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『ゴムあたま ポンたろう』
長 新太/作

童心社

『ぼちぼち いこか』
マイク=セイラー/作

ロバート=グロスマン/

絵

今江 祥智/訳
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＜所蔵目録について＞

この目録は、2019年（平成31年）の冬の児童特別展示、
『おもしろくってちょっとへんな本』 のために作成した。
収録作品については、2019年（平成31年）2月1日（金）～2月17日（日）までの期間、
本館2階の児童コーナーにて展示した。

＜資料の収集対象について＞

2019年（平成31年）2月現在、鎌ケ谷市立図書館で所蔵しているユーモア・ナンセンスの
資料を対象としている。

＜記載項目について＞

当館の書誌に基づく請求記号順とする。
請求記号が同じ場合は、著者のあいうえお順とし、
同一著者の場合は出版社のあいうえお順とする。

※シリーズがある本は●と表記し、請求記号の下に記載した。

https://3.bp.blogspot.com/-stNIG4d2pzk/VIhOx7GSDJI/AAAAAAAAphU/PxRO8nb28Zw/s800/world_spain_tougyu.png


書名 著者 出版社 請求記号

1 なんでやねん
中川 ひろたか/文
鈴木 翼/原案
あおき ひろえ/絵

世界文化社 E-ア

2 おもいのどっち？ あきやま ただし 岩崎書店 E-ア

3 おにいちゃんはアニマン あきやま ただし/作・絵 学研教育出版 E-ア

4 へんしんトンネル あきやま ただし/作・絵 金の星社
E-ア
●

5 くまくん
二宮 由紀子/作
あべ 弘士/絵

ひかりのくに E-ア

6 すっぽんぽんのすけ
もとした いづみ/作
荒井 良二/絵

鈴木出版
E-ア
●

7 うそつきのつき
内田 麟太郎/作
荒井 良二/画

文溪堂 E-ア

8 シンデレラのおしり
ニコラス・アラン/作・絵
とたに ようこ/訳

徳間書店 E-ア

9 メチャクサ
ジョナサン・アレン/作
岩城 敏之/訳

アスラン書房 E-ア

10 うしは どこでも 「モ～!」
エレン・スラスキー・ワインスティーン/作
ケネス・アンダーソン/絵
桂 かい枝/訳

鈴木出版 E-ア

11 わがはいは のっぺらぼう
富安 陽子/文
飯野 和好/絵

童心社 E-イ

おもしろくってちょっとへんな本
（ユーモア・ナンセンス絵本）　　    　　　　　　　　　●はシリーズ本あり



書名 著者 出版社 請求記号

12 ぼくの いえに けが はえて
川北 亮司/文
石井 聖岳/絵

くもん出版 E-イ

13 ぷかぷか 石井 聖岳/作 ゴブリン書房 E-イ

14 ほしじいたけほしばあたけ 石川 基子/作 講談社
E-イ
●

15
もこのすごくながいちょんまげのとのさまと
ものすごくながいおひげのおうさま

石崎 なおこ/作・絵 教育画劇 E-イ

16 まさかさかさま 伊藤 文人/著 新風舎
E-イ
●

17 おちゃわんかぞく
林 木林/文
いぬんこ/絵

白泉社 E-イ

18 ぎゅう ぎゅう どうぶつえん 井上 洋介/著 芸術新聞社 E-イ

19 おばけにてそうろう 井上 洋介/絵・文 大日本図書 E-イ

20 モグモグでんしゃ 井上 洋介/えとぶん 福音館書店 E-イ

21 まゆげのひみつ
いまむら いくよ/さく
