
本のタイトル 著者 出版社 出版年

カエサルくんと本のおはなし いけがみしゅんいち／文 福音館書店 2015.2 E ｲｹｶ 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

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

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

としょかんねずみ　５ ダニエル・カーク／さく 瑞雲舎 2015.9 E ｶｸ-5 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

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

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

本をよもう！
マルセロ・シャヴィエル／
さく・え

新世研 2002.4 E ｼﾔｳ 児童

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Ｈ

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

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 1999.1 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

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

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

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 2010.4 E ﾌﾙﾅ 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

請求記号

「本が好き　図書館が好き」　（平成２８年４月展示）
鳥取県立図書館
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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

トマスと図書館のおねえさん パット・モーラ／ぶん さ・え・ら書房 2010.2 E ﾓﾗ 児童Ｈ

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

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

図書館のヒミツ 二村健／監修 鈴木出版 2010.3 010 ﾄｼﾖ-1 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

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

走れ！移動図書館 鎌倉幸子／著 筑摩書房 2014.1 015 ｶﾏｸ 児童Ｓ

本のさがし方がわかる事典 造事務所／編集・構成 ＰＨＰ研究所 2007.11 015 ﾎﾝﾉ 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

みんなでつくろう学校図書館 成田康子／著 岩波書店 2012.1 017 ﾅﾘﾀ 児童Ｓ

１０代の本棚 あさのあつこ／編著 岩波書店 2011.11 019 ｱｻﾉ 児童Ｓ

ビブリオバトルを楽しもう 粕谷亮美／文 さ・え・ら書房 2014.3 019 ｶｽﾔ 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

図書館で出会える１００冊 田中共子／著 岩波書店 2009.6 019 ﾀﾅｶ 児童Ｓ

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

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 2014.1 024 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

職場体験学習に行ってきました。　３
全国中学校進路指導連絡
協議会／監修

学研教育出版 2014.2 366 ｼﾖｸ-3 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

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

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
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