
笑える・あそべる・おもしろい

タイトル 作者 出版社

1 いいからいいから 長谷川義史 絵本館

2 ウラパン・オコサ 谷川晃一 童心社

3 うんちしたのはだれよ！ ヴェルナー・ホルツヴァルト 偕成社

4 おおきなおおきなおいも 赤羽末吉 福音館書店

5 おなら 長新太 福音館書店

6 おならうた 谷川俊太郎 絵本館

7 かえるをのんだととさん 日野十成 福音館書店

8 キャベツくん 長新太 文研出版

9 きょうりゅうのかいかた くさのだいすけ 岩波書店

10 きんぎょがにげた 五味太郎 福音館書店

11 ゴムあたまポンたろう 長新太 童心社

12 これはのみのぴこ 谷川俊太郎 サンリード

13 ころころラッコ　こラッコだっこ 石津ちひろ BL出版

14 １１ぴきのねこ 馬場のぼる こぐま社

15 ぞうくんのさんぽ なかのひろたか 福音館書店

16 だるまちゃんととらのこちゃん 加古里子 福音館書店

17 できるかな？あたまからつまさきまで エリック・カール 偕成社

18 とこちゃんはどこ 松岡享子 福音館書店

19 どろだんご たなかよしゆき 福音館書店

20 ねずみくんのチョッキ なかえよしを ポプラ社

21 はなのあなのはなし やぎゅうげんいちろう 福音館書店

22 ひとまねこざる Ｈ．Ａ．レイ 岩波書店

23 100かいだてのいえ 岩井俊雄 偕成社

24 ベーコンわすれちゃだめよ パット・ハッチンス 偕成社

25 ぼちぼちいこか マイク・セイラー 偕成社

26 みんなうんち 五味太郎 福音館書店

27 もけらもけら 山下洋輔 福音館書店

28 ものぐさトミー ウィリアム・ペン・デュボア 岩波書店

29 よかったねネッドくん　英文つき レミイ・チャーリップ 偕成社

30 わゴムはどのくらいのびるかしら？ マイク・サーラー ほるぷ出版

み ン 鳥取県立図書館（2015年6月） おすすめのえほん 
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レッツゴー！のりもの

タイトル 作者 出版社

1 いたずらきかんしゃちゅうちゅう バージニア・バートン 福音館書店

2 エンソくんきしゃにのる スズキコージ 福音館書店

3 がたんごとんがたんごとんざぶんざぶん 安西水丸 福音館書店

4 ガンピーさんのふなあそび バーニンガム ほるぷ出版

5 きかんしゃやえもん 阿川弘之 岩波書店

6 しょうぼうじどうしゃじぷた 渡辺茂男 福音館書店

7 ずかん・じどうしゃ 山本忠敬 福音館書店

8 ちいさいしょうぼうじどうしゃ ロイス・レンスキー 福音館書店

9 つぎ、とまります 村田エミコ 福音館書店

10 でんしゃでいこうでんしゃでかえろう 間瀬直方 ひさかたチャイルド

11 のせてのせて 松谷みよ子 童心社

12 ピン・ポン・バス 竹下文子 偕成社

13 ぼくしんかんせんにのったんだ 渡辺茂男 あかね書房

14 みんなで！どうろこうじ 竹下文子 偕成社

15 もぐらバス 佐藤雅彦 偕成社

食べるのだいすき

タイトル 作者 出版社

1 おしゃべりなたまごやき 寺村輝夫作 福音館書店

2 おだんごぱん ロシア民話 福音館書店

3 おべんとうバス 真珠まりこ ひさかたチャイルド

4 からすのパンやさん かこさとし 偕成社

5 ぎょうざつくったの きむらよしお 福音館書店

6 ぐりとぐら なかがわりえこ 福音館書店

7 サンドイッチサンドイッチ 小西英子 福音館書店

8 14ひきのあさごはん いわむらかずお 童心社

9 しろくまちゃんのほっとけーき わかやまけん こぐま社

10 チョコレートパン 長新太 福音館書店

11 はらぺこあおむし エリック・カール 偕成社

12 パンのかけらとちいさなあくま リトワニア民話 福音館書店

13 やさいだいすき 柳原良平 こぐま社

14 やさいのおなか きうちかつ 福音館書店

15 わにわにのごちそう 小風さち 福音館書店
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赤ちゃんといっしょ