いわさき りか/え

新風舎 E-イ

22 エミールくん がんばる
トミー・ウンゲラー/作
今江 祥智/訳

文化出版局 E-ウ

23 へびのクリクター
トミー・ウンゲラー/作
中野 完二/訳

文化出版局 E-ウ



書名 著者 出版社 請求記号

24 いいにおいの おならを うる おとこ
ジル・ビズエルヌ/文
ブルーノ・エッツ/絵
ふしみ みさを/訳

ロクリン社 E-エ

25 うんち したのは だれよ!
ヴェルナー・ホルツヴァルト/文
ヴォルフ・エールブルッフ/絵
関口 裕昭/訳

偕成社 E-エ

26
よしおくんがぎゅうにゅうを
    こぼしてしまったおはなし

及川 賢治/作・絵
竹内 繭子/作・絵

岩崎書店 E-オ

27 スパゲッティになりたい
おいかわ けんじ
たけうち まゆこ

学習研究社 E-オ

28 いっしょに あそばへん? 岡田 よしたか/作・絵 金の星社 E-オ

29 ぼくは いったい なんやねん 岡田 よしたか/著 佼成出版社 E-オ

30 たのしいひっこし 岡田 よしたか/作 小学館 E-オ

31 くしカツさんちは まんいんです 岡田 よしたか/作 PHP研究所 E-オ

32 ハブラシくん 岡田 よしたか/作・絵 ひかりのくに E-オ

33 うどんのうーやん 岡田 よしたか/作 ブロンズ新社 E-オ

34 しっぽ5まんえん
清水 敏伯/作
岡本 颯子/絵

ポプラ社 E-オ

35 なんだかへんなのね
内田 麟太郎/文
岡山 伸也/絵

絵本塾出版 E-オ



書名 著者 出版社 請求記号

36 バレエをおどるいぬなんていない?
アンナ・ケンプ/文
サラ・オギルヴィー/絵
角野 栄子/訳

BL出版 E-オ

37 パンケーキをたべるサイなんていない?
アンナ・ケンプ/文
サラ・オギルヴィー/絵
角野 栄子/訳

BL出版 E-オ

38 とこやにいったライオン
サトシン/作
おくはら ゆめ/絵

教育画劇 E-オ

39 よるだけパンダ おなか さとし/さく 自由国民社 E-オ

40 がまんのケーキ かがくい ひろし/作・絵 教育画劇 E-カ

41 まくらのせんにん
さんぽみちの巻

かがくい ひろし/著 佼成出版社 
E-カ
●

42 はっきよい畑場所 かがくい ひろし/作 講談社 E-カ

43 だるまさんが かがくい ひろし/作 ブロンズ新社
E-カ
●

44 おしくら・まんじゅう かがくい ひろし/作 ブロンズ新社 E-カ

45 やまのかいしゃ
スズキ コージ/作
かたやま けん/絵

福音館書店 E-カ

46 だんどん だんどん
内田 麟太郎/文
かつらこ/絵

PHP研究所 E-カ



書名 著者 出版社 請求記号

47 おならおばけ かとう まふみ/作 講談社 E-カ

48 でんごんでーす
マック・バーネット/文
ジェン・カラーチー/絵
林 木林/訳

講談社 E-カ

49 このねこ、うちのねこ!
ヴァージニア・カール/作・絵
こだま ともこ/訳

徳間書店 E-カ

50 ばけバケツ 軽部 武宏/作 小峰書店 E-カ

51 いちにちぶんぼうぐ
ふくべ あきひろ/さく
かわしま ななえ/え

PHP研究所
E-カ
●

52 地球をほる 川端 誠/作 BL出版 E-カ

53 あかにんじゃ
穂村 弘/作
木内 達朗/絵 岩崎書店 Ｅ-キ

54 オオイシさん 北村 直子/作 偕成社 E-キ

55 ワタナベさん 北村 直子/作 偕成社 E-キ

56 ゴリララくんのコックさん きむら よしお/作 絵本館
