
書名            巻次            著者名 出版者          出版年          

本と図書館の歴史 モーリーン・サワ／文 西村書店 2010.12 010 ｻﾜ 児童

シリーズわくわく図書館 １ アリス館 2010.8 010 ｼﾘｽ-1 児童

シリーズわくわく図書館 ２ アリス館 2010.9 010 ｼﾘｽ-2 児童

シリーズわくわく図書館 ３ アリス館 2010.9 010 ｼﾘｽ-3 児童

シリーズわくわく図書館 ４ アリス館 2010.10 010 ｼﾘｽ-4 児童

シリーズわくわく図書館 ５ アリス館 2010.12 010 ｼﾘｽ-5 児童

図書館のすべてがわかる本 １ こどもくらぶ／編 岩崎書店 2012.12 010 ﾄｼﾖ-1 児童

図書館のすべてがわかる本 ２ こどもくらぶ／編 岩崎書店 2012.12 010 ﾄｼﾖ-2 児童

図書館のすべてがわかる本 ３ こどもくらぶ／編 岩崎書店 2013.3 010 ﾄｼﾖ-3 児童

図書館のすべてがわかる本 ４ こどもくらぶ／編 岩崎書店 2013.3 010 ﾄｼﾖ-4 児童

エンジョイ！図書館 二村健／監修 鈴木出版 2010.4 010 ﾄｼｮ-2 児童

ようこそ、ぼくらの図書館へ！ 二村健／監修 鈴木出版 2010.4 010 ﾄｼｮ-3 児童

図書館のヒミツ 二村健／監修 鈴木出版 2010.3 010 ﾄｼﾖ-1 児童

図書館のトリセツ 福本友美子／著 講談社 2013.10 010 ﾌｸﾓ 児童

図書館ラクダがやってくる マーグリート・ルアーズ／著 さ・え・ら書房 2010.4 015 ﾙｱｽ 児童

図書館へ行こう！楽しい調べ学習 １・２・３年生 藤田利江／編著 国土社 2013.3 017 ﾌｼﾀ 児童

キラキラ子どもブックガイド キラキラ読書クラブ／編 玉川大学出版部 2012.12 019 ｷﾗｷ 児童

つぎ、なにをよむ？ １・２年生 秋山朋恵／編 偕成社 2012.1 019 ﾂｷﾅ 児童

つぎ、なにをよむ？ ３・４年生 秋山朋恵／編 偕成社 2012.3 019 ﾂｷﾅ 児童

つぎ、なにをよむ？ ５・６年生 秋山朋恵／編 偕成社 2012.3 019 ﾂｷﾅ 児童

本はこうしてつくられる アリキ／作・絵 日本エディタースクール出版部 199107 020 ｱﾘｷ 児童

本の歴史５０００年 辻村益朗／作 福音館書店 199210 020 ﾂｼﾑ 児童

請求記号

本が好き　図書館が好き　（２０１５年４月展示）

http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=1745915&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=1718635&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=1725946&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=1725954&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=1732871&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=1745928&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=1903761&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=1907917&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=1921266&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=1923583&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=1687844&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=1679134&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=1975517&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=1689601&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=1922991&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=1908259&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=1831019&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=1847556&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=1847554&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=15709&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=155649&kgrn=0&tso=on%22


