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◆ ３月上旬にこのリストのちらしが北海道新聞に折り込み予定です◆
また、弊社ホームページにも掲載予定です



2021年版

月 書名 作者 出版社 定価（税込） 備考

あんよあんよ 中川ひろたか あかね書房 ¥880

とっとこ　とっとこ まついのりこ 童心社 ¥1,045

ぱかっ 森あさこ ポプラ社 ¥968

ねむたいねむたい やぎゅうげんいちろう 福音館書店 ¥880

いやだいやだ せなけいこ 福音館書店 ¥770

あーんあん せなけいこ 福音館書店 ¥770

くだもの 平山和子 福音館書店 ¥990

おひさま　あはは 前川かずお こぐま社 ¥880

おふろでちゃぷちゃぷ 松谷みよこ 童心社 ¥770

あむあむ 中川ひろたか あかね書房 ¥880

9 おやすみなさいおつきさま マーガレット・ワイズ・ブラウン 評論社 ¥1,320

10 もこ　もこ　もこ 谷川俊太郎 文研出版 ¥1,430

★ぴったん・こ！ ひらぎみつえ ほるぷ出版 ¥935

ばいばい まついのりこ 偕成社 ¥660

ぺんぎんたいそう 齋藤槙 福音館書店 ¥880

ごぶごぶごぼごぼ 駒形克己 福音館書店 ¥880

★あー・あー 三浦太郎 童心社 ¥880

★たまごのえほん いしかわこうじ 童心社 ¥1,210

おおきい　ちいさい 元永定正 福音館書店 ¥880

つみき 中川ひろたか 金の星社 ¥935

まり 谷川俊太郎・広瀬弦 クレヨンハウス ¥1,650

★しましまぐるぐる かしわらあきお 学研 ¥968

¥21,461 計22冊

A おててがでたよ 林明子 福音館書店 ¥880

B がたんごとんがたんごとん 安西水丸 福音館書店 ¥880

C もみじちゃんとチュウ 村上康成 ひかりのくに ¥1,320

月 書名 作者 出版社 定価（税込） 備考

ポケット 三浦太郎 童心社 ¥880

★あひるがあるいてあいうえお わらべきみか ポプラ社 ¥1,320

5 ぼくのくれよん 長　新太 講談社 ¥1,540

おつきさまこんばんは 林明子 福音館書店 ¥880

せん あらいひろゆき 岩崎書店 ¥935

あかちゃんたいそう 鈴木まもる 小峰書店 ¥1,034

まる　さんかく　ぞう 及川賢治・竹内繭子 文溪堂 ¥946

タンタンのぼうし いわむらかずお 偕成社 ¥770

なーんだなんだ カズコ　G 　ストーン 童心社 ¥880

ぷくちゃんのたくさんだっこ ひろかわさえこ アリス館 ¥968

★いらっしゃい せなけいこ 童心社 ¥990

とこてく 谷川俊太郎・奥山民枝 クレヨンハウス ¥1,650

あかいふうせん イエラ・マリ ほるぷ出版 ¥1,430

ぐるぐるちゃん 長江　青 福音館書店 ¥880

あかまるどれかな？ しみずだいすけ ポプラ社 ¥990

コロちゃんはどこ？　ボード・ブック エリック・ヒル 評論社 ¥990

★バスがきました 三浦太郎 童心社 ¥880

1 ぎゅっ ジェズ・オールバラ 徳間書店 ¥1,540

2 ぺろぺろぺろ 長　新太 ＢＬ出版 ¥1,100

おひざでだっこ 内田麟太郎･長谷川義史 童心社 ¥935

ママ　だいすき まどみちお こぐま社 ¥990

¥22,528 計21冊

A どんどこももんちゃん とよたかずひこ 童心社 ¥880

B たまごのあかちゃん 神沢利子 福音館書店 ¥990

C ぴよぴよぴよ 平野　剛 福音館書店 ¥880

1 ¥2,090

9 ¥1,958

合計金額

¥3,080

¥1,870

3

¥1,925

¥1,540

¥1,870

¥1,650

¥2,200

¥1,595

¥2,618

¥1,815

¥1,760

1,848

1,815

¥1,980

¥1,650

¥1,925

¥1,870
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合計金額

