコーナー 153 小林　葉子 こばやし　ようこ 2009.11.20
板倉　洋子 いたくら　ようこ 妹 153 宮沢　千賀 みやざわ　ちか 2009.11.20
守屋　一利 
 

もりや　かずとし となりのケンタちゃん 153 小林　葉子 こばやし　ようこ 2009.11.20
なかじょう　ゆき なかじょう　ゆき となりのカイ君 153 山口　のむり やまぐち　のむり 2009.11.20
よだ　ひでと よだ　ひでと となりのイサオちゃん 153 こばやし　ひろえ こばやし　ひろえ 2009.11.20
すだ　ゆりこ すだ　ゆりこ となりのフクロウ 153 ひろ ひろ 2009.11.20
のの　しょうこ のの　しょうこ となりのおじぞうさま 153 西　絢子 にし　じゅんこ 2009.11.20
林　博子 はやし　ひろこ となりのマオケル 153 近藤　泉 こんどう　いずみ 2009.11.20
山崎　玲子 やまざき　れいこ となりのオーベントー！ 153 小林　徳子 こばやし　のりこ 2009.11.20
小原　麻由美 こはら　まゆみ となりのマロンちゃん 153 石川　真理 いしかわ　まり 2009.11.20
てらしま　としはる てらしま　としはる となりのヤッちゃん 153 北原　志乃 きたはら　しの 2009.11.20
原　国子 はら　くにこ 〈みんなのうた〉 153 和田　春奈 わだ　はるな 2009.11.20
佐々木　昌 ささき　あきら お日さま 　 　 　 　 
いぶき　彰吾 いぶき　しょうご 〈絵物語〉てんとくんのうんどうかい 153 北原　志乃 きたはら　しの 2009.11.20
杉並　くみん すぎなみ　くみん 杉並くみんの　ちいさなおはなし（55） 153 杉並　くみん すぎなみ　くみん 2009.11.20
高田　充也 たかだ　みつなり 二十六夜神 153 北島　新平 きたじま　しんぺい 2009.11.20
田中　玲子 たなか　れいこ 〈スポット〉訪ねてみよう　　黒猫大明神 153 松永　ひろし まつなが　ひろし 2009.11.20
大町山岳博物館 おおまちさんがくはくぶつかん 擬態 153 大町山岳博物館 おおまちさんがくはくぶつかん 2009.11.20
いぶき　彰吾 いぶき　しょうご 平成二十一年　小中学生の創作童話コンクール選評 153 　 　 2009.11.20
WAKANA わかな 〈４こまマンガ・とうげのミホちゃん16〉ハロウィン 153 WAKANA わかな 2009.11.20
ときうみ　ゆい ときうみ　ゆい クロスワードパズル 153 　 　 2009.11.20
　 　 表紙・ちがいさがし・おたよりコーナー 154 小林　葉子 こばやし　ようこ 2010.02.10
なかざわ　りえ なかざわ　りえ 氷の玉 154 和田　春奈 わだ　はるな 2010.02.10
宮下　和男 みやした　かずお あまい水　にがい水 154 みやした　かずお こばやし　ようこ 2010.02.10
北原　幸男 きたはら　ゆきお はりきっておてつだい 154 ひろ ひろ 2010.02.10
梓　光一 あずさ　こういち 坂道で聞こえる 154 北原　志乃 きたはら　しの 2010.02.10