かんたん楽しい手づくり本 １ 水野真帆／作 岩崎書店 2011.12 022 ﾐｽﾉ-1 児童

かんたん楽しい手づくり本 ２ 水野真帆／作 岩崎書店 2012.1 022 ﾐｽﾉ-2 児童

かんたん楽しい手づくり本 ３ 水野真帆／作 岩崎書店 2012.2 022 ﾐｽﾉ-3 児童

本屋さんのすべてがわかる本 １ 稲葉茂勝／文 ミネルヴァ書房 2013.11 024 ｲﾅﾊ-1 児童

本屋さんのすべてがわかる本 ２ 稲葉茂勝／文 ミネルヴァ書房 2013.12 024 ｲﾅﾊ-2 児童

本屋さんのすべてがわかる本 ３ 稲葉茂勝／文 ミネルヴァ書房 2013.12 024 ｲﾅﾊ-3 児童

本屋さんのすべてがわかる本 ４ 稲葉茂勝／文 ミネルヴァ書房 2014.2 024 ｲﾅﾊ-4 児童

職場体験完全ガイド ３７ ポプラ社 2014.4 366 ｼﾖｸ-37 児童

つづきの図書館 柏葉幸子／作 講談社 2010.1 913 ｶｼﾜ 児童

晴れた日は図書館へいこう 緑川聖司／作 小峰書店 2003.10 913 ﾐﾄﾘ 児童

ちょっとした奇跡 ２ 緑川聖司／作 小峰書店 2010.12 913 ﾐﾄﾘ-2 児童

一さつのおくりもの 森山京／作 講談社 2012.11 913 ﾓﾘﾔ 児童

すえっ子のルーファス エレナー・エスティス／作 岩波書店 2004.7 933 ｴｽﾃ 児童

金鉱町のルーシー カレン・クシュマン／著 あすなろ書房 2000.6 933 ｸｼﾕ 児童

ビーザスといたずらラモーナ ベバリイ・クリアリー／作 学研教育出版 2009.11 933 ｸﾘｱ 児童

１２月の静けさ メアリー・ハーン／著 佑学社 199312 933 ﾊﾝ 児童

ローズの小さな図書館 キンバリー・ウィリス・ホルト／作 徳間書店 2013.7 933 ﾎﾙﾄ 児童

ファンタージエン ラルフ・イーザウ／著 ソフトバンククリエイティブ 2005.10 943 ｲｻｳ 児童

はてしない物語 ミヒャエル・エンデ／作 岩波書店 198206 943 ｴﾝﾃ 児童

はてしない物語 上 ミヒャエル・エンデ／作 岩波書店 2000.6 943 ｴﾝﾃ-1 児童

はてしない物語 下 ミヒャエル・エンデ／作 岩波書店 2000.6 943 ｴﾝﾃ-2 児童

三つのミント・キャンディー ロベール・サバティエ／作 福音館書店 2005.11 953 ｻﾊﾃ 児童

ルリユールおじさん いせひでこ／作 理論社 2006.9 E ｲｾ 児童

ルラルさんのほんだな いとうひろし／作 ポプラ社 2005.9 E ｲﾄｳ 児童

バスラの図書館員 ジャネット・ウィンター／絵と文 晶文社 2006.4 E ｳｲﾝ 児童

http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=1827429&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=1831158&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=1838163&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=1980753&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=1985892&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=1992261&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=1998873&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=2008755&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=1668353&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=1116591&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=1744074&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=1903317&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=1175493&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=808483&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=1655535&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=117439&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=1950945&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=1269669&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=710973&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=808615&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=808616&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=1278630&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=1364380&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=1267654&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=1332101&kgrn=0&tso=on%22


