
 ３月展示(児童)

３月展示リスト(児童):すうじのでてくるおはなし

タイトル 著者 出版者 出版年 分類

1,2,3どうぶつえんへ 改訂新版 かずのほん エリック=カール/構成・絵 偕成社 1989 E

100ぴきのいぬ100のなまえ チンルン・リー/さく・え きたやま ようこ/やく フレーベル館 2002.4 E

100まんびきのねこ ワンダ・ガアグ/ぶん え いしい ももこ/やく 福音館書店 1961.1 E

100万ってどれくらい? デビット・M.シュワルツ/作 スティーブン・ケロッグ/絵
秋山 仁/日本語版監修

文研出版 2007.9 E

10にんのきこり A.ラマチャンドラン/さく 田島 伸二/やく 講談社 2007.10 E

10ぴきのかえるはじめてのキャンプ 間所 ひさこ/さく 仲川 道子/え PHP研究所 2008.6 E

11ぴきのねことあほうどり 馬場 のぼる/著 こぐま社 1980 E

123インドのかずのえほん アヌシュカ・ラビシャンカール/ぶん シリシュ・ラオ/ぶ
ん デュンガ・バイ/え

アートン 2005.10 E

14ひきのあさごはん いわむら かずお/作 童心社 1983.7 E

1から100までのえほん たむら たいへい/作・絵 戸田デザイン
研究室

1986.7 E

1こでも100このりんご 井上 正治/作・絵 岩崎書店 1993.6 E

1つぶのおこめ さんすうのむかしばなし デミ/作 さくま ゆみこ/訳 光村教育図書 2009.9 E

365まいにちペンギン ジャン=リュック・フロマンタル/ぶん ジョエル・ジョリ
ヴェ/え 石津 ちひろ/やく

ブロンズ新社 2006.12 E

36人のパパ イアン・リュック・アングルベール/作 ひろはた えりこ
/訳

小峰書店 2006.8 E

9ひきのうさぎ せな けいこ/作・絵 ポプラ社 2004.6 E

いくつかな? 谷川 俊太郎/さく 堀内 誠一/え くもん出版 2010.6 E

いもうとがウサギいっぴきたべちゃった ビル・グロスマン/文 ケビン・ホークス/絵 いとう ひろ
し/訳

徳間書店 2008.11 E
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タイトル 著者 出版者 出版年 分類

ウラパン・オコサ かずあそび 谷川 晃一/作 童心社 1999.2 E

おたまじゃくしの101ちゃん かこ さとし/絵と文 偕成社 1978 E

おまたせクッキー 友だちとたのしいおやつ! パット=ハッチンス/さく 乾 侑美子/やく 偕成社 1987.8 E

かずのえほん1・2・3 五味 太郎/作 絵本館 1992.11 E

かずのほん まつい のりこ/ぶん・え 福音館書店 1981 E

かずをかぞえる 五味 太郎/作 玉川大学出版
部

2008.4 E

さんまいのおふだ 新潟の昔話 水沢 謙一/再話 梶山 俊夫/画 福音館書店 1985.2 E

すうじのき 3〜6才対象 塚本 やすし/え ことは てんこ/ぶん ディスカ
ヴァー・トゥ
エンティワン

2012.11 E

ゼロくんのかち ジャンニ・ロダーリ‖文 エレナ・デル・ヴェント‖絵
関口/英子‖訳

岩波書店 2013.9 E

ちっちゃいテディの1・2・3 まさおか せつこ/作 偕成社 1997.1 E

なぞなぞ100このほん M・ブラートフ/採集 松谷 さやか/編・訳 M・ミトゥーリ
チ/絵

福音館書店 1994.5 E

ねむれないひつじのよる かずのほん きたむら さとし/えとぶん 佑学社 1989.6 E

はじめてであう すうがくの絵本 1 安野 光雅/[著] 福音館書店 1982.11 E

はじめてのたしざん まつい のりこ/さく 偕成社 1984.8 E

はじめてのひきざん まつい のりこ/さく 偕成社 1984.3 E

ハンダのびっくりプレゼント アイリーン・ブラウン/作 福本 友美子/訳 光村教育図書 2006.4 E

ひとつ マーク ハーシュマン/作 バーバラ ガリソン/絵 谷川 俊
太郎/訳

福音館書店 2010.9 E

ひゃくにんのおとうさん 譚 小勇/文 天野 祐吉/文 譚 小勇/絵 福音館書店 2005.9 E
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ふしぎなたね 安野 光雅/作 童話屋 1992.8 E

プラスマンとカズカズせいじん みやにしたつやのさんすうえほん みやにし/たつや‖作絵 坪田/耕三‖監修 学研教育出版 2014.4 E

ペネロペかずをかぞえる アン・グットマン/ぶん ゲオルグ・ハレンスレーベン/え
ひがし かずこ/やく

岩崎書店 2006.2 E

メイシーちゃんのかずのえほん ルーシー・カズンズ/作 五味 太郎/訳 偕成社 1999.12 E

王さまと九人のきょうだい 中国の民話 君島 久子/訳 赤羽 末吉/絵 岩波書店 1978 E

王さまライオンのケーキ はんぶんのはんぶん ばいのばいのおは
なし

マシュー・マケリゴット/作・絵 野口 絵美/訳 徳間書店 2010.4 E

三びきのこぶた イギリスの昔話 瀬田 貞二/やく 山田 三郎/え 福音館書店 2008.4 E

算数の呪い ジョン・シェスカ/文 レイン・スミス/絵 青山 南/訳 小峰書店 1999.1 E

秋山仁のかがみでみつけるかずかたち グループ・コロンブス/作 あおき ひろえ/絵 秋山 仁/監
修

文化学園文化
出版局

2010.2 E

なんでもふたつさん M.S.クラッチ/ぶん 光吉 夏弥/やく K.ビーゼ/え 大日本図書 2010.10 933.7

1円くんと五円じい 久住 昌之/作 久住 卓也/絵 ポプラ社 2010.9 913.6

おとうふ百ちょうあぶらげ百まい 三田村 信行/作 長野 ヒデ子/絵 あかね書房 2000.6 913.6

すうじだいぼうけん 宮下 すずか/さく みやざき ひろかず/え 偕成社 2010.10 913.6
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