中嶋　直人 なかじま　なおと お姉ちゃん 154 山口　のむり やまぐち　のむり 2010.02.10
小池　日向子 こいけ　ひなこ くまのくーちゃん 154 竹内　尚子 たけうち　しょうこ 2010.02.10
大町山岳博物館 おおまちさんがくはくぶつかん 冬のライチョウ 154 大町山岳博物館 おまちさんがくはくぶつかん 2010.02.10
田中　玲子 たなか　れいこ 〈スポット〉踊っているときが一番！ 154 松永　ひろし まつなが　ひろし 2010.02.10
杉並　くみん すぎなみ　くみん 杉並くみんの　ちいさなおはなし（56） 154 杉並　くみん すぎなみ　くみん 2010.02.10
永藤　凱緒 ながふじ　よしお （民話）左衛門と牛頭天王 154 石川　真理 いしかわ　まり 2010.02.10
WAKANA わかな 〈４こまマンガ・とうげのミホちゃん17〉ささやかな抵抗 154 WAKANA わかな 2010.02.10
ときうみ　ゆい ときうみ　ゆい クロスワードパズル 154 　 　 2010.02.10
　 　 表紙・ちがいさがし・おたよりコーナー 155 小林　葉子 こばやし　ようこ 20100.6.20
すだ　ゆりこ すだ　ゆりこ あのね 155 石川　真理 いしかわ　まり 20100.6.20
なかざわ　りえ なかざわ　りえ ころん 155 宮沢　千賀 みやざわ　ちか 20100.6.20
原　国子 はら　くにこ 〈みんなのうた〉 155 和田　春奈 わだ　はるな 20100.6.20
佐々木　昌 ささき　あきら やぶ蚊 　 　 　 　 
中嶋　直人 なかじま　なおと あなにスポンとたけのこくん 155 小林　葉子 こばやし　ようこ 20100.6.20
よだ　ひでと よだ　ひでと チューすけとっきゅうびん 155 ひろ ひろ 20100.6.20
小原　麻由美 こはら　まゆみ ゼロくん 155 山口　のむり やまぐち　のむり 20100.6.20
原田　康法 はらだ　やすのり ぼくはトトくん 155 小林　徳子 こばやし　のりこ 20100.6.20
柳沢　朝子 やなぎさわ　あさこ 黒いゴム長ぐつ 155 こばやし　ひろえ こばやし　ひろえ 20100.6.20
いぶき　彰吾 いぶき　しょうご 〈絵物語〉てんとくんおばけやしきへ 155 北原　志乃 きたはら　しの 20100.6.20
大町山岳博物館 おおまちさんがくはくぶつかん ササユリとガの関係 155 大町山岳博物館 おまちさんがくはくぶつかん 20100.6.20
田中　玲子 たなか　れいこ 〈スポット〉訪ねてみよう　　飯田市立動物園 155 松永　ひろし まつなが　ひろし 20100.6.20
杉並　くみん すぎなみ　くみん 杉並くみんの　ちいさなおはなし（57） 155 杉並　くみん すぎなみ　くみん 20100.6.20
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いぶき　彰吾 いぶき　しょうご 〈絵物語〉てんとくんの●（ほし）さがし 145 北原　志乃 きたはら　しの 2007.11.30
なかじょう　ゆき なかじょう　ゆき たびだち 145 ひろ ひろ 2007.11.30