E-キ
●

57 ねこガム きむら よしお/作 福音館書店 E-キ



書名 著者 出版社 請求記号

58 よるだけパンダ
大塚 健太/作
くさか みなこ/絵

小学館 E-ク

59 ハエくん
まちにまった ひが やってきました

グスティ/さく
木坂 涼/やく

フレーベル館 E-グ

60 はらぺこライオン エルネスト
ローラ・カサス/作
グスティ/絵
星野 由美/訳

ワールドライブラリー E-グ

61 ちいさい おおきな 女の子
ウーリー・オルレブ/文
ジャッキー・グライヒ/絵
もたい なつう/訳

講談社 E-グ

62 もっかい!
エミリー・グラヴェット/さく
福本 友美子/やく

フレーベル館 E-グ

63 あかちゃんがどんぶらこ!
アラン・アールバーグ/文
エマ・チチェスター・クラーク/絵
なかがわ ちひろ/訳

徳間書店 E-ク

64 どこいったん
ジョン・クラッセン/作
長谷川 義史/訳

クレヨンハウス E-ク

65 ぼちぼち いこか
マイク=セイラー作
ロバート=グロスマン/絵
今江 祥智/訳

偕成社 E-グ

66 ミルクこぼしちゃだめよ！
スティーヴン・デイヴィーズ/文
クリストファー・コー/絵
福本 友美子/訳

ほるぷ出版 E-コ

67 うちゅうじんは パンツが だいすき
クレア・フリードマン/文
ベン・コート/絵
中川 ひろたか/訳

講談社
E-コ
●

68 いっぽんばし わたる 五味 太郎/作 絵本館 E-ゴ



書名 著者 出版社 請求記号

69 おっと おとしもの 五味 太郎/作 絵本館 E-ゴ

70 かけまーす どん 五味 太郎/作 絵本館 E-ゴ

71 なんとなく 五味 太郎/作 絵本館 E-ゴ

72 がいこつさん 五味 太郎/作 文化出版局 E-ゴ

73 ドングリ・ドングラ コマヤスカン/作 くもん出版 E-コ

74 だいおういかの いかたろう ザ・キャビンカンパニー/作・絵 鈴木出版 E-ザ

75 ドンドン さくら せかい/作・絵 PHP研究所 E-サ

76 おやつですよーっ 佐々木 マキ/作 絵本館 E-サ

77 ぶたのたね 佐々木 マキ/作 絵本館
E-サ
●

78 あした うちに ねこが くるの
石津 ちひろ/文
ささめや ゆき/絵

講談社 E-サ

79 べろべろばあ さとう わきこ/作・絵 フレーベル館 E-サ



書名 著者 出版社 請求記号

80 あっ、ひっかかった
オリヴァー・ジェファーズ/作・絵
青山 南/訳

徳間書店 E-ジ

81 クレヨンからのおねがい!
ドリュー・デイウォルト/文
オリヴァー・ジェファーズ/絵
木坂 涼/訳

ほるぷ出版
E-ジ
●

82 まないたに りょうりを あげないこと シゲタ サヤカ/作・絵 講談社 E-シ

83 わりばし ワーリー もういいよ シゲタ サヤカ/作・絵 鈴木出版 E-シ

84 おいしそうなしろくま 柴田 ケイコ/作・絵 PHP研究所
E-シ
●

85 いつも いつも そうかな
内田 麟太郎/作
下谷 二助/絵

鈴木出版 E-シ

86 よかったね ネッドくん
レミー・チャーリップ/作
八木田 宜子/訳

偕成社 E-シ

87 たこの だっこは てとてとて
レミー・シャーリップ/作・絵
きむら みか/訳

徳間書店 E-シ

88 わゴムはどのくらいのびるかしら?
マイク・サーラー/文
ジェリー・ジョイナー/絵
岸田 衿子/訳

ほるぷ出版 E-ジ

89 365まいにちペンギン
