
Yショップ国見マツモト＆松本書店 ０９７８－８２－００６７

０９７８－７２－１６２６
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対象年齢 出版社 定価(税抜）

０歳～ こぐま社 しろくまちゃんのほっとけーき わかやま けん 800

０歳～ こぐま社 くっついた 三浦 太郎　作・絵 800

０歳～ フレーベル館 タッチタッチアンパンマン やなせ たかし　原作 1,180

０歳～ ブロンズ新社 だるまさんが かがくい ひろし 850

０歳～ ブロンズ新社 だるまさんの かがくい ひろし 850

０歳～ ブロンズ新社 だるまさんと かがくい ひろし 850

０歳～ ポプラ社 いないいないばあっ！　おうただいすき 1,650

０歳～ ポプラ社 どうぶついろいろかくれんぼ いしかわ こうじ 880

０歳～ ポプラ社 おめん わだ ことみ 450

０歳～ ポプラ社 のりものいろいろかくれんぼ いしかわ こうじ 880

０歳～ ポプラ社 ぴょーん 松岡 達英 780

０歳～ 学研プラス しましまぐるぐる かしわら あきお　え 880

０歳～ 学研プラス やさいさん tupera tupera 950

０歳～ 学研プラス くだものさん tupera tupera 950

０歳～ 学研プラス あかあかくろくろ かしわら あきお　え 880

０歳～ 学研プラス ちっちゃなおさかなちゃん Ｇ．Ｖ．ヘネヒテン 880

０歳～ 岩崎書店 だいすきぎゅっぎゅっ Ｐ．ゲイシャイトー 1,100

０歳～ 岩崎書店 おひるねしましょ Ｐ．ゲイシャイトー 1,100

０歳～ 小学館 だ～れだだれだ！ きむら ゆういち 650

０歳～ 小学館 おいしいな！ きむら ゆういち 650

０歳～ 童心社 いないいないばあ 松谷 みよ子 700

０歳～ 童心社 もうねんね 松谷 みよ子 700

０歳～ 童心社 いいおかお 松谷 みよ子 700

０歳～ 文化出版局 たべたのだあれ 五味 太郎 600

藤井書店

安岐町塩屋２６７－１

０９７８－６７－０３４４

ブックス藤井

利用できる書店 電　　話住　　所

国東町田深６４６番地

国東町田深２８９番地

国見町伊美２３６４－２

著者名書　　名

０９７８－６７－１１１７

福田書店

国広書店

安岐町下原２６５９－１

国東市内の書店で、指定された絵本の購入ができます。

お子さんの お気に入りの1冊を見つけませんか？

※ 予約注文になります。

■指定絵本一

「おおいた子育て ほっとクーポン」は

絵本購入にも使えます!