著者 著者ふりがな 作品タイトル 号数 挿し絵画家 画家ふりがな 掲載年月日 

のの　しょうこ のの　しょうこ お花つみ 145 石川　真理 いしかわ　まり 2007.11.30
山崎　玲子 やまざき　れいこ 足あとひろったよ 145 こばやし　ひろえ こばやし　ひろえ 2007.11.30
牛丸　仁 うしまつ　ひとし 小さないじわる 145 和田　春奈 わだ　はるな 

　 
2007.11.30

宮口　しづえ みやぐち　しづえ 塩川先生（とうげの旗名作選） 145 小林　葉子 こばやし　ようこ 2007.11.30
宮下　和男 みやした　かずお 〈スポット〉ニジマスを飼う阿智第三小学校の子どもたち 145 松永　ひろし まつなが　ひろし 2007.11.30
須田　ゆり子 すだ　ゆりこ （民話）白駒に乗った娘 145 北島　新平 きたじま　しんぺい 2007.11.30
矢杉　麻衣 やすぎ　まい 「猫式」夏の過ごし方 145 山口　のむり やまぐち　のむり 2007.11.30
熊谷　聖秀 くまがい　まさひで 〈科学よみもの〉美しい声のカエル 145 熊谷　聖秀 くまがい　まさひで 2007.11.30
杉並　くみん すぎなみ　くみん 杉並くみんの　ちいさなおはなし（47） 145 杉並　くみん すぎなみ　くみん 2007.11.30
WAKANA わかな 〈４こまマンガ・とうげのミホちゃん10〉大掃除 145 WAKANA わかな 2007.11.30
ときうみ　ゆい ときうみ　ゆい クロスワードパズル 145  　 2007.11.30
　 　 表紙・もくじ・おたよりコーナー 146 小林　葉子 こばやし　ようこ 2008.02.10
なかざわ　りえ なかざわ　りえ 貝がら 146 こばやし　ひろえ こばやし　ひろえ 2008.02.10
いぶき　彰吾 いぶき　しょうご 〈絵物語〉てんとくんのけっこん 146 北原　志乃 きたはら　しの 2008.02.10
中嶋　直人 なかじま　なおと 雲のたね 146 ひろ ひろ 2008.02.10
なかじょう　ゆき なかじょう　ゆき そこぬけリュウ太 146 石川　真理 いしかわ　まり 2008.02.10
小原　麻由美 こはら　まゆみ ぼくのしあわせつうちょう 146 なかじま　梢 なかじま　こずえ 2008.02.10
山崎　玲子 やまざき　れいこ よくばりカラス 146 小林　徳子 こばやし　のりこ 2008.02.10
出口　まお でぐち　まお （民話）湖のなみだ 146 北島　新平 きたじま　しんぺい 2008.02.10
宮脇　弓弦 みやわき　ゆづる ぼくは、元・大村大だった 146 山口　のむり やまぐち　のむり 2008.02.10
熊谷　聖秀 くまがい　まさひで 〈科学よみもの〉オタマジャクシのままで冬を越すツチガエル 146 熊谷　聖秀 くまがい　まさひで 2008.02.10
杉並　くみん すぎなみ　くみん 杉並くみんの　ちいさなおはなし（48） 146 杉並　くみん すぎなみ　くみん 2008.02.10
WAKANA わかな 〈４こまマンガ・とうげのミホちゃん11〉冬休みの宿題 146 WAKANA わかな 2008.02.10
ときうみ　ゆい ときうみ　ゆい クロスワードパズル 146 　 　 2008.02.10
　 　 表紙・もくじ・おたよりコーナー 147 小林　葉子 こばやし　ようこ 2008.06.20
梓　光一 あずさ　こういち あいつ 147 こばやし　ひろえ こばやし　ひろえ 2008.06.20
なかざわ　りえ なかざわ　りえ あめつぶ 147 浅井　志津子 あさい　しづこ 
いぶき　彰吾 いぶき　しょうご 〈絵物語〉てんとくんのがっこう 147 北原　志乃 きたはら　しの 

2008.06.20

小原　麻由美 こはら　まゆみ しあわせの白いゴキブリ 147 石川　真理 いしかわ　まり 
2008.06.20

すだ　ゆりこ すだ　ゆりこ 迷子ごっこ 147 山口　のむり やまぐち　のむり 
2008.06.20

宮下　和男 みやした　かずお 〈スポット〉「ゆっくり回る花屋さん」で理事長賞　小口祐斗くん 147 松永　ひろし まつなが　ひろし 
2008.06.20

てらしま　としはる てらしま　としはる （民話）こりゃあたまらん 147 北島　新平 きたじま　しんぺい 
2008.06.20

熊谷　聖秀 くまがい　まさひで 〈科学よみもの〉外国のカエルのような名前のカエル 147 熊谷　聖秀 くまがい　まさひで 
2008.06.20

杉並　くみん すぎなみ　くみん 杉並くみんの　ちいさなおはなし（49） 147 杉並　くみん すぎなみ　くみん 
2008.06.20

WAKANA わかな 〈４こまマンガ・とうげのミホちゃん12〉外食でのマナー 147 WAKANA わかな 
2008.06.20

ときうみ　ゆい ときうみ　ゆい クロスワードパズル 147
2008.06.20
2008.06.20

　 　 表紙・もくじ・おたよりコーナー 148 小林　葉子 こばやし　ようこ 2008.09.20
なかざわ　りえ なかざわ　りえ シオカラトンボ 148 北原　志乃 きたはら　しの 2008.09.20
宮下　和男 みやした　かずお 地獄のふた 148 こばやし　ひろえ こばやし　ひろえ 2008.09.20
中嶋　直人 なかじま　なおと 三百億人の大地 148 山口　のむり やまぐち　のむり 2008.09.20
寺島　俊治 てらしま　としはる ナタマメ 148 近藤　泉 こんどう　いずみ 2008.09.20
牛丸　仁 うしまる　ひとし あっ、地面がない 148 浅井　志津子 あさい　しづこ 2008.09.20
小原　麻由美 こはら　まゆみ ぼくの血が青い理由 148 和田　春奈 わだ　はるな 2008.09.20
原　国子 はら　くにこ 〈みんなのうた〉 