ジャン=リュック・フロマンタル/文
ジョエル・ジョリヴェ/絵
石津 ちひろ/訳

ブロンズ新社 E-ジ

90 しゃっくりがいこつ
マージェリー・カイラー/作
S・D・シンドラー/絵
黒宮 純子訳

らんか社 E-シ



書名 著者 出版社 請求記号

91 でんでんでんしゃ
谷川 俊太郎/文
スズキ コージ/絵

交通新聞社 E-ス

92 もりもり くまさん
長野 ヒデ子/作
スズキ コージ/絵

鈴木出版 E-ス

93 ガブリシ スズキ コージ/作 ブッキング E-ス

94 たまねぎあたまの たまねぎこぞう
二宮 由紀子/ぶん
スズキ コージ/え

ポプラ社 E-ス

95 とんでもない 鈴木 のりたけ/作・絵 アリス館 E-ス

96 す～べりだい 鈴木 のりたけ/作・絵 PHP研究所
E-ス
●

97 ぼくのおふろ 鈴木 のりたけ/作・絵 PHP研究所
E-ス
●

98 ケチャップマン 鈴木 のりたけ/作 ブロンズ新社 E-ス

99 たべもんどう 鈴木 のりたけ/作 ブロンズ新社 E-ス

100 りんごとけんだま 鈴木 康広/作 ブロンズ新社 E-ス

101 ピッツァぼうや 
ウィリアム・スタイグ/作
木坂 涼/訳

らんか社 E-ス



書名 著者 出版社 請求記号

102 ぶきゃ ぶきゃ ぶー 
内田 麟太郎/文
竹内 通雅/絵

絵本館 E-タ

103 わらった
内田 麟太郎/文
竹内 通雅/絵

絵本館 E-タ

104 おどるカツオブシ
森 絵都/作
竹内 通雅/絵

金の星社 E-タ

105 でっこりぼっこり 高畠 那生/作 絵本館 E-タ

106 まってるまってる 高畠 那生/作 絵本館 E-タ

107 そらからぼふ～ん 高畠 那生/作 くもん出版 E-タ

108 まねきねこだ!! 高畠 那生 好学社 E-タ

109 カエルの おでかけ 高畠 那生 フレーベル館 E-タ

110 だれのたまご
斉藤 洋/作
高畠 那生/絵

フレーベル館 E-タ

111 ほんとはスイカ
昼田 弥子/文
高畠 那生/絵

ブロンズ新社 E-タ

112 だいすき、でも、ゆめみてる
二宮 由紀子/作
高畠 那生/画

文研出版 E-タ



書名 著者 出版社 請求記号

113 としおくんむし
ねじめ 正一/文
高畠 那生/絵

光村教育図書 E-タ

114 おとうさんのえほん 高畠 純/作 絵本館 E-タ

115 おどります 高畠 純/作 絵本館 E-タ

116 オー・スッパ
越野 民雄/文
高畠 純/絵・装丁

講談社 E-タ

117 にょきにょきのき
斉藤 洋/作
高畠 純/絵・装丁

講談社 E-タ

118 はぶじゃぶじゃん 
ますだ ゆうこ/文
高畠 純/絵

そうえん社 E-タ

119 ぞうがいるってすてき
二宮 由紀子/文
高畠 純/絵

BL出版 E-タ

120 トロトロトローリ 高部 晴市/作・絵 教育画劇 E-タ

121 へいき へいき
内田 麟太郎/文
竹内 通雅/絵

講談社 E-タ

122 にょき にょき 多田 ヒロシ/作 こぐま社 E-タ

123 たぬきがのったら へんしんでんしゃ 田中 友佳子/作・絵 徳間書店 E-タ



書名 著者 出版社 請求記号

124 にげだした てじなのたね 田中 友佳子/作・絵 徳間書店 E-タ

125 だいくのたこ8さん
内田 麟太郎/文
田中 六大/絵

くもん出版 E-タ

126 つられたらたべちゃうぞおばけ
乾 栄里子/さく
田中 六大/え

童心社 E-タ

