
タイトル 著者 出版者

ともだちは緑のにおい　 工藤直子／作 理論社 913 ｸﾄｳ 児童

おともださにナリマ小　 たかどのほうこ／作 フレーベル館 913 ﾀｶﾄ 児童

ロボット・カミイ　 古田足日／さく 福音館書店 913 ﾌﾙﾀ 児童

ともだちができちゃった！　 セラ・アシャロン／ぶん 大日本図書 933 ｱｼﾔ 児童

チム・ラビットのおともだち　 アリソン・アトリー／作 童心社 933 ｱﾄﾘ 児童

木馬のぼうけん旅行　 アーシュラ・ウィリアムズ／作 福音館書店 933 ｳｲﾘ 児童

がんばれヘンリーくん　 ベバリイ・クリアリー／作 学習研究社 933 ｸﾘｱ 児童

ソフィーとガッシー　 マージョリー・ワインマン・シャーマット／文ＢＬ出版 933 ｼﾔﾏ 児童

ソフィーとガッシー　 マージョリー・ワインマン・シャーマット／文ＢＬ出版 933 ｼﾔﾏ 児童

おばけのジョージーともだちをたすける　 ロバート・ブライト／作　絵 徳間書店 933 ﾌﾗｲ 児童

ミリー・モリー・マンデーとともだち　 ジョイス・Ｌ．ブリスリー／さく 福音館書店 933 ﾌﾘｽ 児童

思い出のマーニー　上 ジョーン・ロビンソン／作 岩波書店 933 ﾛﾋﾝ-1児童

思い出のマーニー　下 ジョーン・ロビンソン／作 岩波書店 933 ﾛﾋﾝ-2児童

Ｋｏｋｋｏ　ａｎｄ　Ｆｒｉｅｎｄｓ　 Ｋｅｎ　Ｋａｔａｙａｍａ／さく Ｆｕｋｕｉｎｋａｎ　ＳｈｏｔｅｎE KAT 児童

ＬＩＴＴＬＥ　ＢＬＵＥ　ＡＮＤ　ＬＩＴＴＬＥ　ＹＥＬＬＯＷ　Ｌｅｏ　Ｌｉｏｎｎｉ／ Ｈｏｄｄｅｒ　＆　ＳｔｏｕｇｈｔｏｎE LIO 児童

Ｆｒｏｇ　ａｎｄ　Ｔｏａｄ　ａｒｅ　Ｆｒｉｅｎｄｓ　 Ａｒｎｏｌｄ　Ｌｏｂｅｌ／作 Ｈａｒｐｅｒ　Ｃｏｌｌｉｎｓ　ＰｕｂｌｉｓｈｅｒｓE LOB 児童

ＦＲＯＧ　ＡＮＤ　ＴＯＡＤ　ＡＬＬ　ＹＥＡＲ　 Ａｒｎｏｌｄ　Ｌｏｂｅｌ／ Ｈａｒｐｅｒ　＆　ＲｏｗE LOB 児童

ＦＲＯＧ　ＡＮＤ　ＴＯＡＤ　ＴＯＧＥＴＨＥＲ　 Ａｒｎｏｌｄ　Ｌｏｂｅｌ／ Ｈａｒｐｅｒ　＆　ＲｏｗE LOB 児童

ＬＩＴＴＬＥ　ＢＥＡＲ’Ｓ　ＦＲＩＥＮＤ　 Ｅｌｓｅ　Ｈ．Ｍｉｎａｒｉｋ／ Ｈａｒｐｅｒ　ＣｏｌｌｉｎｓE MIN 児童

チムともだちをたすける　 エドワード・アーディゾーニ／作・絵 福音館書店 E ｱﾃｲ 児童

くいしんぼうのはなこさん　 いしいももこ／ぶん 福音館書店 E ｲｼｲ 児童

しましまとぽちぽち　 ダーロフ・イプカー／作 ＢＬ出版 E ｲﾌｶ 児童

ざりがにさんとさわがにさん　 植垣歩子／さく 福音館書店 E ｳｴｶ 児童

請求記号

鳥取県立図書館

「ともだちっていいな♪」　（平成２９年１０～１１月展示）

1 / 4 ページ

https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101508547&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101240635&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100635494&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101732326&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100644306&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101051235&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101429081&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101510120&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101495366&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101367031&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1102045506&