いがぐり 
148 ひろ ひろ 2008.09.20

佐々木　昌 ささき　あきら 　 2008.09.20
大日方　寛 おびなた　ひろし （民話）浅間の前掛山 148 北島　新平 きたじま　しんぺい 2008.09.20
熊谷　聖秀 くまがい　まさひで 〈科学よみもの〉 なわばりを持つカエル 148 熊谷　聖秀 くまがい　まさひで 2008.09.20
杉並　くみん すぎなみ　くみん 杉並くみんの　ちいさなおはなし（50） 148 杉並　くみん すぎなみ　くみん 2008.09.20
WAKANA わかな 〈４こまマンガ・とうげのミホちゃん13〉よい子はマネしないでネ！ 148 WAKANA わかな 2008.09.20
ときうみ　ゆい ときうみ　ゆい クロスワードパズル 148 　 　 2008.09.20
　 　 表紙・もくじ・おたよりコーナー 149 小林　葉子 こばやし　ようこ 2008.11.30
なかざわ　りえ なかざわ　りえ 交替 149 近藤　泉 こんどう　いずみ 2008.11.30
川上　佐貴子 かわかみ　さきこ さぎ 149 浅井　志津子 あさい　しづこ 2008.11.30
いぶき　彰吾 いぶき　しょうご 〈絵物語〉てんとくんのおんがくかい 149 北原　志乃 きたはら　しの 2008.11.30
林　博子 はやし　ひろこ キイチとキイコ 149 石川　真理 いしかわ　まり 2008.11.30
中嶋　直人 なかじま　なおと 冬のホタル 149 ひろ ひろ 2008.11.30
小原　麻由美 こはら　まゆみ わたしだけのサンタクロース 149 山口　のむり やまぐち　のむり 2008.11.30
宮口　しづえ みやぐち　しづえ 兄（とうげの旗名作選） 149 こばやし　ひろえ こばやし　ひろえ 2008.11.30
板倉　洋子 いたくら　ようこ （民話）田尻のお不動さま 149 北島　新平 きたじま　しんぺい 2008.11.30
熊谷　聖秀 くまがい　まさひで 〈科学よみもの〉 水中生活をするカエル 149 熊谷　聖秀 くまがい　まさひで 2008.11.30
杉並　くみん すぎなみ　くみん 杉並くみんの　ちいさなおはなし（51） 149 杉並　くみん すぎなみ　くみん 2008.11.30
宮下　和男 みやした　かずお 〈スポット〉ヤギを飼う子どもたち　高森南小学校5年4組 149 宮下　和男 みやした　かずお 2008.11.30
WAKANA わかな 〈４こまマンガ・とうげのミホちゃん12〉雪合戦 149 WAKANA わかな 2008.11.30
ときうみ　ゆい ときうみ　ゆい クロスワードパズル 149 　 　 2008.11.30
　 　 表紙・もくじ・おたよりコーナー 150 小林　葉子 こばやし　ようこ 2009.02.10
なかざわ　りえ なかざわ　りえ ゆき 150 浅井　志津子 あさい　しづこ 2009.02.10
牛丸　仁 うしまる　じん ひみつの日 150 小林　徳子 こばやし　のりこ 2009.02.10
なかじょう　ゆき なかじょう　ゆき おねえちゃんたちのひみつかいぎ 150 なかじま　梢 なかじま　こずえ 2009.02.10
てらしま　としはる てらしま　としはる あま柿 150 竹内　尚子 たけうち　しょうこ 2009.02.10
小原　麻由美 こはら　まゆみ ひみつの集会 150 春原　邦子 すのはら　くにこ 2009.02.10
守屋　一利 
 

もりや　かずとし ヒミツがヒミツでなくなるとき 150 和田　春奈 わだ　はるな 2009.02.10
北原　幸男 きたはら　ゆきお うっそー 150 小林　葉子 こばやし　ようこ 2009.02.10
中嶋　直人 なかじま　なおと ひ・み・つだからね 150 ひろ ひろ 2009.02.10
板倉　洋子 いたくら　ようこ あおいのひみつ 150 石川　真理 いしかわ　まり 2009.02.10
梓　光一 あずさ　こういち トップ・シークレット 150 近藤　泉 こんどう　いずみ 2009.02.10
柳沢　朝子 やなぎさわ　あさこ 魚屋しめさん　しゅぎょうちゅう 150 こばやし　ひろえ こばやし　ひろえ 2009.02.10
のの　しょうこ のの　しょうこ チルのお守り 150 北原　志乃 きたはら　しの 2009.02.10
原　国子 はら　くにこ 〈みんなのうた〉 150 ひろ ひろ 2009.02.10
佐々木　昌 ささき　あきら じゃんけんぽん 　 
みやざわ　ともこ みやざわ　ともこ 橋杭の立岩 150 北島　新平 きたじま　しんぺい 2009.02.10
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加藤　明治 かとう　めいじ インドへ帰った象 160 小林　葉子 こばやし　ようこ 2011.09.20
大町山岳博物館 おおまちさんがくはくぶつかん 〈科学よみもの〉足元がゆれる！ こわい「地震」のおはなし 160 大町山岳博物館 おおまちさんがくはくぶつかん 2011.09.20

