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・編集者
へんしゅうしゃ

ほか 出版社
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資料ID
しりょうあいでぃー

請求記号
せいきゅうきごう

ISBN

絵本
きゃべつばたけのぴょこり
 (幼児絵本ふしぎなたねシリーズ)

甲斐信枝さく 福音館書店 700023806 EB/かい 9784834083323

絵本 パパのぼり きくちちき作 文溪堂 700023809 EB/きく 9784799902318

絵本 なかよしなかよし (こどものとも0.1.2.:270号) のむらさやかさく 福音館書店 700023831 EB/こと/270

絵本 はらぺこゆうれい (ちいさな「せなけいこ・おばけえほん」) せなけいこさく・え 童心社 700023808 EB/せな 9784494021420

絵本 おおきなきとであったら (ちいさなかがくのとも:186号) くさはらかなさく 福音館書店 700023834 EB/ちい/186

絵本 かおかおどんなかお 柳原良平作・絵 こぐま社 700023807 EB/やな 4772100903

絵本
はこぶくるま (はたらくじどうしゃ:3)
 (福音館のペーパーバック絵本)

山本忠敬さく・え 福音館書店 700023804 EB/やま 4834005844

絵本 あめのひ
サム・アッシャー作・絵/吉上恭太
訳

徳間書店 700023825 EF/あつ 9784198644291

絵本 ミッケ! : いつまでもあそべるかくれんぼ絵本 (I spy)
ジーン・マルゾーロ文/ウォルター・
ウィック写真/糸井重里訳

小学館 700023801 EF/うい/[1] 4097270621

絵本
ミッケ!がっこう
: あたらしくてなつかしいかくれんぼ絵本 (I spy:8)

ジーン・マルゾーロ文/ウォルター・
ウィック写真/糸井重里訳

小学館 700023802 EF/うい/8 4097273582

絵本 はらぺこハロルド、なにがみえたの?
ケヴィン・ウォルドロン作/いしいむ
つみ訳

BL出版 700023810 EF/うお 9784776408055

絵本 ゆめみるじかんよこどもたち
ティモシー・ナップマン文/ヘレン・
オクセンバリー絵/石井睦美訳

BL出版 700023811 EF/おく 9784776408086

絵本 この本をかくして
マーガレット・ワイルド文/フレヤ・ブ
ラックウッド絵/アーサー・ビナード
訳

岩崎書店 700023823 EF/ふら 9784265850563

絵本 ろくろっくびのばけねこしまい 二宮由紀子文/荒戸里也子絵 ブロンズ新社 700023816 EJ/あら 9784893096357

絵本 ばけばけばけばけばけたくん ばけくらべの巻 岩田明子ぶん・え 大日本図書 700023813 EJ/いわ 9784477030777
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絵本 オニのきもだめし 岡田よしたか作 小学館 700023803 EJ/おか 9784097267157

絵本 おまつり (こどものとも:738号) 森洋子作 福音館書店 700023832 EJ/こと/738

絵本 ようかいりょうりばんづけ 澤野秋文作 佼成出版社 700023812 EJ/さわ 9784333027569

絵本 ねばらねばなっとう (わくわく♪ユーモアえほん) 林木林作/たかおゆうこ絵 ひかりのくに 700023828 EJ/たか 9784564014284

絵本 だじゃれ世界一周 長谷川義史作 理論社 700023827 EJ/はせ 9784652201688

絵本 もののけの家 : 今昔物語絵本 ほりかわりまこ作 偕成社 700023815 EJ/ほり 9784034272503

絵本 つまんないつまんない (MOEのえほん) ヨシタケシンスケ著 白泉社 700023800 EJ/よし 9784592762102

文学 靴屋のタスケさん 角野栄子作/森環絵 偕成社 700023814 9YJ/か 9784035285205

文学 迷宮の戦い (パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々:4)
リック・リオーダン作/金原瑞人, 小
林みき訳

ほるぷ出版 700023799 9F/り 9784593533893

文学 あさのうた (地球歳時記:Vol.14) JAL財団編 ブロンズ新社 700023836 9P/し 9784893096241

知識
ふしぎな銀の木 : スリランカの昔話
 (世界傑作絵本シリーズ)

シビル・ウェッタシンハ再話・絵/松
岡享子, 市川雅子訳

福音館書店 700023805 38/う 9784834082876

知識 しろつめくさあかつめくさ (かがくのとも:582号) 澤口たまみぶん/安井寿磨子え 福音館書店 700023835 40/か/582

知識 アリになった数学者 (月刊たくさんのふしぎ:第390号) 森田真生文/脇阪克ニ絵 福音館書店 700023833 40/た/390

知識 いろいろはっぱ 小寺卓矢写真・文 アリス館 700023826 47/こ 9784752007999

知識
ウサギのかいかたそだてかた
 (かいかたそだてかたずかん:10)

小宮輝之文/大野彰子, 大野弘子
絵

岩崎書店 700023821 48D/こ 4265059104

知識
セキセイインコのかいかたそだてかた
 (かいかたそだてかたずかん:12)

小宮輝之文/大野彰子, 大野弘子
絵

岩崎書店 700023822 48T/こ 4265059120

知識 はまべでひろったよ (しぜんにタッチ!) ひさかたチャイルド700023824 78/は 9784865491104



知識
羽生善治のこども詰将棋入門
 : 本将棋と詰将棋のルールを覚えよう!

上地隆蔵執筆 池田書店 700023820 79/う 9784262101514

知識 序盤の指し方入門 (羽生善治のこども将棋) 小田切秀人執筆 池田書店 700023817 79/お 9784262101484

知識 終盤の勝ち方入門 (羽生善治のこども将棋) 小田切秀人執筆 池田書店 700023818 79/お 9784262101491

知識 中盤の戦い方入門 (羽生善治のこども将棋) 小田切秀人執筆 池田書店 700023819 79/お 9784262101507

紙芝居 じごくのそうべえ 前編 (大きく広がる大型紙しばい) 田島征彦脚本・絵 童心社 700023829 KA/たし 9784494080199

紙芝居 じごくのそうべえ 後偏 (大きく広がる大型紙しばい) 田島征彦脚本・絵 童心社 700023830 KA/たし 9784494080205