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101098517&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101098248&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100580350&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100006678&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100076916&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100076927&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100076923&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100073976&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100676072&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100641307&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101938430&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101782348&kgrn=0&tso=on%22
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わたしとあそんで　 マリー・ホール・エッツ／ぶん・え 福音館書店 E ｴﾂﾂ 児童

としょかんねずみ　２ ダニエル・カーク／さく 瑞雲舎 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 E ｶｸ-3 児童

ねむねむくんとねむねむさん　 片山令子／さく のら書店 E ｶﾀﾔ 児童

コッコさんのともだち　 片山健／さく・え 福音館書店 E ｶﾀﾔ 児童

いちばんのなかよしさん　 エリック・カール／作 偕成社 E ｶﾙ 児童

まっくろネリノ　 ヘルガ・ガルラー／作 偕成社 E ｶﾙﾗ 児童

たろとなーちゃん　 きたむらえり／作・絵 福音館書店 E ｷﾀﾑ 児童

じんぺいの絵日記　２ きたやまようこ／作 あかね書房 E ｷﾀﾔ 児童

いちばんのなかよし　 ジョン・キラカ／作 アートン E ｷﾗｶ 児童

ショーティーとねこ　 バーナディン・クック／ぶん 福音館書店 E ｸﾂｸ 児童

町のねずみといなかのねずみ　 ヘレン・クレイグ／再話・絵 セーラー出版 E ｸﾚｲ 児童

なっちゃんもついてこーい　 こいでやすこ／さく 福音館書店 E ｺｲﾃ 児童

こもものともだち　 こいでやすこ／さく 福音館書店 E ｺｲﾃ 児童

がまくんとかなへびくん　 島津和子／さく 福音館書店 E ｼﾏｽ 児童

お友だちのほしかったルピナスさん　 ビネッテ・シュレーダー／文・絵 岩波書店 E ｼﾕﾚ 児童

いっしょならもっといい　 ルイス・スロボドキン／作 偕成社 E ｽﾛﾎ 児童

なかなおり　 シャーロット・ゾロトウ／文 童話屋 E ｿﾛﾄ 児童

けんか　 シャーロット・ゾロトウ／文 童話屋 E ｿﾛﾄ 児童

なかよし　 シャーロット・ゾロトウ／文 童話屋 E ｿﾛﾄ 児童

ふしぎなともだち　 たじまゆきひこ／作 くもん出版 E ﾀｼﾏ 児童

キャベツくんとブタヤマさん　 長新太／さく 文研出版 E ﾁﾖｳ 児童

だあいすき　 筒井頼子／さく 福音館書店 E ﾂﾂｲ 児童

みんなのベロニカ　 ロジャー・デュボアザン／さく・え 童話館出版 E ﾃﾕﾎ 児童

ともだちつれてよろしいですか　 ベアトリス・シェンク・ド・レーニエ／ぶん童話館出版 E ﾄｳﾚ 児童

ともだちつれてよろしいですか　 ビアトリス・シェンク・ドゥ・レニエ／文 冨山房 E ﾄｳﾚ 児童
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こぶたほいくえん　 なかがわりえこ／作 福音館書店 E ﾅｶｶ 児童

