
「あめをたのしもう♪」　（令和元年６月展示）

本のタイトル 著者 出版者 出版年

ウェザーニューズ こどもくらぶ／編さん ほるぷ出版 2013.11 451 ｳｴｻ 児童

あめ、ゆき、あられくものいろいろ 加古里子／絵と文 農山漁村文化協会 2005.4 451 ｶｺ 児童

雲と天気の変化 椎野純一／著 大日本図書 2011.3 451 ｼｲﾉ 児童

空のふしぎ図鑑 武田康男／監修 ＰＨＰ研究所 2013.11 451 ｿﾗﾉ 児童Ｈ

あしたの天気はなぜわかるの？ 高橋健司／文 偕成社 199704 451 ﾀｶﾊ 児童

調べて学ぶ〈地球と天気〉 岩崎書店 199801 451 ﾀﾅｶ 児童

天気のなぞ 田中幸／文 絵本塾出版 2014.2 451 ﾀﾅｶ 児童

天気と星がわかるそらのえほん ぼここうぼう／え 学研教育出版 2014.8 451 ﾃﾝｷ 児童

天気の不思議がわかる！ 日本気象協会／監修 実業之日本社 2010.7 451 ﾃﾝｷ 児童

天気予報が楽しみになる本 渡辺博栄／監修 数研出版 2004.7 451 ﾃﾝｷ 児童

ぴかっごろごろ フランクリン・Ｍ．ブランリー／文福音館書店 196805 451 ﾌﾗﾝ 児童

ほらあめだ！ フランクリン・Ｍ．ブランリー／さく福音館書店 2009.4 451 ﾌﾗﾝ 児童

雨とひょう フランクリン・Ｍ．ブランリー／文福音館書店 196808 451 ﾌﾗﾝ 児童

あまやどり 市川宣子／作 文研出版 2012.7 913 ｲﾁｶ 児童

こぎつねキッペのあまやどり 今村葦子／作 ポプラ社 2002.6 913 ｲﾏﾑ 児童

どれみふぁ　けろけろ 東君平／作・絵 あかね書房 198107 913 ﾋｶｼ 児童

雨がしくしく、ふった日は 森絵都／作 講談社 2013.4 913 ﾓﾘ 児童

あしたてんきになあれ 荒川薫／さく 福音館書店 199710 E ｱﾗｶ 児童

かさどろぼう シビル・ウェッタシンハ／作・絵徳間書店 2007.5 E ｳｴﾂ 児童

かさ 太田大八／作・絵 文研出版 198102 E ｵｵﾀ 児童

ごろぴかどーん 小野かおる／再話 福音館書店 2005.4 E ｵﾉ 児童

鳥取県立図書館

請求記号

1 / 3 ページ

https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101981345&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101238133&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101768086&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101977827&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100354757&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100374991&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1102001984&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1102034832&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101708462&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101169217&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100215725&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101608034&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100219796&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101875109&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100957615&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100319118&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101936468&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100380704&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101422412&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100642059&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101262017&kgrn=0&tso=on%22