著者 著者ふりがな 作品タイトル 号数 挿し絵画家 画家ふりがな 掲載年月日 

田中　玲子 たなか　れいこ 〈スポット〉心に響け！ ぼくらの「音」 松本市立清水小学校 160 松永　ひろし まつなが　ひろし 2011.09.20
杉並　くみん すぎなみ　くみん 杉並くみんの　ちいさなおはなし（61） 160 杉並　くみん すぎなみ　くみん 2011.09.20
中嶋　直人 なかじま　なおと （民話）孝勇亀松 160 西　絢子 にし　じゅんこ 2011.09.20
WAKANA わかな 〈４こまマンガ・とうげのミホちゃん23〉心霊写真 160 WAKANA わかな 2011.09.20
ときうみ　ゆい ときうみ　ゆい クロスワードパズル 160 　 　 2011.09.20
　 　 表紙・ちがいさがし・おたよりコーナー 161 小林　葉子 こばやし　ようこ 2011.11.30
なかざわ　りえ なかざわ　りえ 流れに 161 和田　春奈 わだ　はるな 2011.11.30
いで　うみ いで　うみ せみ 161 竹内　尚子 たけうち　しょうこ 2011.11.30
川上　佐貴子 かわかみ　さきこ 平和 161 小林　葉子 こばやし　ようこ 2011.11.30
すだ　ゆりこ すだ　ゆりこ まぜて 161 ひろ ひろ 2011.11.30
畠山　真佐子 はたけやま　まさこ 百目の目ヂカラ 161 北原　志乃 きたはら　しの 2011.11.30
河西　皆子 かさい　みなこ かみなり合戦 161 黒岩　章人 くろいわ　あきと 2011.11.30
寺島　俊治 てらしま　としはる 駅前デパート七階レストラン 161 小林　葉子 こばやし　ようこ 2011.11.30
神田　愛子 かんだ　あいこ さくら小学校のお化けたち 161 山口　のむり やまぐち　のむり 2011.11.30
原田　康法 はらだ　やすのり そこぬけバケツ 161 小林　徳子 こばやし　のりこ 2011.11.30
原　国子 はら　くにこ 〈みんなのうた〉 161 宮沢　千賀 みやざわ　ちか 2011.11.30
佐々木　昌 ささき　あきら 「とうげの旗」よ　ありがとう 　 　 　 　 
いぶき　彰吾 いぶき　しょうご 〈絵物語〉てんとくんと新しいいのち 161 北原　志乃 きたはら　しの 2011.11.30
杉並　くみん すぎなみ　くみん 杉並くみんの　ちいさなおはなし（62） 161 杉並　くみん すぎなみ　くみん 2011.11.30
高田　充也 たかだ　みつなり （民話）泉小太郎 161 石川　真理 いしかわ　まり 2011.11.30
田中　玲子 たなか　れいこ 〈スポット〉第11回ながのキッズ造形フェスタ 161 松永　ひろし まつなが　ひろし 2011.11.30
大町山岳博物館 おおまちさんがくはくぶつかん 〈科学よみもの〉ミズバショウ 161 大町山岳博物館 おおまちさんがくはくぶつかん 2011.11.30
いぶき　彰吾 いぶき　しょうご 平成二十三年度　小中学生の創作童話コンクール選評 161 　 　 2011.11.30
WAKANA わかな 〈４こまマンガ・とうげのミホちゃん24〉授業はまじめに受けましょう 161 WAKANA わかな 2011.11.30
ときうみ　ゆい ときうみ　ゆい クロスワードパズル 161 　 　 2011.11.30
　 　 表紙・ちがいさがし・おたよりコーナー 162 小林　葉子 こばやし　ようこ 2012.02.10
なかざわ　りえ なかざわ　りえ ちいさいはる 162 和田　春奈 わだ　はるな 2012.02.10
板倉　洋子 いたくら　ようこ ウェディング・ブーケ 162 小林　葉子 こばやし　ようこ 2012.02.10
畠山　真佐子 はたけやま　まさこ さよなら、ピーマン 162 小林　葉子 こばやし　ようこ 2012.02.10
神田　愛子 神田　愛子 カラスのガースケ 162 石川　真理 いしかわ　まり 2012.02.10
北原　幸男 きたはら　ゆきお 柱のキズ 162 北原　志乃 きたはら　しの 2012.02.10
滝沢　きわこ たきざわ　きわこ まぁるくなぁれ 162 小林　徳子 こばやし　のりこ 2012.02.10
すだ　ゆりこ すだ　ゆりこ 雪のふる日 162 ひろ ひろ 2012.02.10
いで　うみ いで　うみ かかさんの乳 162 宮沢　千賀 みやざわ　ちか 2012.02.10
柳沢　朝子 やなぎさわ　あさこ あこがれののれん 162 こばやし　ひろえ こばやし　ひろえ 2012.02.10
青山　楓花 あおやま　ふうか ニャンタク島の冒険 162 山口　のむり やまぐち　のむり 2012.02.10
大町山岳博物館 おおまちさんがくはくぶつかん 〈科学よみもの〉クロツバメシジミとツメレンゲ 162 大町山岳博物館 おおまちさんがくはくぶつかん 2012.02.10
田中　玲子 たなか　れいこ 〈スポット〉大自然が人を育てる　大岡ひじり学園 162 松永　ひろし まつなが　ひろし 2012.02.10
杉並　くみん すぎなみ　くみん 杉並くみんの　ちいさなおはなし（63） 162 杉並　くみん すぎなみ　くみん 2012.02.10
WAKANA わかな 〈４こまマンガ・とうげのミホちゃん25〉授業はまじめに受けましょう 162 WAKANA わかな 2012.02.10
ときうみ　ゆい ときうみ　ゆい クロスワードパズル 162   2012.02.10
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荻原　白水 おぎわら　はくすい きつねのよめ入り 155 近藤　泉 こんどう　いずみ 2010.06.20
WAKANA わかな 〈４こまマンガ・とうげのミホちゃん18〉アイちゃんの兄 155 WAKANA わかな 2010.06.20

