
３．絵本
書名 著者名 出版社 出版年月 請求記号 本体価格

＜家族＞

★ 1 とんでいったふうせんは　　 ジェシー・オリベロス／文　ダナ・ウルエコッテ／絵　 絵本塾出版 2019.9 E/ｳﾙ/ ¥1,500

★ 2 マチルダとふたりのパパ　　 メル・エリオット／さく　三辺 律子／やく　 岩崎書店 2019.3 E/ｴﾘ/ ¥1,500

3 いぬのサビシー サンディ・ファッセル／文　タル・スワナキット／絵　 光村教育図書 2019.11 E/ｽﾜ/ ¥1,400

4 かぞくってなあに?　　 [マール・フェレーロ／画]　フェリシティ・ブルックス／文　 文化学園文化出版局 2019.4 E/ﾌｴ/ ¥1,600

5 てつだってあげるねママ! ジェーン・ゴドウィン／さく　ダヴィーナ・ベル／さく　 きじとら出版 2019.7 E/ﾌﾗ/ ¥1,600

6
介助犬レスキューとジェシカ　人生をかえた友情の
物語

ジェシカ・ケンスキー／文　パトリック・ダウネス／文　 BL出版 2019.2 E/ﾏｸ/ ¥1,500

7
「へてかへねかめ」おふろでね　　（童心社のおはな
しえほん）

宮川 ひろ／作　ましま せつこ／絵　 童心社 2019.10 E/ﾏｼ/ ¥1,300

★ 8 なまえのないねこ　　 竹下 文子／文　町田 尚子／絵　 小峰書店 2019.4 E/ﾏﾁ/ ¥1,500

9 リュックをしょって　　 村上 康成／作　　 絵本塾出版 2019.10 E/ﾑﾗ/ ¥1,500

10 フォックスさんのにわ　　（児童図書館・絵本の部屋） ブライアン・リーズ／さく　せな あいこ／やく　 評論社 2019.10 E/ﾘｽ/ ¥1,400

11 あおいアヒル　　 リリア／さく　前田 まゆみ／やく　 主婦の友社 2019.10 E/ﾘﾘ/ ¥1,300

＜友達・学校・遊び＞

12 トカゲのともだち あさお よう／作・絵　　 フレーベル館 2019.2 E/ｱｻ/ ¥1,300

★ 13 コレットのにげたインコ イザベル・アルスノー／作　ふしみ みさを／訳　 偕成社 2019.10 E/ｱﾙ/ ¥1,400

14
ぼくはなきました　　（学校がもっとすきになる絵本シ
リーズ 4）

くすのき しげのり／さく　石井 聖岳／え　 東洋館出版社 2019.3 E/ｲｼ/ ¥1,300

15 こくん　　（童心社のおはなしえほん） 村中 李衣／作　石川 えりこ／絵　 童心社 2019.6 E/ｲｼ/ ¥1,300

16 もじもじこぶくん　　（こどものとも絵本） 小野寺 悦子／ぶん　きくち ちき／え　 福音館書店 2019.4 E/ｷｸ/ ¥900

★ 17 しろとくろ　　（講談社の創作絵本） きくち ちき／作　　 講談社 2019.9 E/ｷｸ/ ¥1,500

★ 18
チェクポ　　おばあちゃんがくれたたいせつなつつみ
（世界傑作絵本シリーズ 韓国の絵本）

イ チュニ／ぶん　キム ドンソン／え　 福音館書店 2019.9 E/ｷﾑ/ ¥1,500

19 マンマルさん マック・バーネット／文　ジョン・クラッセン／絵　 クレヨンハウス 2019.5 E/ｸﾗ/ ¥1,800

20 おならくん ゾーイ・フォスター・ブレイク／作　アダム・ニッケル／絵　 アルファポリス 2019.2 E/ﾆﾂ/ ¥1,500

21 ふかふかだよ　　（たんぽぽえほんシリーズ） 間部 香代／作　ひろかわ さえこ／絵　 鈴木出版 2019.2 E/ﾋﾛ/ ¥1,200

22 むれ ひろた あきら／さく　　 KADOKAWA 2019.2 E/ﾋﾛ/ ¥1,000

23 ブラウンぼうやのとびきりさいこうのひ イソベル・ハリス／文　アンドレ・フランソワ／絵　 ロクリン社 2019.12 E/ﾌﾗ/ ¥1,600

24 メイがはじめてがっこうへいくひ ケイト・ベアビー／ぶん・え　中井 貴惠／やく　
イマジネイション・
プラス

2019.2 E/ﾍｱ/ ¥1,500
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★ 25 タコやん　　（日本傑作絵本シリーズ） 富安 陽子／ぶん　南 伸坊／え　 福音館書店 2019.6 E/ﾐﾅ/ ¥1,300