12

差し替え

4

差し替え

　0歳コース(0歳～1歳）

　1歳コース(1歳～2歳）

5

4

6

今年度から新たに加わった本は書名の前に★印がついております。ご確認ください。



2021年版

月 書名 作者 出版社 定価（税込） 備考

★おせんべやけたかな こがようこ／降矢なな 童心社 ¥1,045

★あんぱんまん やなせたかし フレーベル館 ¥935

でんしゃでいこう　でんしゃでかえろう 間瀬なおかた ひさかたチャイルド ¥1,320

ちいさなねこ 石井桃子 福音館書店 ¥990

おすわりくまちゃん シャーリー・バレントー 岩崎書店 ¥1,320

ねむねむごろん たなかしん KADOKAWA ¥1,100

きょうのおべんとうなんだろな 岸田衿子 福音館書店 ¥990

にんじんだいこんごぼう 植垣歩子 福音館書店 ¥990

8 はたけのごちそうなーんだ？くだもの すずきもも アリス館 ¥1,540

きょだいなきょだいな 長谷川摂子 福音館書店 ¥990

ポコンペンペン　ばけがっせん ザ・キャビンカンパニー アリス館 ¥1,650

10 マギマギのともだち 武内祐人 大日本図書 ¥1,430

11 ちびゴリラのちびちび ルース・ボーンスタイン ほるぷ出版 ¥1,375

ぼくにげちゃうよ マーガレット・W・ ブラウン ほるぷ出版 ¥1,100

にこにこぎゅっ ひだのかな代 中西出版 ¥1,100

★むれ ひろたあきら KADOKAWA ¥1,100

はけたよはけたよ かんざわとしこ 偕成社 ¥1,100

2 とりかえっこ さとうわきこ ポプラ社 ¥1,320

3 すやすやタヌキがねていたら 内田麟太郎 文研出版 ¥1,430

¥22,825 計19冊

A あっちゃんあがつく さいとうしのぶ リーブル ¥1,980

B ぼくはカメレオン たしろちさと グランまま社 ¥1,650

C かめくんのさんぽ なかのひろたか 福音館書店 ¥990

月 書名 作者 出版社 定価（税込） 備考

4 ★しんごうきピコリ ザ・キャビンカンパニー あかね書房 ¥1,430

しきぶとんさん　かけぶとんさん　まくらさん 高野　文子 福音館書店 ¥990

★どっちからよんでも　にわとりとわに 本村亜美／高畠純 絵本館 ¥1,430

おふろだいすき！しろくまきょうだい まつおりかこ 教育画劇 ¥1,320

すずと、ことりと、それからわたし 金子みすゞ・童謡／高畠那生・絵 ジュラ出版局 ¥1,100

7 ★パンダのパンだ 牛窪良太 アリス館 ¥1,540

ぴたっ！ あずみ虫 福音館書店 ¥1,320

ふたごのたこたこウインナー 林木林 ひさかたチャイルド ¥1,320

9 まるまるまるのほん エルヴェ・テュレ ポプラ社 ¥1,430

10 おやすみなさいのほん マーガレット・ワイズ・ブラウン 福音館書店 ¥1,210

いろいろクリスマスツリー おおでゆかこ アリス館 ¥1,540

なんのぎょうれつ？ オームラトモコ ポプラ社 ¥1,210

12 ノラネコぐんだんおすしやさん 工藤ノリコ 白泉社 ¥1,320

おはなしだいどころ さいとうしのぶ PHP研究所 ¥1,320

とらたとおおゆき 那賀川李枝子/中川宗弥 福音館書店 ¥990

2 ★ヒゲタさん 山西ゲンイチ 徳間書店 ¥1,760

3 ねこのピート　だいすきなしろいくつ エリック・リトウィン ひさかたチャイルド ¥1,430

¥22,660 計17冊

A こんにちワニ 中川ひろたか PHP研究所 ¥1,100

B ぼくおかあさんのこと・・・ 酒井駒子 文渓堂 ¥1,650

C うんちしたのはだれよ！ ヴェルナー・ホルツヴァルト 偕成社 ¥1,430

4

¥2,2001

11 ¥2,750

6

差し替え

5 ¥2,420

¥2,310

合計金額

¥2,420

¥2,200

7

6

12

¥1,980

¥2,640

¥1,980