著者 著者ふりがな 作品タイトル 号数 挿し絵画家 画家ふりがな 掲載年月日 

ときうみ　ゆい ときうみ　ゆい クロスワードパズル 155 　 　 2010.06.20
  表紙・ちがいさがし・おたよりコーナー 156 小林　葉子 こばやし　ようこ 2010.09.20
川上　佐貴子 かわかみ　さきこ ひとつ目こぞう 156 ひろ ひろ 2010.09.20
なかざわ　りえ なかざわ　りえ うれしい日 156 竹内　尚子 たけうち　しょうこ 2010.09.20
小原　麻由美 こはら　まゆみ ふしぎなかさ 156 小林　徳子 こばやし　のりこ 2010.09.20
すだ　ゆりこ すだ　ゆりこ ボノちゃんのうしろ 156 北原　志乃 きたはら　しの 2010.09.20
守屋　一利 
 

もりや　かずとし かわらんべ 156 黒岩　章人 くろいわ　あきと 2010.09.20
のの　しょうこ のの　しょうこ 雨つぶのピコ 156 山口　のむり やまぐち　のむり 2010.09.20
林　博子 はやし　ひろこ ウミウのトリー 156 小林　葉子 こばやし　ようこ 2010.09.20
宮口　しづえ みやぐち　しづえ 山の学校の教室（とうげの旗名作選） 156 こばやし　ひろえ こばやし　ひろえ 2010.09.20
大町山岳博物館 おおまちさんがくはくぶつかん むかしむかし、長野県にも棲んでいた「シンシュウゾウ」のおはなし 156 大町山岳博物館 おおまちさんがくはくぶつかん 2010.09.20
田中　玲子 たなか　れいこ 〈スポット〉訪ねてみよう　　ホクトきのこ工場 156 松永　ひろし まつなが　ひろし 2010.09.20
杉並　くみん すぎなみ　くみん 杉並くみんの　ちいさなおはなし（57） 156 杉並　くみん すぎなみ　くみん 2010.09.20
滝沢　きわこ たきざわ　きわこ （民話）スィートン 156 石川　真理 いしかわ　まり 2010.09.20
WAKANA わかな 〈４こまマンガ・とうげのミホちゃん19〉恋する乙女 156 WAKANA わかな 2010.09.20
ときうみ　ゆい ときうみ　ゆい クロスワードパズル 156 　 　 2010.09.20
　 　 表紙・ちがいさがし・おたよりコーナー 157 小林　葉子 こばやし　ようこ 2010.11.30
なかざわ　りえ なかざわ　りえ 落葉 157 ひろ ひろ 2010.11.30
てらしま　としはる てらしま　としはる ミーちゃんのぼうし 157 小林　徳子 こばやし　のりこ 2010.11.30
神田　愛子 かんだ　あいこ 山びこの約束 157 石川　真理 いしかわ　まり 2010.11.30
小原　麻由美 こはら　まゆみ 山の神様、海へ行く 157 北原　志乃 きたはら　しの 2010.11.30
徳原　聡 とくはら　さとし 山から見たケシキ 157 西　絢子 にし　じゅんこ 2010.11.30
守屋　一利 
 