127 かみちゃん たにうち つねお/作 大日本図書 E-タ

128 くいしんぼうのクジラ 谷口 智則/作 あかね書房 E-タ

129 ゴリラのくつや 谷口 智則/作 あかね書房 E-タ

130 おじさん あそびましょ 長 新太/作 絵本館 E-チ

131 なにをたべたかわかる？ 長 新太/作 絵本館 E-チ

132 ながいながい すべりだい 長 新太/作・絵 偕成社 E-チ

133 ムニャムニャゆきのバス 長 新太/作・絵 偕成社 E-チ

134 つきよ 長 新太/作・絵 教育画劇 E-チ



書名 著者 出版社 請求記号

135 校長先生の あたま 長 新太/作 くもん出版 E-チ

136 こんなことってあるかしら? 長 新太/さく クレヨンハウス E-チ

137 にゅるぺろりん
長 新太/絵
谷川 俊太郎/文

クレヨンハウス E-チ

138 イカタコさんの ブーブーじどうしゃ 長 新太/作 佼成出版社
E-チ
●

139 わたしのうみべ 長 新太/さく 佼成出版社 E-チ

140 みんなで つくっちゃった 長 新太 大日本図書 E-チ

141
うみのしっぽ
（改訂新版）

内田 麟太郎/ぶん
長 新太/え

童心社 E-チ

142 ゴムあたま ポンたろう 長 新太/作 童心社 E-チ

143 みみずのオッサン 長 新太/さく 童心社 E-チ

144 ころころ にゃーん 長 新太/さく 福音館書店 E-チ

145 くまさんの おなか 長 新太/作・絵 復刊ドットコム E-チ



書名 著者 出版社 請求記号

146 そよそよとかぜがふいている 長 新太/作・絵 復刊ドットコム E-チ

147 キャベツくん 長 新太/作・絵 文研出版
E-チ
●

148 いぬのおばけ 長 新太/作・絵 ポプラ社 E-チ

149 ぱっくん ぱっくん 長 新太/作・絵 ポプラ社 E-チ

150 おひめさまとカエルさん
ハーヴ＆ケーテ・ツェマック/文
マーゴット・ツェマック/絵
福本 友美子/訳

岩波書店 E-ツ

151 かみさまのめがね
市川 真由美/文
つちだ のぶこ/絵

ブロンズ新社 E-ツ

152 おっちょこちょいのオットさん 土屋 富士夫/著 佼成出版社 E-ツ

153 もっちゃう もっちゃう もう もっちゃう 土屋 富士夫/作・絵 徳間書店 E-ツ

154 タコさん トコトコ どこいくの? tupera tupera/作 絵本館 E-ツ

155 パンダ銭湯 tupera tupera/作 絵本館 E-ツ

156 しましまじま ツペラ ツペラ/作 ブロンズ新社 E-ツ



書名 著者 出版社 請求記号

157 ぼくってかわいそう!
パメラ・ダンカン・エドワーズ/作
ベンジー・デイヴィス/絵
久保 陽子/訳

フレーベル館 E-デ

158 マンドリルおじさんの おなら
河辺 花衣/作
寺島 ゆか/絵

文溪堂 E-テ

159 ちょんまげとのさま 遠山 繁年/作・絵 鈴木出版 E-ト

160 やまの おふろやさん とよた かずひこ/作・絵 ひさかたチャイルド
E-ト
●

161 ねこが おおきくなりすぎた
ハンス・トラクスラー/作・絵
杉山 香織/訳

徳間書店 E-ト

162 ものすごくおおきなプリンのうえで 
二宮 由紀子/ぶん
中新井 純子/え

教育画劇 E-ナ

163 せとうちたいこさん デパートいきタイ 長野 ヒデ子/さく 童心社
E-ナ
●

164 ふとんやまトンネル
那須 正幹/作
長野 ヒデ子/絵