¥2,420

¥2,310

差し替え

8 ¥2,640

5

　3歳コース(3歳～4歳）

合計金額

1

9

　2歳コース(2歳～3歳）

今年度から新たに加わった本は書名の前に★印がついております。ご確認ください。
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月 書名 作者 出版社 定価（税込） 備考

ぞうのエルマー デビット・マッキー ＢＬ出版 ¥1,320

にこにこぎゅっ　おとうさんのて ひだのかな代 中西出版 ¥1,100

5 みつけてくれる？ 松田奈那子 あかね書房 ¥1,540

6 じっちょりんのあるくみち かとうあじゅ 文溪堂 ¥1,430

アントンせんせい 西村敏雄 講談社 ¥1,320

うんこめいろ 杉山実 あかね書房 ¥1,430

8 くまくまパン 西村敏雄 あかね書房 ¥1,430

わたしはあかねこ サトシン 文溪堂 ¥1,430

こどもかいぎ 北村裕花 フレーベル館 ¥1,430

10 ふゆのはなさいた 安東みきえ・文／吉田尚令・絵 アリス館 ¥1,650

11 うまれてきてくれてありがとう にしもとよう 童心社 ¥1,430

12 じつはよるのほんだなは 澤野秋文 講談社 ¥1,540

1 いまなんじ やましたはるお あかね書房 ¥1,430

★ボートやのくまさん フィービ・ウォージントン 福音館書店 ¥1,100

★しょうぼうしのくまさん フィービ・ウォージントン 福音館書店 ¥1,100

おばけなんてないさ せなけいこ ポプラ社 ¥968

もじもじこぶくん 小野寺悦子・文／きくちちき・絵 福音館書店 ¥990

¥22,638 計17冊

A トマトさん 田中清代 福音館書店 ¥990

B でっこりぼっこり 高畠邦生 絵本館 ¥1,320

C もっちゃうもっちゃうもうもっちゃう 土屋富士夫 徳間書店 ¥1,540

月 書名 作者 出版社 定価（税込） 備考

★タコさんトコトコどこいくの？ tupera　tupera 絵本館 ¥1,430

くれよんのくろくん なかやみわ 童心社 ¥1,320

5 おはなみ くすのきしげのり あかね書房 ¥1,430

6 きょうはマラカスのひ 樋勝朋巳 福音館書店 ¥1,540

7 オオカミのごちそう きむらゆういち 偕成社 ¥1,540

8 スイミー レオ・レオーニ 好学社 ¥1,601

9 ホテルイカ 林木林・作／山口亜耶・絵 絵本塾出版 ¥1,540

10 どこいったん ジョン・クラッセン クレヨンハウス ¥1,870

11 しゃもじいさん かとうまふみ あかね書房 ¥1,320

★ちょっとだけ 瀧村有子／鈴木永子 福音館書店 ¥990

ここからだしてくれ～！ セドリック・ラマディエ　他 ポプラ社 ¥1,210

もりのおくのおちゃかいへ みやこしあきこ 偕成社 ¥1,320

★おばけのマールとゆきまつり なかいれい 中西出版 ¥1,320

2 おへそのあな 長谷川義史 ＢＬ出版 ¥1,430

どっせい！ねこまたずもう 石黒亜矢子 ポプラ社 ¥1,540

なぞなぞのみせ 岩津ちひろ 偕成社 ¥1,100

¥22,501 計16冊

A ちゅーちゅー 宮西達也 鈴木出版 ¥1,320

B もぐらバス 佐藤雅彦 偕成社 ¥1,100

C とんでもない 鈴木のりたけ アリス館 ¥1,650

7

合計金額

¥2,200

差し替え

9 ¥2,860

¥2,750

4

　4歳コース(4歳～5歳）

1

4

12

¥1,958

合計金額

¥2,420

2

3

3

差し替え

　5歳コース(5歳～6歳）

¥2,640

¥2,640

¥2,750

¥2,200

今年度から新たに加わった本は書名の前に★印がついております。ご確認ください。
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月 書名 作者 出版社 定価（税込） 備考