もりや　かずとし 山の一けん家 157 こばやし　ひろえ こばやし　ひろえ 2010.11.30
田中　百合子 たなか　ゆりこ 権現山の源さん 157 近藤　泉 こんどう　いずみ 2010.11.30
河西　皆子 かさい　みなこ 八つみねのりゅう 157 黒岩　章人 くろいわ　あきと 2010.11.30
畠山　真佐子 はたけやま　まさこ ヤマかけえんぴつ 157 和田　春奈 わだ　はるな 2010.11.30
熊谷　千世子 くまがい　ちせこ ハナちゃんのおなか 157 小林　葉子 こばやし　ようこ 2010.11.30
原　国子 はら　くにこ 〈みんなのうた〉 157 宮沢　千賀 みやざわ　ちか 2010.11.30
佐々木　昌 ささき　あきら 桜紅葉 　 　 　 　 
いぶき　彰吾 いぶき　しょうご 〈絵物語〉てんとくんのライバル 157 北原　志乃 きたはら　しの 2010.11.30
杉並　くみん すぎなみ　くみん 杉並くみんの　ちいさなおはなし（58） 157 杉並　くみん すぎなみ　くみん 2010.11.30
竹村　純委 たけむら　すみい 萩野の奥方さま 157 山口　のむり やまぐち　のむり 2010.11.30
田中　玲子 たなか　れいこ 〈スポット〉力を合わせて・北小おんばしら 157 松永　ひろし まつなが　ひろし 2010.11.30
大町山岳博物館 おおまちさんがくはくぶつかん 〈科学よみもの〉ホタル（蛍） 157 大町山岳博物館 おおまちさんがくはくぶつかん 2010.11.30
いぶき　彰吾 いぶき　しょうご 平成二十二年　小中学生の創作童話コンクール選評 157 　 　 2010.11.30
WAKANA わかな 〈４こまマンガ・とうげのミホちゃん20〉恋する乙女 157 WAKANA わかな 2010.11.30
ときうみ　ゆい ときうみ　ゆい クロスワードパズル 157 　 　 2010.11.30
　 　 表紙・ちがいさがし・おたよりコーナー 158 小林　葉子 こばやし　ようこ　　 2011.02.10
梓　光一 あずさ　こういち 安側を守らなかったタンポポ 158 深澤　伸吾 ふかさわ　しんご 2011.02.10
河西　皆子 かさい　みなこ やぶやぶトンネル 158 小林　徳子 こばやし　のりこ 2011.02.10
畠山　真佐子 はたけやま　まさこ せつぶんの夜 158 山口　のむり やまぐち　のむり 2011.02.10
神田　愛子 かんだ　あいこ 雨こぞう 158 黒岩　章人 くろいわ　あきと 2011.02.10
すだ　ゆりこ すだ　ゆりこ 夜のおうち 158 ひろ ひろ 2011.02.10
原田　康法 はらだ　やすのり まっ青な空に 158 小林　葉子 こばやし　ようこ　　 2011.02.10
斉藤　彩音 さいとう　あやね 真夜中の動物園 158 北原　志乃 きたはら　しの 2011.02.10
河西　風菜 かさい　ふうな お兄さんお姉さんの役目 158 石川　真理 いしかわ　まり 2011.02.10
大町山岳博物館 おおまちさんがくはくぶつかん 〈科学よみもの〉ライチョウの巣作り 158 大町山岳博物館 おおまちさんがくはくぶつかん 2011.02.10
田中　玲子 たなか　れいこ 〈スポット〉羽ばたけ！　氷上の妖精たち 158 松永　ひろし まつなが　ひろし 2011.02.10
杉並　くみん すぎなみ　くみん 杉並くみんの　ちいさなおはなし（59） 158 杉並　くみん すぎなみ　くみん 2011.02.10
石原　きくよ いしはら　きくよ 森のモクベエ 158 近藤　泉 こんどう　いずみ 2011.02.10
WAKANA わかな 〈４こまマンガ・とうげのミホちゃん21〉恋する乙女 158 WAKANA わかな 2011.02.10