やっぱりともだち　 ヘルメ・ハイネ／作・絵 佑学社 E ﾊｲﾈ 児童

ごきげんなライオンともだちはくまくん　 ルイーズ・ファティオ／文 ＢＬ出版 E ﾌｱﾃ 児童

しんせつなともだち　 方軼羣／作 福音館書店 E ﾌｱﾝ 児童

もりいちばんのおともだち　 ふくざわゆみこ／さく 福音館書店 E ﾌｸｻ 児童

なかよしのくまさん　 ロバート・ブライト／さく 冨山房 E ﾌﾗｲ 児童

ラチとらいおん　 マレーク・ベロニカ／ぶん・え 福音館書店 E ﾍﾛﾆ 協力Ｊ

フランシスのおともだち　 ラッセル・ホーバン／さく 好学社 E ﾎﾊﾝ 児童

アーサーのてがみともだち　 リリアン・ホーバン／作 文化出版局 E ﾎﾊﾝ 児童

アンジェリーナとなかよしアリス　 キャサリン・ホラバード／ぶん 大日本絵画 E ﾎﾗﾊ 児童

まいごのくまみつけた　 デービッド・マクフェイル／さく トモ企画 E ﾏｸﾌ 児童

あおい目のこねこ　 エゴン・マチーセン／さく・え 福音館書店 E ﾏﾁｾ 児童

うれしいさんかなしいさん　 松岡享子／さく・え 東京子ども図書館 E ﾏﾂｵ 児童

いつも　いっしょ　 まつおかきょうこ／さく 福音館書店 E ﾏﾂｵ 児童

こぎつねコンとこだぬきポン　 松野正子／文 童心社 E ﾏﾂﾉ 児童

くんちゃんのはじめてのがっこう　 ドロシー・マリノ／さく ペンギン社 E ﾏﾘﾉ 児童

ふわふわくんとアルフレッド　 ドロシー・マリノ／文・絵 岩波書店 E ﾏﾘﾉ 児童

くまくんのおともだち　 エルサ・ミナリック／ぶん 福音館書店 E ﾐﾅﾘ 児童

びゅんびゅんごまがまわったら　 宮川ひろ／作 童心社 E ﾐﾔｶ 児童

たろうのひっこし　 むらやまけいこ／さく 福音館書店 E ﾑﾗﾔ 児童

たろうのおでかけ　 村山桂子／作 福音館書店 E ﾑﾗﾔ 児童

たろうのともだち　 村山桂子／さく 福音館書店 E ﾑﾗﾔ 児童

３びきねこさん　 柳生まち子／さく 福音館書店 E ﾔｷﾕ 児童

ねえどっちがすき？　 安江リエ／ぶん 福音館書店 E ﾔｽｴ 児童

ぼくがおうちでまっていたのに　 ヤーノシュ／作・絵 徳間書店 E ﾔﾉｼ 児童

ぼくがげんきにしてあげる　 ヤーノシュ／作・絵 徳間書店 E ﾔﾉｼ 児童
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とべ　コウタ　 吉岡一洋／作 福音館書店 E ﾖｼｵ 児童

バックルさんとめいけんグロリア　 ペギー・ラスマン／さく・え 徳間書店 E ﾗｽﾏ 児童

イヌのしんぶんこうこく　 ロリー・ラーマン／ぶん 評論社 E ﾗﾏﾝ 児童

ぼくのだ！わたしのよ！　 レオ・レオニ／〔作〕 好学社 E ﾚｵﾆ 児童

フレデリック　 レオ・レオニ／著 好学社 E ﾚｵﾆ 児童

あおくんときいろちゃん　 レオ・レオーニ／作 至光社 E ﾚｵﾆ 児童

ふたりはいっしょ　 アーノルド・ローベル／作 文化出版局 E ﾛﾍﾙ 児童

ふたりはともだち　 アーノルド・ローベル／作 文化出版局 E ﾛﾍﾙ 児童

ふたりはきょうも　 アーノルド・ローベル／作 文化出版局 E ﾛﾍﾙ 児童

ふたりはいつも　 アーノルド・ローベル／作 文化出版局 E ﾛﾍﾙ 児童

まっくろけのまよなかネコよおはいり　 ジェニー・ワグナー／文 岩波書店 E ﾜｸﾅ 児童

どうぶつたちのおかいもの　 渡辺茂男／さく 福音館書店 E ﾜﾀﾅ 児童

ふしぎなタクシー　 渡辺茂男／さく 福音館書店 E ﾜﾀﾅ 児童
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