4 １ねん１くみの１にち 川島敏生 アリス館 ¥1,760

★どんなにきみがすきだかあててごらん S・マクブラットニィ 評論社 ¥1,430

★森のお店やさん 林原玉枝／はらだたけひで アリス館 ¥1,430

6 ★きょうぼくはなまえをもらった かさいまり／星野イクミ アリス館 ¥1,650

まんじゅうじいさん あらいゆきこ 絵本塾出版 ¥1,430

番ねずみのヤカちゃん ウィルバー・作／松岡享子・訳 福音館書店 ¥1,430

8 だれもしらないバクさんのよる まつざわありさ 絵本塾出版 ¥1,430

9 ルピナスさん　小さなおばあさんのお話 バーバラ・クーニー ほるぷ出版 ¥1,430

10 シロクマゆうびんきょく 木島誠悟 ポプラ社 ¥1,430

11 カイとティムよるのぼうけん 石井睦美・作／ささめやゆき・絵 アリス館 ¥1,540

12 ゆき きくちちき ほるぷ出版 ¥1,650

1 かあちゃんえほんよんで かさいまり 絵本塾出版 ¥1,430

2 うちゅうじんはいない！？ ジョン・エイジー フレーベル館 ¥1,540

おおきな木 シェル・シルヴァスタイン あすなろ書房 ¥1,320

おしいれのぼうけん 古田足日 童心社 ¥1,430

¥22,330 計15冊

A くまの子ウーフ 神沢利子 ポプラ社 ¥1,100

B あたまをつかった小さなおばあさん ホープ・ニューウェル 福音館書店 ¥1,650

C ひとりぼっちのさいしゅうれっしゃ いわむらかずお 偕成社 ¥2,200

月 書名 作者 出版社 定価（税込） 備考

4 しょうちゃんとあけっぱなしおばけ 高橋　徹 絵本塾出版 ¥1,430

5 １００年たったら 石井睦美・文／あべ弘士・絵 アリス館 ¥1,650

ぞくぞく村のミイラのラムさん 末吉暁子 あかね書房 ¥990

いっしょのちがうもの さるびあ亭かーこ/エイイチ 絵本塾出版 ¥1,430

7 けんかのきもち 柴田愛子 ポプラ社 ¥1,320

8 だいすきな先生へ デボラ・ホプキンソン／ナンシー・カーペンター／松川真弓 評論社 ¥1,540

9 ★だいぶつさまおまつりですよ 苅田澄子／中川学 アリス館 ¥1,540

ぼくの天国ポスト 寺井広樹/志茂田景樹 絵本塾出版 ¥1,430

ちいさなともだち　　星ねこさんのおはなし にしさちこ のら書店 ¥1,320

11 ごんぎつね 新美南吉 偕成社 ¥1,540

12 世界のむかしばなし 瀬田貞二 のら書店 ¥2,200

としょかんライオン ミシェル・ヌードセン 岩崎書店 ¥1,760

なぞなぞのすきな女の子 松岡享子 学研 ¥990

2 ★しまふくろうの森 前川貴行 あかね書房 ¥1,650

おにたのぼうし あまんきみこ ポプラ社 ¥1,100

タヌキのきょうしつ 山下明生・作／長谷川義史・絵 あかね書房 ¥1,210

¥23,100 計16冊

A もりのへなそうる わたなべしげお 福音館書店 ¥1,430

B ロッタちゃんとじてんしゃ アストリッド・リンドグレーン 偕成社 ¥1,760

C イソップのおはなし 小出正吾 のら書店 ¥2,200

1

合計金額

¥2,310

差し替え

¥2,750

¥2,860

10 ¥2,750

合計金額

差し替え

　2年生コース

3

6 ¥2,420

5

3 ¥2,750

　1年生コース

7 ¥2,860

今年度から新たに加わった本は書名の前に★印がついております。ご確認ください。
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月 書名 作者 出版社 定価（税込） 備考