ときうみ　ゆい ときうみ　ゆい クロスワードパズル 158 　 　 2011.02.10
　 　 表紙・ちがいさがし・おたよりコーナー 159 小林　葉子 こばやし　ようこ　　 2011.06.20
高橋　忠治 たかはし　ちゅうじ 一つまみ 159 宮沢　千賀 みやざわ　ちか 2011.06.20
なかざわ　りえ なかざわ　りえ じゃがいもばたけ 159 小林　葉子 こばやし　ようこ　　 2011.06.20
原　国子 はら　くにこ 〈みんなのうた〉 159 竹内　尚子 たけうち　しょうこ 2011.06.20
佐々木　昌 ささき　あきら 大きくなったら 　 　 　  
赤羽　陽子 あかばね　ようこ ナオリの決心 159 小林　徳子 こばやし　のりこ 2011.06.20
寺島　俊治 てらしま　としはる かわいいお客さま 159 石川　真理 いしかわ　まり 2011.06.20
畠山　真佐子 はたけやま　まさこ 終らない夏休み 159 近藤　泉 こんどう　いずみ 2011.06.20
牛丸　仁 うしまる　ひとし おそわれたラジカセ 159 小林　葉子 こばやし　ようこ　　 2011.06.20
和田　登 わだ　のぼる カメのラーメン屋 159 和田　春奈 わだ　はるな 2011.06.20
高田　充也 たかだ　みつなり ねぎみそおにぎり 159 山口　のむり やまぐち　のむり 2011.06.20
宮下　和男 みやした　かずお ブッポウソウのくる村 159 北原　志乃 きたはら　しの 2011.06.20
いぶき　彰吾 いぶき　しょうご 〈絵物語〉てんとくん　まけるな なかまたち 159 北原　志乃 きたはら　しの 2011.06.20
大町山岳博物館 おおまちさんがくはくぶつかん 〈科学よみもの〉ライチョウのヒナは寒がり 159 大町山岳博物館 おおまちさんがくはくぶつかん 2011.06.20
田中　玲子 たなか　れいこ 〈スポット〉夢はプロ野球選手！？　御岳クラブ 159 松永　ひろし まつなが　ひろし 2011.06.20
杉並　くみん すぎなみ　くみん 杉並くみんの　ちいさなおはなし（60） 159 杉並　くみん すぎなみ　くみん 2011.06.20
羽生田　敏 はにゅうだ　さとし （現代民話）ひょうきんな親子旅 159 丸山　武彦 まるやま　たけひこ 2011.06.20
WAKANA わかな 〈４こまマンガ・とうげのミホちゃん22〉なぜ気付かない？ 159 WAKANA わかな 2011.06.20
ときうみ　ゆい ときうみ　ゆい クロスワードパズル 159 　 　 2011.06.20
  表紙・ちがいさがし・おたよりコーナー 160 小林　葉子 こばやし　ようこ　　 2011.09.20
川上　佐貴子 かわかみ　さきこ なみだ 160 ひろ ひろ 2011.09.20
板倉　洋子 いたくら　ようこ 雲がうかんでいる 160 近藤　泉 こんどう　いずみ 2011.09.20
なかざわ　りえ なかざわ　りえ たんぽぽ 160 和田　春奈 わだ　はるな 2011.09.20
なかじょう　ゆき なかじょう　ゆき かえるのえんそく 160 石川　真理 いしかわ　まり 2011.09.20
畠山　真佐子 はたけやま　まさこ だるまさんはころばない 160 山口　のむり やまぐち　のむり 2011.09.20
小原　麻由美 こはら　まゆみ 三つの流れ星 160 小林　徳子 こばやし　のりこ 2011.09.20
柳沢　朝子 やなぎさわ　あさこ ニシンとじねんじょ 160 こばやし　ひろえ こばやし　ひろえ 2011.09.20
白瀬　郁子 しらせ　いくこ かえらなきゃ 160 北原　志乃 きたはら　しの 2011.09.20
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