本のタイトル 著者 出版者 出版年 請求記号

ずーっとずーっとあめ 織茂恭子／さく 福音館書店 2013.4 E ｵﾘﾓ 児童

あめ イブ・スパング・オルセン／さく亜紀書房 2017.2 E ｵﾙｾ 児童

だるまちゃんとかみなりちゃん 加古里子／さく・え 福音館書店 198110 E ｶｺ 児童

ぼくのながぐつ 笠野裕一／さく 福音館書店 199507 E ｶｻﾉ 児童

コッコさんとあめふり 片山健／さく・え 福音館書店 199807 E ｶﾀﾔ 児童

あめのひは　いいてんき 川崎洋／ぶん 福音館書店 198706 E ｶﾜｻ 児童

とのさまがえる 川村智治郎／ぶん 福音館書店 198405 E ｶﾜﾑ 児童

かばくんのふね 岸田衿子／さく 福音館書店 199009 E ｷｼﾀ 児童

ゆかいなかえる ジュリエット・キープス／ぶん・え福音館書店 196407 E ｷﾌｽ 児童

あきちゃんとかみなり 木村晃彦／さく・え 福音館書店 199704 E ｷﾑﾗ 児童

おさらをあらわなかったおじさん フィリス・クラジラフスキー／文岩波書店 197804 E ｸﾗｼ 児童

あめがふるときちょうちょうはどこへ メイ・ゲアリック／文 金の星社 198009 E ｹｱﾘ 児童

かさかしてあげる こいでやすこ／さく 福音館書店 2002.4 E ｺｲﾃ 児童

たろうめいじんのたからもの 小出保子／さく 福音館書店 2013.6 E ｺｲﾃ 児童

あめふり さとうわきこ／さく・え 福音館書店 198709 E ｻﾄｳ 児童

ふしぎな　ふしぎな　ながぐつ 佐藤さとる／作 偕成社 197210 E ｻﾄｳ 児童

おじさんのかさ 佐野洋子／作・絵 講談社 199205 E ｻﾉ 児童

あめのひ ユリー・シュルヴィッツ／作画福音館書店 197209 E ｼﾕﾙ 児童

かみのけちょっきん 松竹いね子／作 福音館書店 198807 E ｼﾖｳ 児童

あめのひきのこは ヴラジーミル・ステーエフ／原作偕成社 197611 E ｽﾃｴ 児童

ノアのはこ船 ピーター・スピアー／え 評論社 198603 E ｽﾋｱ 児童

ふるやのもり 瀬田貞二／再話 福音館書店 198207 E ｾﾀ 児童

かさもっておむかえ 征矢清／さく 福音館書店 198106 E ｿﾔ 児童
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はっぱのおうち 征矢清／さく 福音館書店 198905 E ｿﾔ 児童

かたつむりタクシー たむらしげる／さく 福音館書店 2008.4 E ﾀﾑﾗ 児童

しずくのぼうけん マリア・テルリコフスカ／さく福音館書店 198206 E ﾃﾙﾘ 児童

あまつぶぽとりすぷらっしゅ アルビン・トゥレッセルト／さく童話館出版 199606 E ﾄｳﾚ 児童

そこにいるのはだれ？ 得田之久／さく 福音館書店 199403 E ﾄｸﾀ 児童

ぞうくんのあめふりさんぽ なかのひろたか／さく・え 福音館書店 2006.5 E ﾅｶﾉ 児童

みずたまり なかのひろたか／さく・え 福音館書店 2011.4 E ﾅｶﾉ 児童

ぴちゃん・ばしゃん・ざぶーん 中林影／さく 福音館書店 198901 E ﾅｶﾊ 児童

かたつむり 夏目義一／作 福音館書店 2003.2 E ﾅﾂﾒ 児童

あめのひのホネホネさん にしむらあつこ／さく・え 福音館書店 201806 E ﾆｼﾑ 児童

あしたのてんきははれ？くもり？あめ？ 野坂勇作／さく 福音館書店 199705 E ﾉｻｶ 児童

にゅうどうぐも 野坂　勇作／さく 福音館書店 2018.5 E ﾉｻｶ 児童

きょだいな　きょだいな 長谷川摂子／作 福音館書店 198805 E ﾊｾｶ 児童

あめのひのピクニック ガブリエル・バンサン／さく ブックローン出版 198305 E ﾊﾝｻ 児童

かえるをのんだととさん 日野十成／再話 福音館書店 2008.1 E ﾋﾉ 児童Ｆ

まほうのかさ Ｒ．ファイルマン／作 福音館書店 2008.2 E ﾌｱｲ 児童

まりーちゃんとおおあめ フランソワーズ／ぶん・え 福音館書店 197805 E ﾌﾗﾝ 児童

かえるがみえる 松岡享子／作 こぐま社 197512 E ﾏﾂｵ 児童

かさ 松野正子／さく 福音館書店 199202 E ﾏﾂﾉ 児童

くんちゃんとにじ ドロシー・マリノ／さく ペンギン社 198402 E ﾏﾘﾉ 児童

あまがさ やしまたろう／〔さく〕 福音館書店 198107 E ﾔｼﾏ 児童

かずくんのきいろいながぐつ 山下明生／さく 福音館書店 199007 E ﾔﾏｼ 児童
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