
 ２月　児童展示リスト ニンニン！にんじゃ

展示期間：平成２８年２月１日（月）～２月２９日（月）

書名 著者名 出版者 出版年 請求記号

はこ忍者あな忍者 うえず めぐみ/さく
ARTBOXインターナショナ
ル

2004.1 E

よふかしにんじゃ バーバラ・ダ・コスタ‖文 光村教育図書 2013.12 E

どじにんじゃ 新井/洋行‖作・絵 講談社 2013.7 E

にん者とうがん太郎 清水 達也/作 あかね書房 2001.12 E

どんぐりにんじゃ 浅沼/とおる‖作・絵 鈴木出版 2014.10 E

わんぱくだんのにんじゃごっこ ゆきの ゆみこ/作 ひさかたチャイルド 2003.1 E

にんじゃごっこ 梅田 俊作/作 岩崎書店 2001.2 E

にん・にん・じんのにんじんじゃ うえだ/しげこ‖ぶん・え 大日本図書 2013.6 E

あかにんじゃ 穂村 弘/作 岩崎書店 2012.6 E

おしろとおくろ 丸山/誠司‖著 佼成出版社 2013.4 E

にんじゃサンタのなつまつり 丸山/誠司‖[作] PHP研究所 2014.6 E

忍者にんにく丸 川端 誠/作 BL出版 2005.9 E

おむすびにんじゃのおいしいごはん 本間/ちひろ‖作 リーブル 2013.7 E

ニンジャさるとびすすけ みやにし/たつや‖作絵 ほるぷ出版 2014.7 E

おりがみにんじゃ つきおか/ゆみこ‖作 あかね書房 2014.1 E

おにぎりにんじゃ 北村/裕花‖作 講談社 2014.2 E
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ぬればやまのちいさなにんじゃ かこ/さとし‖著 復刊ドットコム 2014.10 E

どじにんじゃ 新井/洋行‖作・絵 講談社 2013.7 E

にんじゃのなぞなぞ(１年生) 小野寺 ぴりり紳/作 ポプラ社 2007.4 K031

にん者きょうりゅう たかし/よいち‖作 絵本塾出版 2013.7 K457

忍者生物摩訶ふしぎ図鑑 北村 雄一/絵と文 保育社 2010.1 K481

忍者になろう　わくわく入門の巻 アフタフ・バーバン/著 いかだ社 2011.4 K789

正伝忍者塾　上巻 黒井 宏光/監修 鈴木出版 2011.11 K789

正伝忍者塾　下巻 黒井 宏光/監修 鈴木出版 2011.12 K789

ビジュアル忍者図鑑　1 黒井 宏光/監修
ベースボール・マガジン
社

2011.6 K789

ビジュアル忍者図鑑　2 黒井 宏光/監修
ベースボール・マガジン
社

2011.8 K789

ビジュアル忍者図鑑　3 黒井 宏光/監修
ベースボール・マガジン
社

2011.10 K789

忍者完全攻略本 黒井 宏光/著
スタジオタッククリエイ
ティブ

2011.1 K789

忍者の大研究 黒井 宏光/監修 PHP研究所 2012.4 K789

なるほど忍者大図鑑 ヒサ クニヒコ/絵・文 国土社 2009.6 K789

忍剣花百姫伝　7 越水 利江子/作 ポプラ社 2010.3 K913

なん者ひなた丸 ねことんの術の巻 斉藤 洋/作 あかね書房 1989.7 K913

なん者ひなた丸 千鳥がすみの術の巻 斉藤 洋/作 あかね書房 1993.7 K913
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なん者ひなた丸  ばけねこ鏡わりの術の巻 斉藤 洋/作 あかね書房 1997.9 K913

なん者ひなた丸  むささび城封じの術の巻 斉藤 洋/作 あかね書房 1997.1 K913

とびだせ!にんじゃ虫 谷本 雄治/作 文渓堂 1993.9 K913

忍者サノスケじいさんわくわく旅日記39 なすだ みのる/作 ひくまの出版 2011.1 K913

忍者サノスケじいさんわくわく旅日記40 なすだ みのる/作 ひくまの出版 2011.2 K913

忍者サノスケじいさんわくわく旅日記41 なすだ みのる/作 ひくまの出版 2011.3 K913

むしむしたんけんたい2 西沢/杏子‖文 大月書店 2013.7 K913

にんじゃざむらいガムチョコバナナ001 原/ゆたか‖さく・え KADOKAWA 2014.3 K913

にんじゃざむらいガムチョコバナナ002 原/ゆたか‖さく・え KADOKAWA 2014.10 K913

にんじゃにんじゅろう 舟崎 克彦/作 学研 2004.3 K913

がっこうにんじゃえびてんくん 村上 しいこ/作 岩崎書店 2012.8 K913

ムサシ早手流 山中 恒/作 理論社 1999.7 K913

うちゅうにんじゃとんじゃ丸　おりがみの術でまーるのまき 山本 省三/作 ポプラ社 2004.11 K913

うちゅうにんじゃとんじゃ丸　びっくりりょうりの術でまーるのまき 山本 省三/作 ポプラ社 2005.9 K913

なぞの忍者と妖怪の国へ 結木 美砂江/作 汐文社 1990.11 K913

ニンジャ×ピラニア×ガリレオ グレッグ・ライティック・スミス/作 ポプラ社 2007.2 K933

忍者大集合 山本 和子/著 チャイルド本社 2009.8 376.1
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