26 えらいこっちゃのいちねんせい かさい まり／文　ゆーち みえこ／絵　 アリス館 2019.1 E/ﾕﾁ/ ¥1,300

27 プールのひは、おなかいたいひ ヘウォン・ユン／作　ふしみ みさを／訳　 光村教育図書 2019.7 E/ﾕﾝ/ ¥1,400

28 ころべばいいのに ヨシタケ シンスケ／作　　 ブロンズ新社 2019.6 E/ﾖｼ/ ¥1,400

＜社会＞

★ 29 ルブナとこいし ウェンディ・メデュワ／文　ダニエル・イヌュ／絵　 BL出版 2019.2 E/ｲﾇ/ ¥1,500

30 ひみつのビクビク フランチェスカ・サンナ／作　なかがわ ちひろ／訳　 廣済堂あかつき 2019.4 E/ｻﾝ/ ¥1,600

★ 31 自転車がほしい! マリベス・ボルツ／文　ノア・Z.ジョーンズ／絵　 光村教育図書 2019.7 E/ｼﾖ/ ¥1,400

32 ポリぶくろ、1まい、すてた ミランダ・ポール／文　エリザベス・ズーノン／絵　 さ・え・ら書房 2019.2 E/ｽﾉ/ ¥1,500

33 なんみんってよばないで。 ケイト・ミルナー／さく　こでら あつこ／やく　 合同出版 2019.9 E/ﾐﾙ/ ¥1,600

34 カルメラのねがい　　 マット・デ・ラ・ペーニャ／作　クリスチャン・ロビンソン／絵 鈴木出版 2019.8 E/ﾛﾋ/ ¥1,500

＜戦争・平和＞

35 ヒロシマ消えたかぞく　　（ポプラ社の絵本 67） 指田 和／著　鈴木 六郎／写真　 ポプラ社 2019.7 E/ｽｽ/ ¥1,650

★ 36 やんばるの少年　　（童心社の絵本） たじま ゆきひこ／作　　 童心社 2019.5 E/ﾀｼ/ ¥1,600

37 焼けあとのちかい 半藤 一利／文　塚本 やすし／絵　 大月書店 2019.7 E/ﾂｶ/ ¥1,500

★ 38 字のないはがき 向田 邦子／原作　角田 光代／文　西 加奈子／絵 小学館 2019.5 E/ﾆｼ/ ¥1,500

39 へいわとせんそう たにかわ しゅんたろう／ぶん　Noritake／え　 ブロンズ新社 2019.3 E/ﾉﾘ/ ¥1,200

40
スイレンの花のように　　平和をつなぐカンボジアの
踊り子

パスカル・ルメートル／作・絵　たかの ゆう／監訳　 汐文社 2019.1 E/ﾙﾒ/ ¥1,800

＜昔話・古典＞

41 おやゆびひめ アンデルセン／作　カンタン・グレバン／絵　 岩波書店 2019.4 E/ｸﾚ/ ¥1,600

42 ナイチンゲール アンデルセン／作　カンタン・グレバン／絵　 岩波書店 2019.8 E/ｸﾚ/ ¥1,600

★ 43
ノロウェイの黒牛　　イギリス・スコットランドのむかし
ばなし

なかがわ ちひろ／文　さとう ゆうすけ／絵　 BL出版 2019.3 E/ｻﾄ/ ¥1,600

44 チンチラカと大男　　ジョージアのむかしばなし 片山 ふえ／文　スズキ コージ／絵　 BL出版 2019.12 E/ｽｽ/ ¥1,600

45
おまつりをたのしんだおつきさま　　メキシコのおは
なし

マシュー・ゴラブ／文　レオビヒルド・マルティネス／絵　 のら書店 2019.12 E/ﾏﾙ/ ¥1,600

＜ユーモア・ナンセンス＞

46 アーサー王のひひひひひまご ケネス・クレーグル／作　津森 優子／訳　 瑞雲舎(発売) 2019.10 E/ｸﾚ/ ¥1,500

★ 47 いないいないばあさん 佐々木 マキ／[作]　　 偕成社 2019.4 E/ｻｻ/ ¥1,200

48 たいこ　　（幼児絵本シリーズ） 樋勝 朋巳／ぶん・え　　 福音館書店 2019.10 E/ﾋｶ/ ¥900
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49 うっかりおじさん エマ・ヴィルケ／作　きただい えりこ／訳　 朔北社 2019.8 E/ﾋﾙ/ ¥1,500