ろばのとしょかん ジャネット・ウィンター／文と絵 集英社 2011.3 E ｳｲﾝ 児童

カモシカとしょかん 魚瀬ゆう子／ぶん 桂書房 2009.7 E ｳｵｾ 児童

ステラのえほんさがし リサ・キャンベル・エルンスト／作 童心社 2006.6 E ｴﾙﾝ 児童

としょかんねずみ ダニエル・カーク／さく 瑞雲舎 2012.1 E ｶｸ-1 児童

としょかんねずみ ２ ダニエル・カーク／さく 瑞雲舎 2012.10 E ｶｸ-2 児童

としょかんねずみ ３ ダニエル・カーク／さく 瑞雲舎 2013.6 E ｶｸ-3 児童

としょかんねずみ ４ ダニエル・カーク／さく 瑞雲舎 2014.11 E ｶｸ-4 児童

みて、ほんだよ！ リビー・グリーソン／文 光村教育図書 2012.11 E ｸﾘｿ 児童

よるのとしょかん カズノ・コハラ／作 光村教育図書 2013.11 E ｺﾊﾗ 児童

本、だ～いすき！ ジュディ・シエラ／文 新日本出版社 2013.1 E ｼｴﾗ 児童

ぼくはぼくのほんがすき アニタ・ジェラーム／さく 評論社 2002.5 E ｼｴﾗ 児童Ｈ

ほんをよめばなんでもできる ジュディ・シエラ／文 セーラー出版 2010.12 E ｼｴﾗ 児童Ｈ

はじめてのほん ゾーマ・シャロー／ぶん ブック・グローブ社 199211 E ｼﾔﾛ 児童

ビバリーとしょかんへいく アレクサンダー・スタッドラー／作 文化出版局 2003.6 E ｽﾀﾂ 児童

エリザベスは本の虫 サラ・スチュワート／文 アスラン書房 2003.10 E ｽﾁﾕ 児童

バーバリブほんをつくる アネット・チゾン／作 講談社 197904 E ﾁｿﾝ 児童Ｈ

がちょうのペチューニア ロジャー・デュボアザン／作 富山房 199901 E ﾃﾕﾎ 児童

アンディとらいおん ジェームズ・ドーハーティ／ぶんとえ 福音館書店 198109 E ﾄﾊﾃ 児童

としょかんライオン ミシェル・ヌードセン／さく 岩崎書店 2007.4 E ﾇﾄｾ 児童

としょかんのよる ローレンツ・パウリ／文 ほるぷ出版 2013.10 E ﾊｳﾘ 児童

としょかんたんていゆめきちくん ジャン・バロニアン／ぶん 評論社 199911 E ﾊﾛﾆ 児童

山のとしょかん 肥田美代子／文 文研出版 2010.4 E ﾋﾀ 児童

図書館に児童室ができた日 ジャン・ピンボロー／文 徳間書店 2013.8 E ﾋﾝﾎ 児童

なかよしのくまさん ロバート・ブライト／さく 冨山房 199401 E ﾌﾗｲ 児童

しずかでにぎやかなほん マーガレット・ワイズ・ブラウン／さく 童話館出版 199608 E ﾌﾗｳ 児童

http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=1761552&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=1627639&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=1352337&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=1831466&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=1891999&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=1945765&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=2058204&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=1903263&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=1982255&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=1914759&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=947989&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=1749119&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=753836&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=1089460&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=1119151&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=674583&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=497776&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=639464&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=1407403&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=1972602&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=531009&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=1693290&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=1957448&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=132434&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=308012&kgrn=0&tso=on%22


しずかに！ここはどうぶつのとしょかんです ドン・フリーマン／作 ＢＬ出版 2008.4 E ﾌﾘﾏ 児童

わたしほんがよめるの ディック・ブルーナ／ぶん・え 福音館書店 198604 E ﾌﾙﾅ-15 児童

もっとほんがよめるの ディック・ブルーナ／ぶん・え 福音館書店 198604 E ﾌﾙﾅ-16 児童

ママのとしょかん キャリ・ベスト／文 新日本出版社 2011.3 E ﾍｽﾄ 児童

ぼくのブック・ウーマン ヘザー・ヘンソン／文 さ・え・ら書房 2010.4 E ﾍﾝｿ 児童

ぼくの図書館カード ウイリアム・ミラー／文 新日本出版社 2010.11 E ﾐﾗ 児童

おばけとしょかん デイヴィッド・メリング／さく 評論社 2005.9 E ﾒﾘﾝ 児童Ｈ

図書館だいすき マルタ・アビレス／文・絵 蝸牛社 199607 E ﾕﾈｽ 児童

おさるのジョージとしょかんへいく Ｍ．レイ／原作 岩波書店 2006.4 E ﾚｲ 児童

http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=1502810&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=641587&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=641653&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=1767307&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=1690743&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=1739781&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=1264769&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=301760&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=1333892&kgrn=0&tso=on%22

