
書名 著者名 出版者 請求記号

1 もういいよったらもういいよ 香山 美子∥作 金の星社      E       /ｱ             

2 ぼく、みつけたよ あべ 弘士∥作 ビリケン出版      E       /ｱ             

3 かくれんぼどうぶつえん 今森 光彦∥切り絵 アリス館      E       /ｲ             

4 どうぶつもようでかくれんぼ いしかわ こうじ∥作  絵 ポプラ社      E       /ｲ             

5 みいたんのかくれんぼ 小川 ナオ∥作 学研      E       /ｲ             

6 ばけばけばけばけばけたくん かくれんぼの巻 岩田 明子∥ぶん　え 大日本図書      E       /ｲ             

7 だまし絵サーカス ウォーレス　エドワーズ∥作 講談社      E       /ｴ             

8 絵本星の王子さま サン=テグジュペリ∥原作 徳間書店      E       /ｴ             

9 どこにいるかな?うみのさかなたち 大方 洋二∥写真  文 岩崎書店      E       /ｵ             

10 まよなかのかくれんぼ 織茂 恭子∥作 リーブル      E       /ｵ             

11 ハンカチさがし 森山 京∥さく 文溪堂      E       /ｵ             

12 あまがえるのかくれんぼ たての ひろし∥作 世界文化社      E       /ｶ             

13 へそのかくれが 中西 翠∥文 アリス館      E       /ｶ             

14 うずらちゃんのかくれんぼ きもと ももこ∥さく 福音館書店      E       /ｷ             

15 たなからぼたもち くすのき しげのり∥作 廣済堂あかつき      E       /ｻ             

16 シールのかくれんぼ 定岡 フミヤ∥作　絵 講談社      E       /ｻ             

17 ハテナはかせのへんてこいきものずかん ザ　キャビンカンパニー∥作　絵 偕成社      E       /ｻﾞ            

18 たからものみつけた! くすのき しげのり∥作 廣済堂あかつき      E       /ｼ             

19 きのうをみつけたい! アリソン　ジェイ∥作　絵 徳間書店      E       /ｼﾞ            

20 つかまえた! 鈴木 まもる∥作 講談社      E       /ｽ             

21 おひさまとかくれんぼ たちもと みちこ∥さく　え 教育画劇      E       /ﾀ             

22 あのこのたからもの 種村 有希子∥作 ブロンズ新社      E       /ﾀ             

23 もねちゃんのたからもの たかお ゆうこ∥作　絵 徳間書店      E       /ﾀ             

24 わくせいキャベジ動物図鑑 tupera tupera∥作　絵 アリス館      E       /ﾂ             

25 こりすのかくれんぼ 西村 豊∥著 あかね書房      E       /ﾆ             

26 ボンバストゥス博士の世にも不思議な植物図鑑 イバン　バレネチェア∥作 西村書店      E       /ﾊﾞ            

27 世界でいちばんすばらしいもの ヴィヴィアン　フレンチ∥文 BL出版      E       /ﾊﾞ            

28 ひよこをさがしてあひるのダック フランセス  バリー∥作 主婦の友社      E       /ﾊﾞ            

29 もーいいかいまぁだだよ 平出 衛∥さく 福音館書店      E       /ﾋ             

30 かめんやさん まきうち れいみ∥文 文芸社      E       /ﾋ             

31 うさこちゃんのさがしもの ディック　ブルーナ∥ぶん　え 福音館書店      E       /ﾌﾞ            

32 ねーずみねーずみどーこいきゃ? こが ようこ∥構成  文 童心社      E       /ﾌ             

33 のりもののかくれんぼ たけい しろう∥さく あかね書房      E       /ﾌ             

34 ブルくんかくれんぼ ふくざわ ゆみこ∥さく 福音館書店      E       /ﾌ             

35 森の顔さがし 藤原 幸一∥しゃしん  ぶん そうえん社      E       /ﾌ             

36 色わけいきものずかん アンドレ　ボス∥絵 学研教育出版      E       /ﾎﾞ            

37 ヤモップさん、ぴたっとかいけつ! 松山 円香∥作 あかね書房      E       /ﾏ             

38 み～つけた! 上野 与志∥作 ひさかたチャイルド      E       /ﾏ             

39 みつけてくれる? 松田 奈那子∥作 あかね書房      E       /ﾏ             

40 ないしょのかくれんぼ ビバリー　ドノフリオ∥文 ほるぷ出版      E       /ﾏ             

41 ごみじゃない! minchi∥作　絵 PHP研究所      E       /ﾐ             

42 どうなってるの?どうぶつの歯 鈴木 勝∥さく はる書房      E       /ﾖ             

43 ひみつのたからさがし よこみち けいこ∥作 ポプラ社      E       /ﾖ             

44 うさぎとかくれんぼ H.A.レイ∥原作 岩波書店      E       /ﾚ             

45 かくれんぼでもういいかい やぎた よしこ∥ぶん 童心社      E       /ﾜ             

46 きらめき12星座 11 奥沢 しおり∥作 フレーベル館 K    913   /ｵ  /11      

47 くさいはんにんをさがしだせ! 川北 亮司∥作 新日本出版社 K    913     /ｶ             

48 たびいえさん 北川 チハル∥作 くもん出版 K    913     /ｷ             

49 ねこのたからさがし さえぐさ ひろこ∥作 鈴木出版 K    913     /ｻ             

50 まいごのアローおうちにかえる 竹下 文子∥作 佼成出版社 K    913     /ﾀ             

51 ひらめきちゃん 中松 まるは∥作 あかね書房 K    913     /ﾅ             

52 まいごの、まいごの、ゴンザレス 服部 千春∥作 岩崎書店 K    913     /ﾊ             

53 しまうまのしごとさがし トビイ ルツ∥作　絵 PHP研究所 K    913     /ﾄ             

54 かいじゅうのさがしもの 富安 陽子∥作 ひさかたチャイルド K    913     /ﾄ             

55 家出しちゃった 藤田 千津∥作 文研出版 K    913     /ﾌ             

56 11をさがして パトリシア　ライリー　ギフ∥作 文研出版 K    933     /ｷﾞ            

57 隠れ家 シャロン　ドガー∥作 岩崎書店 K    933     /ﾄﾞ            

58 床下の小人たち メアリー　ノートン∥作 岩波書店 K    933     /ﾉ             

59 ミンティたちの森のかくれ家 キャロル　ライリー　ブリンク∥著 文溪堂 K    933     /ﾌﾞ            

60 かがくのとも  月刊 2019年10月号                          

さがしてみよう!