＜空想・ファンタジー・冒険など＞

50 ちび竜 工藤 直子／文　あべ 弘士／絵　 童心社 2019.12 E/ｱﾍ/ ¥1,700

51 きょうのぼくはどこまでだってはしれるよ 荒井 良二／著　　 NHK出版 2019.9 E/ｱﾗ/ ¥1,600

52 アレックスとまほうのふね キャサリン・ホラバード／文　ヘレン・クレイグ／絵　 徳間書店 2019.5 E/ｸﾚ/ ¥1,500

53 まよなかのせおよぎ　　（講談社の創作絵本） 近藤 未奈／作　　 講談社 2019.6 E/ｺﾝ/ ¥1,300

54 くじらすくい 水凪 紅美子／作　たなか やすひろ／絵　 BL出版 2019.12 E/ﾀﾅ/ ¥1,300

55 チリとチリリあめのひのおはなし どい かや／作　　 アリス館 2019.9 E/ﾄｲ/ ¥1,200

★ 56 夜のあいだに テリー・ファン／作　エリック・ファン／作　 ゴブリン書房 2019.6 E/ﾌｱ/ ¥1,700

★ 57 みらいのえんそく ジョン・ヘア／作　椎名 かおる／文　 あすなろ書房 2019.6 E/ﾍｱ/ ¥1,400

58
あいぼうはどこへ?　ニューヨークのとしょかんにいる
2とうのライオンのおはなし

ジョシュ・ファンク／ぶん　スティーヴィ・ルイス／え　
イマジネイション・
プラス

2019.9 E/ﾙｲ/ ¥1,600

＜動物・生きもの（フィクション）＞

59 すてきってなんだろう? アントネッラ・カペッティ／ぶん　メリッサ・カストリヨン／え　 きじとら出版 2019.9 E/ｶｽ/ ¥1,800

60
あまがえるのかくれんぼ　　（世界文化社のワン
ダー絵本）

たての ひろし／作　かわしま はるこ／絵　 世界文化社 2019.5 E/ｶﾜ/ ¥1,200

★ 61 なかよしの水　　タンザニアのおはなし ジョン・キラカ／作　さくま ゆみこ／訳　 西村書店 2019.9 E/ｷﾗ/ ¥1,500

62 人形の家にすんでいたネズミ一家のおるすばん マイケル・ボンド／文　エミリー・サットン／絵　 徳間書店 2019.8 E/ｻﾂ/ ¥1,600

63 うみのあじ たけがみ たえ／作　　 あかね書房 2019.7 E/ﾀｹ/ ¥1,400

64 あついあつい　　（幼児絵本シリーズ） 垂石 眞子／さく　　 福音館書店 2019.6 E/ﾀﾙ/ ¥900

65 このほんよんでくれ! ベネディクト・カルボネリ／文　ミカエル・ドゥリュリュー／絵　 クレヨンハウス 2019.7 E/ﾄｳ/ ¥1,600

66 かめくんのさんぽ　　（こどものとも絵本） なかの ひろたか／さく・え　　 福音館書店 2019.4 E/ﾅｶ/ ¥900

★ 67 ヒキガエルがいく パク ジォンチェ／作　申 明浩／訳　 岩波書店 2019.6 E/ﾊｸ/ ¥1,800

68 いまのわたしにできること リサ・パップ／作　菊田 まりこ／訳　 WAVE出版 2019.4 E/ﾊﾂ/ ¥1,400

69 ロージーのひよこはどこ? パット・ハッチンス／さく　こみや ゆう／やく　 好学社 2019.7 E/ﾊﾂ/ ¥1,500

70 やぎのグッドウィン　　（世界傑作絵本シリーズ） ドン・フリーマン／さく　こみや ゆう／やく　 福音館書店 2019.10 E/ﾌﾘ/ ¥1,200

71 ぴのちゃんとさむさむねこ 松丘 コウ／作・絵　　 BL出版 2019.12 E/ﾏﾂ/ ¥1,300

72 クマさんのいえへいかなくちゃ! ブライアン・リーズ／作・絵　横山 和江／訳　 徳間書店 2019.1 E/ﾘｽ/ ¥1,600

73 もりのおうちのきいちごジュース ハヤ・シェンハヴ／文　タマラ・リックマン／絵　 徳間書店 2019.5 E/ﾘﾂ/ ¥1,600

74 タタタタ　　（チューリップえほんシリーズ） りとう ようい／作・絵　　 鈴木出版 2019.4 E/ﾘﾄ/ ¥1,300
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＜動物・生きもの＞