童心社 E-ナ

165 とろ とっと
内田 麟太郎/文
西村 繁男/絵

くもん出版 E-ニ

166 ようちえんがばけますよ
内田 麟太郎/文
西村 繁男/絵

くもん出版 E-ニ

167 だが しかし
内田 麟太郎/文
西村 繁男/絵

文溪堂 E-ニ



書名 著者 出版社 請求記号

168 ブーブーブー どこいった 西村 敏雄/作・絵 学研教育出版 E-ニ

169 カバ!  じゃない、サイ!
ジェフ・ニューマン/作
青山 南/訳

ほるぷ出版 E-ニ

170 へぇこいたのだれだ? 
平田 昌広/さく
野村 たかあき/え

くもん出版 E-ノ

171 世界一ばかなわたしのネコ
ジル・バシュレ/文・絵
いせ ひでこ/訳

平凡社
E-バ
●

172 いいから いいから 長谷川 義史/作 絵本館
E-ハ
●

173 やまださんちのてんきよほう 長谷川 義史/作 絵本館 E-ハ

174 まわるおすし 長谷川 義史/作 ブロンズ新社 E-ハ

175 ふたごの あかちゃん
北川 チハル/作
はた こうしろう/絵

ひさかたチャイルド E-ハ

176 ベーコン わすれちゃだめよ!
パット=ハッチンス/作・絵
渡辺 茂男/訳

偕成社 E-ハ

177 いつもちこくのおとこのこ
ジョン・パトリック・ノーマン・マクヘネシー

ジョン・バーニンガム/さく
たにかわ しゅんたろう/やく

あかね書房 E-バ

178 ねえ、どれがいい?
ジョン・バーニンガム/さく
まつかわ まゆみ/やく

評論社
E-バ
●



書名 著者 出版社 請求記号

179 アボカド・ベイビー
ジョン・バーニンガム/作
青山 南/訳

ほるぷ出版 E-バ

180 ショッピング・バスケット
ジョン・バーニンガム/作
青山 南/訳

ほるぷ出版 E-バ

181 11ぴきのねこ 馬場 のぼる/著 こぐま社
E-バ
●

182 どんどろめがね はやし ますみ/作 佼成出版社 E-ハ

183 チキンライスがいく。 はらぺこめがね作 あかね書房 E-ハ

184 どうぶつに ふくを きせては いけません
ジュディ・バレット/文
ロン・バレット/画
ふしみ みさを/訳

朔北社 E-バ

185 くもり ときどきミートボール
ジュディ・バレット/文
ロン・バレット/絵
青山 南/訳

ほるぷ出版 E-バ

186 妖怪横丁 広瀬 克也/作 絵本館 E-ヒ

187 ちょんまげとんだ 
中尾 昌稔/文
広瀬 克也/絵

くもん出版 E-ヒ

188 ルイスが たべられちゃった ひ
ジョン・ファーデル/作
tupera tupera/訳

ブロンズ新社 E-フ

189 あしにょきにょきにょき 深見 春夫/作・絵 岩崎書店
E-フ
●



書名 著者 出版社 請求記号

190 とりかえっこ とりかえっこ ふくだ じゅんこ/文・絵 大日本図書 E-フ

191 クモくんのにっき
ドリーン・クローニン/作
ハリー・ブリス/絵
もりうち すみこ/訳

朔北社 E-ブ

192 うんちっち
ステファニー・ブレイク/作
ふしみ みさを/訳

あすなろ書房
E-ブ
●

193 しずかに あみもの させとくれー! 
ベラ・ブロスゴル/さく
おびか ゆうこ/やく

ほるぷ出版 E-ブ

194 おおきなわんぱくぼうや
ケビン・ホークス/作
尾高 薫/訳

ほるぷ出版 E-ホ

195 きが き じゃない
アントワネット・ポーティス/作
中川 ひろたか/訳

光村教育図書 E-ポ

196 はこ は はこ ?
アントワネット・ポーティス/作