車のいろは空のいろ　白いぼうし あまんきみこ ポプラ社 ¥1,100

森へ 星野道夫 福音館書店 ¥1,430

5 ★おばあちゃんもこどもです いもとようこ 金の星社 ¥1,540

6 ほら、ここにいるよ オリヴァー・ジェファーズ・作／ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ・訳 ほるぷ出版 ¥1,760

7 ★キュッパのはくぶつかん オーシル・カンスタ・ヨンセン 福音館書店 ¥1,430

8 世界一おもしろい国旗の本 ロバート・Ｇ・フレッソン・絵と文／小林玲子・訳 河出書房新社 ¥1,980

9 ★じごくのそうべえ 田島征彦 童心社 ¥1,540

10 ハートウッドホテル　１　ねずみのモナと秘密のドア ケイリー・ジョージ・作／久保陽子・訳 童心社 ¥1,430

11 みみをすます 谷川俊太郎 福音館書店 ¥1,760

12 ★ルドルフ赤い鼻のトナカイ ロバート・Ｌ・メイ／アントニオ・ハビエール・カパロ 子どもの未来社 ¥1,870

先生、しゅくだいわすれました 山本悦子 童心社 ¥1,210

モグラ原っぱのなかまたち 古田足日 あかね書房 ¥1,430

2 こすずめとゆき 深山さくら/黒井健 佼成出版社 ¥1,430

二番目の悪者 林木林・作／庄野ナホコ・絵 小さい書房 ¥1,540

本屋さんのルビねこ 野中柊/松本圭以子 理論社 ¥1,540

¥22,990 計15冊

A さっちゃんのまほうのて たばたせいいち 偕成社 ¥1,320

B 大きな森の小さな家 ローラ・インガルス・ワイルダー 福音館書店 ¥1,760

C がんばれヘンリーくん　改訂新版 ベバリィ・クリアリー 学研 ¥1,320

月 書名 作者 出版社 定価（税込） 備考

4 ★なんでもモッテルさん 竹下文子／アヤ井アキコ あかね書房 ¥1,540

5 世界でいちばん貧しい大統領のスピーチ ムヒカ 汐文社 ¥1,760

6 はまなすのおかのきたきつね 手島圭三郎 絵本塾出版 ¥1,870

7 貸出禁止の本をすくえ！ アラン・グラッツ・著／ないとうふみこ・訳 ほるぷ出版 ¥1,650

8 小さなバイキング　ビッケ ルーネル・ヨンソン 評論社 ¥1,540

9 ズボン船長さんの話 角野栄子 福音館書店 ¥1,870

10 まいごのどんぐり 松成真理子 童心社 ¥1,430

11 天使のいる教室 宮川ひろ 童心社 ¥1,540

12 長くつ下のピッピ リンドグレーン 岩波書店 ¥1,870

ヒワとゾウガメ 安東みきえ・作／ミロコマチコ・絵 佼成出版社 ¥1,430

ゾウの鼻が長いわけ ラドヤード・キプリング・作／藤松玲子・訳 岩波書店 ¥792

2 ★ちび竜 工藤直子／あべ弘士 童心社 ¥1,870

チームふたり 吉野万理子 学研 ¥1,320

なぞのたから島 寺村輝夫 あかね書房 ¥1,100

¥21,582 計14冊

A エーミールと探偵たち エーリヒ・ケストナー 岩波書店 ¥1,760

B キャプテンはつらいぜ 後藤竜二 講談社 ¥1,430

C 小さなスプーンおばさん アルフ・プリョイセン 学研 ¥990

3 ¥3,080

4 ¥2,530

¥2,640

¥2,420

　3年生コース

差し替え

3

合計金額

1 ¥2,222

1

　4年生コース

合計金額

差し替え

今年度から新たに加わった本は書名の前に★印がついております。ご確認ください。



2021年版

月 書名 作者 出版社 定価（税込） 備考

4 せいめいのれきし バージニア・リー・バートン 岩波書店 ¥1,870