★ 75 うみどりの島 寺沢 孝毅／文　あべ 弘士／絵　 偕成社 2019.4 E/ｱﾍ/ ¥1,400

★ 76 いっぽんのきのえだ コンスタンス・アンダーソン／作　千葉 茂樹／訳　 ほるぷ出版 2019.7 E/ｱﾝ/ ¥1,600

77
丘のうえのいっぽんの木に　　（絵本・こどものひろ
ば）

今森 光彦／作　　 童心社 2019.7 E/ｲﾏ/ ¥1,400

78 イワシ　　むれでいきるさかな　（かがくのとも絵本） 大片 忠明／さく　　 福音館書店 2019.4 E/ｵｵ/ ¥900

79 フシギなさかな　　ヒメタツのひみつ 尾崎 たまき／写真・文　　 新日本出版社 2019.5 E/ｵｻ/ ¥1,500

80 ナマコ天国 本川 達雄／作　こしだ ミカ／絵　 偕成社 2019.6 E/ｺｼ/ ¥1,600

81
ながーいはなでなにするの?　　（幼児絵本ふしぎな
たねシリーズ）

齋藤 槇／さく　　 福音館書店 2019.5 E/ｻｲ/ ¥900

82
うまれたよ!タコ　　（よみきかせいきものしゃしんえほ
ん 31）

櫻井 季己／写真・文　　 岩崎書店 2019.1 E/ｻｸ/ ¥2,200

83
うまれたよ!イモリ　　（よみきかせいきものしゃしんえ
ほん 34）

関 慎太郎／写真・文　　 岩崎書店 2019.3 E/ｾｷ/ ¥2,200

84 ゾウ ジェニ・デズモンド／さく　福本 由紀子／やく　 BL出版 2019.9 E/ﾃｽ/ ¥1,700

85
われから　　かいそうのもりにすむちいさないきもの
（海のナンジャコリャーズ 1）

青木 優和／文　畑中 富美子／絵　 仮説社 2019.3 E/ﾊﾀ/ ¥1,800

86
ぼくたちはみんな旅をする　　（講談社の翻訳絵本
かがくのとびらシリーズ）

ローラ・ノウルズ／文　クリス・マッデン／絵　 講談社 2019.7 E/ﾏﾂ/ ¥1,900

★ 87
ほうさんちゅう　　ちいさなふしぎな生きもののかた
ち

松岡 篤／監修　かんちく たかこ／文　 アリス館 2019.7 E/ﾏﾂ/ ¥1,400

88 どっち? まつおか たつひで／さく　　 ハッピーオウル社 2019.8 E/ﾏﾂ/ ¥1,400

89 きんぎょびじゅつかん　　（ほるぷ水族館えほん） 松沢 陽士／写真　高岡 昌江／文　 ほるぷ出版 2019.8 E/ﾏﾂ/ ¥1,500

90
うまれたよ!ナナフシ　　（よみきかせいきものしゃし
んえほん 35）

安田 守／写真・文　　 岩崎書店 2019.3 E/ﾔｽ/ ¥2,200

91 のうさぎ 高橋 喜平／ぶん　薮内 正幸／え　 福音館書店 2019.4 E/ﾔﾌ/ ¥900

＜自然科学（動物・生きもの以外）＞

92 水の絵本　　（講談社の創作絵本） 長田 弘／作　荒井 良二／絵　 講談社 2019.8 E/ｱﾗ/ ¥1,450

★ 93 くもとそらのえほん　　（PHPにこにこえほん） 五十嵐 美和子／作・絵　武田 康男／監修　 PHP研究所 2019.4 E/ｲｶ/ ¥1,300

94 ぽっとんころころどんぐり いわさ ゆうこ／さく　　 童心社 2019.8 E/ｲﾜ/ ¥1,100

95
きょうりゅうのおおきさってどれくらい?　　（かがくの
とも絵本）

大島 英太郎／さく　　 福音館書店 2019.4 E/ｵｵ/ ¥900

96 月でたんじょうパーティーをひらいたら ジョイス・ラパン／文　シモーナ・チェッカレッリ／絵　 廣済堂あかつき 2019.11 E/ﾁｴ/ ¥1,600
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97 みず　　のぞいてみようしぜんかがく