中川 ひろたか/訳

光村教育図書 E-ポ

197 あーと いってよ あー 
おのでら えつこ/ぶん
ほりかわ りまこ/え

福音館書店 E-ホ

198 オレ、カエルやめるや
デヴ・ペティ/文
マイク・ボルト/絵
小林 賢太郎/訳

マイクロマガジン社 E-ボ

199 くいしんぼうのあおむしくん
槇 ひろし/作
前川 欣三/画

福音館書店 E-マ

200 ネコヅメのよる 町田 尚子/作 WAVE出版 E-マ



書名 著者 出版社 請求記号

201 さるのオズワルド
エゴン　マチーセン/作
松岡 享子/訳

こぐま社 E-マ

202 あたまをなくしたおとこ
C・H・ビショップ/文
ロバート・マックロスキー/絵
もりうち すみこ/訳

瑞雲舎 E-マ

203 アルパカパカパカやってきて 
おおなり 修司/文
丸山 誠司/絵

絵本館
E-マ
●

204 おやすみ ぞうちゃん 三浦 太郎/作 講談社 E-ミ

205 ムニュ みやざき ひろかず/作・絵 PHP研究所 E-ミ

206 ぼくのふとんは うみでできている ミロコマチコ/著 あかね書房 E-ミ

207 こんにちワニ
中川 ひろたか/文
村上 康成/絵

PHP研究所
E-ﾑ
●

208 まめまめくん
デヴィッド・カリ/文
セバスチャン・ムーラン/絵
ふしみ みさを/訳

あすなろ書房 E-ム

209 これだから ねこは だいっきらい 
シモーナ・メイッサー/さく
嘉戸 法子/やく

岩崎書店 E-メ

210 もこ もこもこ
谷川 俊太郎/作
元永 定正/絵

文研出版 E-モ

211 ほげちゃん やぎ たみこ/作 偕成社
E-ヤ
●



書名 著者 出版社 請求記号

212 たこのぼうやが ついてきた
ダン・ヤッカリーノ/作
きやま かすみ/訳

小峰書店 E-ヤ

213 どうぶつ ドドド 矢野 アケミ/作・絵 鈴木出版 E-ヤ

214 ジェリーの こーろ ころん 矢野 アケミ/作 大日本図書
E-ヤ
●

215 おかあさんのパンツ 山岡 ひかる/作 絵本館 E-ヤ

216 でんぐり でんぐり でんぐりこ
長野 ヒデ子/作
山口 マオ/絵

佼成出版社
E-ヤ
●

217 なりました
内田 麟太郎/作
山口 マオ/絵 鈴木出版 E-ヤ

218 おせんべタクシー 山﨑 克己 偕成社 E-ヤ

219 やまびこポスト 山﨑 克己/作 BL出版 E-ヤ

220 こんもりくん 山西 ゲンイチ 偕成社 E-ヤ

221 ん
長田 弘/さく
山村 浩二/え

講談社 E-ヤ

222 くじらさんのー たーめなら えんやこーら
内田 麟太郎/作
山村 浩二/絵

鈴木出版 E-ヤ



書名 著者 出版社 請求記号

223 うまはかける
内田 麟太郎/作
山村 浩二/絵

文溪堂 E-ヤ

224 よふかし にんじゃ
バーバラ・ダ・コスタ/文
エド・ヤング/絵
長谷川 義史/訳

光村教育図書 E-ヤ

225 しまうまのさんぽ U.G.サトー/作 福音館書店 E-ユ

226 つまんない つまんない ヨシタケ シンスケ/著 白泉社 E-ヨ

227 なつみはなんにでもなれる ヨシタケ シンスケ/作・絵 PHP研究所 E-ヨ

228 もう ぬげない ヨシタケ シンスケ/作 ブロンズ新社 E-ヨ

229 りんごかもしれない ヨシタケ シンスケ/作 ブロンズ新社 E-ヨ

230 アベコベさん
フランセスカ・サイモン/文
ケレン・ラドロー/絵
青山 南/訳

文化出版局 E-ラ