シロガラス　１　　パワーストーン 佐藤多佳子 偕成社 ¥990

シロガラス　２　　めざめ 佐藤多佳子 偕成社 ¥990

月の満ちかけ絵本 大枝史郎 あすなろ書房 ¥1,320

★たったひとつのドングリが ローラ・M・シェーファーとアダム・シェーファー 評論社 ¥1,540

7 シーラカンスとぼくらの冒険 歌代朔 あかね書房 ¥1,430

十年屋　時の魔法はいかがでしょう？ 廣嶋玲子・作／佐竹美保・絵 静山社 ¥1,320

作り直し屋　十年屋と魔法街の住人たち 廣嶋玲子・作／佐竹美保・絵 静山社 ¥1,100

9 ステラ・モンゴメリーの冒険　１　海辺の町の怪事件 ジュディス・ロッセル・作／日当陽子・訳 評論社 ¥1,980

10 ★いのちの木 ブリッタ・テッケントラップ ポプラ社 ¥1,540

11 どろぼうのどろぼん 斉藤倫 福音館書店 ¥1,650

12 急行｢北極号｣ Ｃ．Ｖ．オールズバーグ あすなろ書房 ¥1,650

1 シャーロットのおくりもの Ｅ．Ｂ．ホワイト あすなろ書房 ¥1,650

2 日本の神話 松谷みよ子 のら書店 ¥1,650

3 ジンゴ・ジャンゴの冒険旅行 Ｓ．フライシュマン あかね書房 ¥1,430

¥22,110 計15冊

A ルドルフとイッパイアッテナ 斉藤　洋 講談社 ¥1,430

B 飛ぶ教室 エーリヒ・ケストナー 岩波書店 ¥1,760

C スウィート・メモリーズ ナタリー・キンシー＝ワーノック 金の星社 ¥1,320

月 書名 作者 出版社 定価（税込） 備考

4 ７５億人のひみつをさがせ！ クリスティン・ローシフト・作／ひだにれいこ・訳 岩崎書店 ¥1,980

5 ★こどもしょくどう 足立紳／ひろはたえりこ 汐文社 ¥1,540

ねずみの騎士デスペローの物語 ケイト・ディカミロ／ティモシー・バジル・エリング／子安亜弥 ポプラ社 ¥1,078

銀杏堂 橘春香 偕成社 ¥1,760

ホビットの冒険　上 Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキン 岩波書店 ¥880

ホビットの冒険　下 Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキン 岩波書店 ¥836

★ずーっとずっとだいすきだよ ハンス・ウィルヘルム 評論社 ¥1,320

★カモメに飛ぶことを教えた猫 ルイス・セプルベダ 白水社 ¥990

引き出しの中の家 朽木祥 ポプラ社 ¥1,540

長い長いお医者さんの話 カレル・チャペック 岩波書店 ¥792

10 ★せかいのひとびと ピーター・スピアー 評論社 ¥1,650

11 ワンダー R・J・パラシオ ほるぷ出版 ¥1,650

12 クリスマスのりんご ルース・ソーヤー　他 福音館書店 ¥1,650

1 ともだちの話 松田哲夫　編 あすなろ書房 ¥1,980

2 あらしのよるに　　完全版 きむらゆういち・作／あべ弘士・絵 講談社 ¥2,035

3 宇宙への秘密の鍵 ルーシー・ホーキング 岩崎書店 ¥2,090

¥23,771 計16冊

A 夏の庭 湯本香樹実 徳間書店 ¥1,540

B 不思議を売る男 ジェラルディン・マコーリアン 偕成社 ¥1,760

C どうぶつ友情辞典 あべ弘士 クレヨンハウス ¥1,760

差し替え

合計金額

6

¥1,980

¥2,838

¥2,332

¥2,420

¥1,7167

　6年生コース

¥2,860

5

6

合計金額

8

差し替え

9

