
「本が好き　図書館が好き 」（令和3年4月9日～令和3年５月１2日展示）

タイトル 著者 出版者 出版年

図書館のヒミツ　 二村健／監修 鈴木出版 2010 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 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 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 010 ﾌｸﾓ 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 015 ﾙｱｽ 児童

としょかん町のバス　 イクタケ　マコト／絵 少年写真新聞社 2020 017 ﾄｼﾖ 児童

本の声を聞きました　 ささき　みお／絵 少年写真新聞社 2020 017 ﾎﾝﾉ 児童

みんなまってるよ！　 青山　ゆういち／え 少年写真新聞社 2020 017 ﾐﾝﾅ 児童

高校図書館デイズ　 成田　康子／著 筑摩書房 2018 017 ﾅﾘﾀ 児童

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 2E+05 020 ｱﾘｷ 児童

本の歴史５０００年　 辻村益朗／作 福音館書店 2E+05 020 ﾂｼﾑ 児童

豆本をつくる　 岡野暢夫／著 創和出版 2E+05 022 ｵｶﾉ 児童

えほんをつくる　 栃折久美子／著 大月書店 2E+05 022 ﾄﾁｵ 児童

かんたん楽しい手づくり本　１ 水野真帆／作 岩崎書店 2011 022 ﾐｽﾉ-1 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 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 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 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 024 ｲﾅﾊ-4 児童

名人はっけん！まちたんけん　２ 鎌田　和宏／監修 学研プラス 2019 366 ﾒｲｼ-2 児童

グーテンベルクのふしぎな機械　 ジェイムズ・ランフォード／作 あすなろ書房 2013 749 ﾗﾝﾌ 児童

図書館からの冒険　 岡田　淳／作 偕成社 2019 913 ｵｶﾀ 児童

つづきの図書館　 柏葉幸子／作 講談社 2010 913 ｶｼﾜ 児童

ぼくの・トモダチのつくりかた　 さとうまきこ／作 ポプラ社 2004 913 ｻﾄｳ 児童

ぼくは本を読んでいる。　 ひこ・田中／著 講談社 2019 913 ﾋｺﾀ 児童

晴れた日は図書館へいこう　 緑川聖司／作 小峰書店 2003 913 ﾐﾄﾘ 児童

ちょっとした奇跡　２ 緑川聖司／作 小峰書店 2010 913 ﾐﾄﾘ-2 児童

よるのとしょかんだいぼうけん　 村中李衣／作 ＢＬ出版 2015 913 ﾑﾗﾅ 児童
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鳥取県立図書館
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タイトル 著者 出版者 出版年

ふたごのでんしゃ　 渡辺茂男／作 あかね書房 2005 913 ﾜﾀﾅ 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 2005 933 ｴｽﾃ 児童

ゆびぬきの夏　 エリザベス・エンライト／作・絵 福武書店 2E+05 933 ｴﾝﾗ 児童

希望の図書館　 リサ・クライン・ランサム／作 ポプラ社 2019 933 ｸﾗｲ 児童

貸出禁止の本をすくえ！　 アラン・グラッツ／著 ほるぷ出版 2020 933 ｸﾗﾂ 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 2008 933 ｸﾘｱ 児童

ナタリーはひみつの作家　 アンドリュー・クレメンツ／作 講談社 2003 933 ｸﾚﾒ 児童

お話を運んだ馬　 Ｉ．Ｂ．シンガー／作 岩波書店 2001 933 ｼﾝｶ 児童

お話を運んだ馬　 アイザック・シンガー／作 岩波書店 2E+05 933 ｼﾝｶ 児童

マチルダはちいさな大天才　 ロアルド・ダール／作 評論社 2E+05 933 ﾀﾙ 児童

１２月の静けさ　 メアリー・ハーン／著 佑学社 2E+05 933 ﾊﾝ 児童

サマセット四姉妹の大冒険　 レズリー・Ｍ．Ｍ．ブルーム／作 ほるぷ出版 2015 933 ﾌﾙﾑ 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 2014 933 ﾎﾙﾄ 児童

はてしない物語　上 ミヒャエル・エンデ／作 岩波書店 2001 943 ｴﾝﾃ-1 児童

はてしない物語　下 ミヒャエル・エンデ／作 岩波書店 2001 943 ｴﾝﾃ-2 児童

さよならわたしの本屋さん　 ペーター・ヘルトリング／作 さ・え・ら書房 2E+05 943 ﾍﾙﾄ 児童

ビッビ・ボッケンのふしぎ図書館　 ヨースタイン・ゴルデル／著 日本放送出版協会 2002 949 ｺﾙﾃ 児童

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 E ｲｹｶ 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 E ｳｲﾝ 児童

ステラのえほんさがし　 リサ・キャンベル・エルンスト／作 童心社 2007 E ｴﾙﾝ 児童

「走る図書館」が生まれた日　 シャーリー・グレン／作 評論社 2019 E ｸﾚﾝ 児童

ゆきのひのゆうびんやさん　 こいでたん／ぶん 福音館書店 2E+05 E ｺｲﾃ 児童

よるのとしょかん　 カズノ・コハラ／作 光村教育図書 2013 E ｺﾊﾗ 児童

としょかんへいこう　 斉藤洋／作 講談社 2016 E ｻｲﾄ 児童

本をよもう！　 マルセロ・シャヴィエル／さく・え 新世研 2002 E ｼﾔｳ 児童

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 2004 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 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 2E+05 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 2E+05 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 E ﾇﾄｾ 児童
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タイトル 著者 出版者 出版年

としょかんのよる　 ローレンツ・パウリ／文 ほるぷ出版 2013 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 2E+05 E ﾊﾛﾆ 児童

山のとしょかん　 肥田美代子／文 文研出版 2010 E ﾋﾀ 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 2014 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 2E+05 E ﾌﾗｲ 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 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 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 2E+05 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 2E+05 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 E ﾍｽﾄ 児童

ぼくのブック・ウーマン　 ヘザー・ヘンソン／文 さ・え・ら書房 2010 E ﾍﾝｿ 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 E ﾐﾗ 児童

ほんをひらいて　 トニ・モリスン／文 ほるぷ出版 2014 E ﾓﾘｿ 児童

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 E ﾚｲ 児童
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