
「おかあさん　だ～いすき」　（令和元年５月展示）

本のタイトル 著者 出版者 出版年

わたしお母さんになったら 鹿島和夫／編 理論社 1997.12 911 ﾜﾀｼ 児童

わんぱくきょうだい大作戦 マヤ・ヴォイチェホフスカ／作岩波書店 1997.03 933 ｳｵｲ 児童

ラモーナとおかあさん べバリイ・クリアリー／作 学習研究社 2001.12 933 ｸﾘｱ 児童

のっぽのサラ パトリシア・マクラクラン／作徳間書店 2003.9 933 ﾏｸﾗ 児童

おかあさんはおでかけ リリアン・ムーア／さく 偕成社 197708 933 ﾑｱ 児童

あまのじゃくなかえる イ・サンベ／ぶん 少年写真新聞社 2005.2 E ｲ 児童

かずちゃんのおつかい 石井桃子／文 福音館書店 1989.08 E ｲｼｲ 児童

ちいさなねこ 石井桃子／さく 福音館書店 1967.1 E ｲｼｲ 児童

ワニのライル、おかあさんをみつける バーナード・ウェーバー／さく大日本図書 1984.09 E ｳｴﾊ 児童

ぼくのママはうんてんし おおともやすお／さく 福音館書店 2012.9 E ｵｵﾄ 児童

おかあさんとおつかい 小沢良吉／さく 福音館書店 1993.05 E ｵｻﾜ 児童

ピリカ、おかあさんへの旅 越智典子／文 福音館書店 2006.7 E ｵﾁ 児童

きのぼりこねこ 金尾恵子／さく 福音館書店 1994.11 E ｶﾅｵ 児童

ウーフはあかちゃんみつけたよ 神沢利子／作 ポプラ社 1984.01 E ｶﾝｻ 児童

うずらちゃんのかくれんぼ きもとももこ／さく 福音館書店 1994.02 E ｷﾓﾄ 児童

うずらちゃんのたからもの きもとももこ／さく 福音館書店 2013.10 E ｷﾓﾄ 児童

おおかみと七ひきのこやぎ フェリクス・ホフマン／え 福音館書店 1967.4 E ｸﾘﾑ 児童Ｆ

どうぶつのおかあさん 小森厚／ぶん 福音館書店 1981.10 E ｺﾓﾘ 児童

あめのちゆうやけせんたくかあちゃん さとうわきこ／さく・え 福音館書店 2017.04 E ｻﾄｳ 児童

せんたくかあちゃん さとうわきこ／さく・え 福音館書店 1982.08 E ｻﾄｳ 児童

きょうはなんのひ？ 瀬田貞二／作 福音館書店 1979.08 E ｾﾀ 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=1100355317&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100347473&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100917594&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101110091&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100302505&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101219580&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100650656&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100723562&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100681970&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101885821&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100151604&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101352217&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100184224&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100666539&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100139723&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101969246&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100638339&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100641901&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1120105271&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100713952&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100677674&kgrn=0&tso=on%22


本のタイトル 著者 出版者 出版年 請求記号

かいじゅうたちのいるところ モーリス・センダック／さく 冨山房 1975.12 E ｾﾝﾀ 児童

うさぎさんてつだってほしいの シャーロット・ゾロトウ／ぶん冨山房 1963.04 E ｿﾛﾄ 児童

ままですすきですすてきです 谷川俊太郎／ぶん 福音館書店 1992.02 E ﾀﾆｶ 児童

ママ、ママ、おなかがいたいよ レミイ・チャーリップ／さく・え福音館書店 1981.11 E ﾁﾔﾘ 児童

おかあさんとあかちゃん 中谷千代子／ぶん・え 福音館書店 1983.11 E ﾅｶﾀ 児童

おかあさんがおかあさんになった日 長野ヒデ子／さく 童心社 1993.07 E ﾅｶﾉ 児童

めっきらもっきらどおんどん 長谷川摂子／作 福音館書店 1990.03 E ﾊｾｶ 児童

かあさんふくろう イーディス・サッチャー・ハード／作偕成社 2012.7 E ﾊﾄ 児童

あやちゃんのうまれたひ 浜田桂子／さく・え 福音館書店 1984.12 E ﾊﾏﾀ 児童

くろねこかあさん 東君平／作 福音館書店 1988.12 E ﾋｶｼ 児童

やまなしもぎ 平野直／再話 福音館書店 1977.11 E ﾋﾗﾉ 児童Ｆ

ちいさなヒッポ マーシャ・ブラウン／さく 偕成社 1984.1 E ﾌﾗｳ 児童

ぼくにげちゃうよ マーガレット・ブラウン／文 ほるぷ出版 1977.10 E ﾌﾗｳ 児童

おかあさんだいすき 光吉夏弥／訳・編 岩波書店 1980.11 E ﾌﾗﾂ 児童

ポケットのないカンガルー エミイ・ペイン／さく 偕成社 1994.08 E ﾍｲﾝ 児童

ブルーベリーもりでのプッテのぼうけん エルサ・ベスコフ／文・絵 福音館書店 1977.05 E ﾍｽｺ 児童

ママはびようしさん アンナ・ベングトソン／さく 福音館書店 2013.6 E ﾍﾝｸ 児童

かもさんおとおり ロバート・マックロスキー／ぶんとえ福音館書店 1980.11 E ﾏﾂｸ 児童

サリーのこけももつみ ロバート・マックロスキー／文・絵岩波書店 1986.05 E ﾏﾂｸ 児童

おかあさんは、なにしてる？ ドロシー・マリノ／作・絵 徳間書店 2010.11 E ﾏﾘﾉ 児童

こぐまのくまくん エルサ・ミナリック／ぶん 福音館書店 1982.03 E ﾐﾅﾘ 児童

おかあさんといっしょ 薮内正幸／作 福音館書店 1985.04 E ﾔﾌｳ 児童

おなかがいたいこねずみ 征矢清／文 福音館書店 2014.2 E ﾔﾏｳ 児童
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ママ、あのね 福田幸広／写真 岩崎書店 2014.11 E ﾕｳｷ 児童

ぼくのかあさん ヒュー・ルーウィン／文 すぐ書房 1989.08 E ﾙｳｲ 児童

じゃがいもかあさん アニータ・ローベル／さく 偕成社 1982.07 E ﾛﾍﾙ 児童
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