8 ¥2,310

　5年生コース

今年度から新たに加わった本は書名の前に★印がついております。ご確認ください。



2021年版

月 書名 作者 出版社 定価（税込） 備考

4 ともだちからともだちへ アンソニー・フランス 理論社 ¥1,870

5 木を植えた男 ジャン・ジオノ あすなろ書房 ¥1,760

6 クマと森のピアノ デイビッド・リッチフィールド・作／俵万智・訳 ポプラ社 ¥1,540

7 悲しい本 マイケル・ローゼン あかね書房 ¥1,540

8 シニガミさん 宮西達也 えほんの杜 ¥1,408

9 ★かふんとみつ 飯野和好 絵本塾出版 ¥1,650

10 百年の家 J・パトリック・ルイス 講談社 ¥2,090

11 とんでいったふうせんは ジェシー・オリベロス／ダナ・ウルエコッテ／落合恵子 絵本塾出版 ¥1,650

はっぴぃさん 荒井良二 偕成社 ¥1,430

さむがりやのサンタ レイモンド・ブリッグズ・作、絵／すがはらひろくに・訳 福音館書店 ¥1,320

1 ビロードのうさぎ マージェリー・Ｗ・ビアンコ ブロンズ新社 ¥1,650

2 詩集　ありがとう サトウハチロー 日本図書センター ¥1,320

3 エイモスさんがかぜをひくと フィリップ・Ｃ・ステッド 光村教育図書 ¥1,540

¥20,768 計13冊

A ＮＥＷウォーリーをさがせ！トラベルコレクション マーティン　ハンドフォード／作・絵 フレーベル館 ¥2,090

B ルリユールおじさん いせひでこ 講談社 ¥1,760

C きりのなかのはりねずみ Ｙ・ノルシュタイン・コズロフ 福音館書店 ¥1,430

月 書名 作者 出版社 定価（税込） 備考

ぐりとぐら なかがわりえこ 福音館書店 ¥990

ぐりとぐらのえんそく なかがわりえこ 福音館書店 ¥990

5 １００万回生きたねこ 佐野洋子 講談社 ¥1,540

6 ★わすれられないおくりもの スーザン・バーレイ 評論社 ¥1,320

わたしのワンピース にしまきかやこ こぐま社 ¥1,210

ねずみくんのチョッキ なかえよしを ポプラ社 ¥1,100

8 ちいさいおうち バージニア・リー・バートン 岩波書店 ¥1,870

9 パパ、お月さまとって！ エリック・カール 偕成社 ¥1,760

10 ウクライナ民話　てぶくろ エウゲーニー・Ｍ・ラチョフ・絵／うちだりさこ・訳 福音館書店 ¥1,100

11 すてきな三にんぐみ トミー・アンゲラー 偕成社 ¥1,320

ロバのシルベスターとまほうの小石 ウィリアム・スタイグ 評論社 ¥1,430

黒ねこのおきゃくさま ルース・エインズワース 福音館書店 ¥1,320

1 ピーターラビットの絵本　①　新装版改版　３巻セット ビクトリクス・ポター 福音館書店 ¥2,310

2 モチモチの木 斉藤隆介 岩崎書店 ¥1,540

いたずらきかんしゃちゅうちゅう バージニア・リー・バートン 福音館書店 ¥1,320

かばくん 岸田衿子 福音館書店 ¥990

¥22,110 計16冊

A よあけ ユリ・シェルヴィッツ 福音館書店 ¥1,320

B こんとあき 林明子 福音館書店 ¥1,430

C しろいうさぎとくろいうさぎ ガース・ウイリアムズ 福音館書店 ¥1,320

合計金額

　大人向けコース

12

¥1,980

¥2,750

差し替え

差し替え

¥2,750

¥2,310

合計金額

　ロングセラーコース

¥2,3103

12

4

7

今年度から新たに加わった本は書名の前に★印がついております。ご確認ください。