日本地下水学会市民コミュニケーション委員会／監修　てづ
か あけみ／え・ぶん

パイインターナ
ショナル

2019.5 E/ﾃｽ/ ¥1,500

98
おつきさまひとつずつ　　（童心社のおはなしえほ
ん）

長野 ヒデ子／作　　 童心社 2019.9 E/ﾅｶ/ ¥1,300

★ 99 火山はめざめる　　（科学シリーズ） はぎわら ふぐ／作　早川 由紀夫／監修　 福音館書店 2019.6 E/ﾊｷ/ ¥1,500

100 キュリオシティ　　ぼくは、火星にいる マーカス・モートン／作　松田 素子／訳　 BL出版 2019.2 E/ﾓﾄ/ ¥2,500

＜身体・感覚＞

101 ながーい5ふん みじかい5ふん リズ・ガートン・スキャンロン／文　オードリー・ヴァーニック／文　 光村教育図書 2019.10 E/ﾀﾚ/ ¥1,400

★ 102
うるさく,しずかに,ひそひそと　　音がきこえてくる絵
本

ロマナ・ロマニーシン／著　アンドリー・レシヴ／著　 河出書房新社 2019.10 E/ﾛﾏ/ ¥2,000

103 目で見てかんじて　　世界がみえてくる絵本 ロマナ・ロマニーシン／著　アンドリー・レシヴ／著　 河出書房新社 2019.11 E/ﾛﾏ/ ¥2,000

＜障がい・バリアフリー＞

★ 104 くろはおうさま メネナ・コティン／文　ロサナ・ファリア／絵　 サウザンブックス社 2019.10 E/ﾌｱ/ ¥3,500

★ 105 おにいちゃんとぼく　　 ローレンス・シメル／文　フアン・カミーロ・マヨルガ／絵　 光村教育図書 2019.2 E/ﾏﾖ/ ¥1,200

106 さわるめいろ　3　（てんじつきさわるえほん） 村山 純子／著　　 小学館 2019.9 E/ﾑﾗ/3 ¥1,900

＜生活・仕事＞

107 おれ、よびだしになる 中川 ひろたか／文　石川 えりこ／絵　 アリス館 2019.12 E/ｲｼ/ ¥1,400

108 しゅつどう!しょうぼうたい 鎌田 歩／作・絵　　 金の星社 2019.2 E/ｶﾏ/ ¥1,300

109 巨大空港 鎌田 歩／さく　　 福音館書店 2019.9 E/ｶﾏ/ ¥1,500

★ 110
ミツバチだいすき　　ぼくのおじさんはようほう家
（科学シリーズ）

藤原 由美子／文　安井 寿磨子／絵　 福音館書店 2019.5 E/ﾔｽ/ ¥1,500

111 たてる　　（こうじのえほん） サリー・サットン／さく　ブライアン・ラブロック／え　 福音館書店 2019.3 E/ﾗﾌ/ ¥1,300

＜歴史・文化＞

112 絵本江戸のたび　　（講談社の創作絵本） 太田 大輔／作　　 講談社 2019.11 E/ｵｵ/ ¥1,600

★ 113 なっちゃんのなつ　　（かがくのとも絵本） 伊藤 比呂美／文　片山 健／絵　 福音館書店 2019.6 E/ｶﾀ/ ¥900

114
かえってきた竹間沢車人形　　三芳町・伝統芸能を
よみがえらせた町　（三芳町“よみ愛・読書”ふるさと
絵本 2）

さげさか のりこ／さく　代田 知子／監修　 三芳町役場 2019.1 E/ｻｹ/ ¥1,500

＜ことば＞

★ 115 ABCうさぎ ワンダ・ガアグ／文・絵　戸澤 柊／訳　 文遊社 2019.3 E/ｶｸ/ ¥1,800

116 の junaida／著　　 福音館書店 2019.11 E/ｼﾕ/ ¥2,000

117 どうぶつABCえほん 安江 リエ／文　降矢 なな／絵　 のら書店 2019.1 E/ﾌﾘ/ ¥1,500
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＜伝記＞

