
♪音が たのしい絵本

書名 著者名 出版社

がちゃがちゃどんどん 元永定正 福音館書店 Ｅ モトナ 児童

きゅっきゅっきゅっ 林明子 福音館書店 Ｅ ハヤシ 児童

ころころころ 元永定正 福音館書店 Ｅ モトナ 児童

じゃあじゃあびりびり まついのりこ 偕成社 Ｅ マツイ 児童

とっとことっとこ まついのりこ 童心社 Ｅ マツイ 児童

もこもこもこ 谷川俊太郎 文研出版 Ｅ タニカ 児童

まるまる 中辻悦子 福音館書店 Ｅ ナカツ 児童

♪うたの絵本

書名 著者名 出版社

あがりめさがりめ 真島節子／絵 こぐま社 Ｅ アカリ 児童

せんべせんべやけた こばやしえみこ こぐま社 Ｅ コハヤ 児童

ちびすけどっこい こばやしえみこ こぐま社 Ｅ コハヤ 児童

ととけっこうよがあけた こばやしえみこ こぐま社 Ｅ コハヤ 児童

どんどんばしわたれ こばやしえみこ こぐま社 Ｅ コハヤ 児童

わらべうた 真島節子／絵 福音館書店 Ｅ マシマ 児童

たべもの

書名 著者名 出版社

いちご 平山和子 福音館書店 Ｅ ヒラヤ 児童

くだもの 平山和子 福音館書店 Ｅ ヒラヤ 児童

やさい 平山和子 福音館書店 Ｅ ヒラヤ 児童

りんご 松野正子 童心社 Ｅ マツノ 児童

のりもの

書名 著者名 出版社

がたんごとんがたんごとん 安西水丸 福音館書店 Ｅ アンサ 児童

ぶーぶーぶー（０・１・２えほん） こかぜさち 福音館書店 Ｅ コカセ 児童

●毎週火曜日の「えほんのじかん」に楽しんでいる本を載せています。

赤ちゃんと楽しむ絵本

鳥取県立図書館　児童図書室

請求記号

請求記号

請求記号

請求記号
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どうぶつ・いきもの

書名 著者名 出版社

いぬがいっぱい グレース・スカール 福音館書店 Ｅ スカル 児童

うさぎうさぎなにたべてるの 松野正子 福音館書店 Ｅ マツノ 児童

ここよここよ かんざわとしこ 福音館書店 Ｅ カンサ 児童

こんにちはどうぶつたち とだきょうこ 福音館書店 Ｅ コンニ 児童

ぞうくんのさんぽ なかのひろたか 福音館書店 Ｅ ナカノ 児童

たまごのあかちゃん 神沢利子 福音館書店 Ｅ カンサ 児童

どうぶつのおかあさん 小森厚 福音館書店 Ｅ コモリ 児童

ねこがいっぱい グレース・スカール 福音館書店 Ｅ スカル 児童

ぴちゃんばしゃんざぶーん 中林影 福音館書店 Ｅ ナカハ 児童

みんなおおあくび 薮内正幸 福音館書店 Ｅ ヤフウ 児童

もうおきるかな？（０・１・２えほん） まつのまさこ 福音館書店 Ｅ マツノ 児童

ほかにもあるよ　たのしい絵本

書名 著者名 出版社

おつきさまこんばんは 林明子 福音館書店 Ｅ ハヤシ 児童

おててがでたよ 林明子 福音館書店 Ｅ ハヤシ 児童

おはようぱんじい 平山和子 福音館書店 Ｅ ヒラヤ 児童

くつくつあるけ 林明子 福音館書店 Ｅ ハヤシ 児童

まてまてまて こばやしえみこ こぐま社 Ｅ コハヤ 児童

めんめんばあ 長谷川摂子 福音館書店 Ｅ ハセカ 児童

●毎週火曜日の「えほんのじかん」に楽しんでいる本を載せています。

令和３年３月作成

請求記号

請求記号

わらべうたや手あそびなど、赤ちゃんから楽しめるおはなし会です。

親子でどうぞ♪

● 毎週火曜日 午前11時から

くわしくはホームページをごらんください。→

えほんのじかん

〒680-0017 鳥取市尚徳町101
電話：0857-26-8155
FAX：0857-22-2996

E-mail：toshokan@pref.tottori.lg.jp
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