タイトル 作者 出版社

1 いいおかお 松谷みよ子 童心社

2 おおきいちいさい 元永定正 福音館書店

3 かおかおどんなかお 柳原良平 こぐま社

4 がたんごとんがたんごとん 安西水丸 福音館書店

5 がちゃがちゃどんどん 元永定正 福音館書店

6 くっついた 三浦太郎 こぐま社

7 くらいくらい はせがわせつこ 福音館書店

8 ごぶごぶごぼごぼ 駒形克己 福音館書店

9 じゃあじゃあびりびり まついのりこ 偕成社

10 たまごのあかちゃん 神沢利子 福音館書店

11 てんてんてん わかやましずこ 福音館書店

12 とっとことっとこ まついのりこ 童心社

13 ぶーぶーぶー こかぜさち 福音館書店

14 めんめんばあ はせがわせつこ 福音館書店

15 もこ もこもこ たにかわしゅんたろう 文研出版

おばけ・ドキドキ・こわ～い本

タイトル 作者 出版社

1 おばけいしゃ せなけいこ 童心社

2 おばけがぞろぞろ ささきまき 福音館書店

3 おばけのコンサート たむらしげる 福音館書店

4 おばけのバーバパパ アネット・チゾン 偕成社

5 おばけのひっこし 相良敦子 福音館書店

6 かいじゅうたちのいるところ モーリス・センダック 冨山房

7 三びきのやぎのがらがらどん 北欧民話 福音館書店

8 じごくのそうべえ 田島征彦 童心社

9 すてきな三にんぐみ トミー・アンゲラー 偕成社

10 だいくとおにろく 松居直 福音館書店

11 ねないこだれだ せなけいこ 福音館書店

12 ばけものづかい せなけいこ 童心社

13 ばけものつかい（落語絵本） 川端誠 クレヨンハウス

14 めっきらもっきらどおんどん 長谷川摂子 福音館書店

15 わにわにのおふろ 小風さち 福音館書店
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だいすき♥いきもの

タイトル 作者 出版社

1 いぬがいっぱい グレース・スカール 福音館書店

2 おやすみみみずく パット・ハッチンス 偕成社

3 ９９９ひきのきょうだい 木村研 ひさかたチャイルド

4 こすずめのぼうけん ルース・エインワース 福音館書店

5 しっぽのはたらき 川田健 福音館書店

6 せきたんやのくまさん フィービ・ウォージントン 福音館書店

7 ダンゴムシみつけたよ 皆越ようせい ポプラ社

8 タンタンのぼうし いわむらかずお 偕成社

9 ちびゴリラのちびちび ルース・ボーンスタイン ほるぷ出版

10 とべバッタ 田島征三 偕成社

11 とりかえっこ さとうわきこ ポプラ社

12 ねこがいっぱい グレース・スカール 福音館書店

13 ねずみのいえさがし（ねずみのほん１） ヘレン・ピアス 童話屋

14 ぴょーん まつおかたつひで ポプラ社

15 ラチとらいおん マレーク・ベロニカ 福音館書店

おとうさん登場！

タイトル 作者 出版社

1 あそぼうあそぼうおとうさん 浜田桂子 福音館書店

2 うさこちゃんとうみ ディック・ブルーナ 福音館書店

3 うさこちゃんとゆうえんち ディック・ブルーナ 福音館書店

4 うちのパパってかっこいい アンソニー・ブラウン 評論社

5 おちゃのじかんにきたとら ジュディス・カー 童話館

6 おとうさんあそぼう わたなべしげお 福音館書店

7 おとうさんがおとうさんになった日 長野ヒデ子 童心社

8 おとうさんもういっかい①～③ はたこうしろう／作 アリス館

9 おとうさんをまって 片山令子 福音館書店

10 おふろだ、おふろだ！ わたなべしげお 福音館書店

11 くんちゃんのはたけしごと ドロシー・マリノ ペンギン社

12 スモールさんはおとうさん ロイス・レンスキー 童話館出版

13 とうさんおはなしして アーノルド・ローベル 文化出版局

14 ねずみのとうさんアナトール イブ・タイタス 童話館

15 もりのなか マリー・ホール・エッツ 福音館書店

http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=628146&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=653946&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=658025&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=655895&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=721857&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=656533&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=975370&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=599881&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=667967&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=10073&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=666670&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=628205&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=686005&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=810524&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=640813&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=271892&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=1705287&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=1717040&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=807013&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=190968&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=627675&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=952868&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=1943778&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=1462175&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=627607&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=644760&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=1186286&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=641843&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=172683&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=639938&kgrn=0&tso=on%22
http://2.bp.blogspot.com/-AfQJAr0kpJM/VMItgv0RJXI/AAAAAAAAquo/t1YMeUmWkJk/s800/kaeru3_otamajakushi_ashi.png
http://4.bp.blogspot.com/-VYVcgyRzLfM/VMItf6rQ0qI/AAAAAAAAqug/G7ohrzqO2Mg/s800/kaeru2_otamajakushi.png
http://www.irasutoya.com/2012/03/blog-post_18.html
http://www.irasutoya.com/2013/12/blog-post_9368.html