118
お話の種をまいて　プエルトリコ出身の司書プーラ・
ベルプレ

アニカ・アルダムイ・デニス／作　パオラ・エスコバル／絵　 汐文社 2019.2 E/ｴｽ/ ¥1,800

119 草木とみた夢　　牧野富太郎ものがたり 谷本 雄治／文　大野 八生／絵　 出版ワークス 2019.3 E/ｵｵ/ ¥1,600

120 ドーナツのあなのはなし パット・ミラー／文　ヴィンセント・X.キルシュ／絵　 廣済堂あかつき 2019.6 E/ｷﾙ/ ¥1,600

121
ドラゴンのお医者さん　　ジョーン・プロクター は虫
類を愛した女性　（世界をみちびいた知られざる女
性たち 1）

パトリシア・バルデス／文　フェリシタ・サラ／絵　 岩崎書店 2019.5 E/ｻﾗ/ ¥1,600

★ 122
数字はわたしのことば　ぜったいにあきらめなかっ
た数学者ソフィー・ジェルマン

シェリル・バードー／文　バーバラ・マクリントック／絵　 ほるぷ出版 2019.1 E/ﾏｸ/ ¥1,600

＜ＹＡ＞

123 かがみとチコリ　　（講談社の創作絵本） 角野 栄子／文　及川 賢治／絵　 講談社 2019.10 E/ｵｲ/ ¥1,500

124 ちいさなタグボートのバラード ヨシフ・ブロツキー／詩　イーゴリ・オレイニコフ／絵　
東京外国語大学
出版会

2019.11 E/ｵﾚ/ ¥1,900

125 しあわせの島へ マリット・テルンクヴィスト／作・絵　長山 さき／訳　 徳間書店 2019.6 E/ﾃﾝ/ ¥2,000

126
あなたがおとなになったとき　　（講談社の創作絵
本）

湯本 香樹実／文　はた こうしろう／絵　 講談社 2019.7 E/ﾊﾀ/ ¥1,400

★ 127
おーい、こちら灯台　　（評論社の児童図書館・絵本
の部屋）

ソフィー・ブラッコール／さく　山口 文生／やく　 評論社 2019.4 E/ﾌﾗ/ ¥1,600

128 こんとん 夢枕 獏／文　松本 大洋／絵　 偕成社 2019.2 E/ﾏﾂ/ ¥1,600

＜復刊など＞

129 あみかけクジラ　　（クジラむかしむかし [1]） 川村 たかし／文　赤羽 末吉／絵　 BL出版 2019.3 E/ｱｶ/ ¥1,600

130
とりになったきょうりゅうのはなし　　（かがくのとも絵
本）

大島 英太郎／さく　　 福音館書店 2019.2 E/ｵｵ/ ¥900

131 ねえさんといもうと　　 シャーロット・ゾロトウ／文　酒井 駒子／絵・訳　 あすなろ書房 2019.4 E/ｻｶ/ ¥1,300

★ 132 父さんがかえる日まで モーリス・センダック／さく　アーサー・ビナード／やく　 偕成社 2019.12 E/ｾﾝ/ ¥2,000

133 やぶかのはなし 栗原 毅／ぶん　長 新太／え　 福音館書店 2019.4 E/ﾁﾖ/ ¥900

★ 134 ロバくんのみみ ロジャー・デュボアザン／さく　こみや ゆう／やく　 好学社 2019.5 E/ﾃﾕ/ ¥1,600

135 ガンピーさんのドライブ ジョン・バーニンガム／さく　みつよし なつや／やく　 ほるぷ出版 2019.3 E/ﾊﾆ/ ¥1,400

136 えんふねにのって ひがし ちから／作　　 BL出版 2019.5 E/ﾋｶ/ ¥1,300

137 すきですゴリラ アンソニー・ブラウン／作 絵　山下 明生／訳　 あかね書房 2019.1 E/ﾌﾗ/ ¥1,400

138 レナレナ ハリエット・ヴァン・レーク／作　野坂 悦子／訳　 朔北社 2019.7 E/ﾚｸ/ ¥1,500
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