０歳～ 福音館書店 きんぎょが　にげた 五味 太郎 900

０歳～ 福音館書店 ねないこだれだ せな けいこ　 700

０歳～ 福音館書店 ぺんぎんたいそう 齋藤  槙　さく 800

０歳～ 福音館書店 おつきさまこんばんは 林　明子 800

０歳～ 福音館書店 がたんごとんがたんごとん 安西　水丸 800

０歳～ 偕成社 いないいないばああそび きむら ゆういち 680

０歳～ 偕成社 ごあいさつあそび　改訂2版 きむら ゆういち 680

０歳～ 偕成社 おでかけ版　ごあいさつあそび きむら ゆういち 780

０歳～ 偕成社 おめんです いしかわ こうじ 1,100

１歳　 学研教育出版 １さいだもん 無藤 隆　監修 1,000

１歳～ ひかりのくに 指さし指なぞり　あいうえお 山内晟動物写真事務所 950

１歳～ KADOKAWA とりがいるよ 風木 一人　さく 900

１歳～ ひさかたチャイルド おにのパンツ 鈴木 博子　構成・絵 900

１歳～ ひさかたチャイルド おべんとうバス 真珠 まりこ　作・絵 900

１歳～ ひさかたチャイルド おべんとうばこのうた さいとう しのぶ 900

１歳～ フレーベル館 アンパンマンはじめてのことばえほんわくわくやなせ たかし　原作 1,000

１歳～ フレーベル館 アンパンマンとにらめっこ！ やなせ たかし　原作 1,180

１歳～ フレーベル館 どうぶつ やなせ たかし　原作 650

１歳～ 金の星社 あいうえおのえほん いもと ようこ　え 1,700

１歳～ 講談社 はじめてのずかん３００　英語つき 講談社ビーシー　編 980

対象年齢 出版社 定価(税抜）

2歳 学研教育出版 ２さいだもん 無藤 隆　監修 1,200

2･3歳～ ＰＨＰ研究所 なつみはなんにでもなれる ヨシタケ シンスケ 1,000

2･3歳～ サンリオ ハローキティたのしいファミリーレストラン 1,800

2･3歳～ フレーベル館 ぼく、アンパンマン！ やなせ たかし　原作 750

2･3歳～ フレーベル館 アンパンマンとくるま やなせ たかし　原作 500

2･3歳～ フレーベル館 アンパンマンとでんしゃ やなせ たかし　原作 520

2･3歳～ フレーベル館 アンパンマンとどうぶつ やなせ たかし　原作 500

2･3歳～ ブロンズ新社 もうぬげない ヨシタケ シンスケ 980

2･3歳～ ブロンズ新社 おしくら・まんじゅう かがくい ひろし 980

2･3歳～ 金の星社 せんろはつづく 1,200

2･3歳～ 金の星社 はいどうぞ 原　優子　人形 850

2･3歳～ 金の星社 おやつはなあに 原　優子　人形 850

2･3歳～ 視覚デザイン研究所 あいうえおでんしゃじてん くにすえ たくし　え 1,200

2･3歳～ 童心社 うまれてきてくれて　ありがとう にしもと よう　ぶん 1,300

2･3歳～ 福音館書店 ちょっとだけ 瀧村 有子　さく 900

2･3歳～ 福音館書店 うずらちゃんのかくれんぼ きもと ももこ　さく 900

2･3歳～ 偕成社 まどからおくりもの 五味 太郎 1,000

2･3歳～ 偕成社 ノンタン　ピクニックららら キヨノ サチコ 600

2･3歳～ 偕成社 ノンタン　おしっこしーしー キヨノ サチコ 600

2･3歳～ 偕成社 ノンタン　ぶらんこのせて キヨノ サチコ 600

2･3歳～ 偕成社 ノンタン　いたいのとんでけ～☆ キヨノ サチコ 700

2･3歳～ 偕成社 ノンタン　おやすみなさい キヨノ サチコ 600

2･3歳～ 偕成社 ノンタン　はみがきはーみー キヨノ サチコ 600

書　　名 著者名

竹下文子  文

鈴木まもる  絵



2･3歳～ 偕成社 ノンタンはっくしょん！ キヨノ サチコ 600

2･3歳～ 偕成社 ノンタン　ボールまてまてまて キヨノ サチコ 600

2･3歳～ 偕成社 ノンタンのたんじょうび キヨノ サチコ 600

2･3歳～ こぐま社 わたしのワンピース にしまき かやこ 1,100

2･3歳～ ひさかたチャイルド どうぞのいす 柿本 幸造 1,000

2･3歳～ フレーベル館 アンパンマンをさがせ！　ミニ　１ 東京ムービー　画 600

2･3歳～ フレーベル館 アンパンマンをさがせ！　ミニ　ＲＥＤ やなせ たかし　原作 600

2･3歳～ ポプラ社 ねずみくんのチョッキ 1,000

2･3歳～ ポプラ社 おかあさんといっしょ　おうただいすき 1,650

2･3歳～ ポプラ社 おふろにいれて せな けいこ　作･絵 880

2･3歳～ ポプラ社 できたよ！ひとりあやとり 青木 昭久　著 500

2･3歳～ 学研プラス どんぐりむらのだいくさん なかや みわ　さく 1,200

2･3歳～ 学研プラス どんぐりむらのどんぐりえん なかや みわ　さく 1,200

2･3歳～ 学研プラス あたまがよくなる！なぞなぞようちえん 篠原 菊紀　監修 720

2･3歳～ 学研プラス ぼうしとったら tupera tupera 950

2･3歳～ 学研プラス どんぐりむらのぱんやさん なかや みわ　さく 1,200

2･3歳～ 金の星社 おにはそと！ふくはうち！ いもと ようこ 1,300

2･3歳～ 講談社 ママがおばけになっちゃった！ のぶみ　さく 1,200

2･3歳～ 童心社 １４ひきのあさごはん いわむら かずお　作 1,200

2･3歳～ 童心社 １４ひきのひっこし いわむら かずお　作 1,200

2･3歳～ 童心社 くれよんのくろくん なかや みわ　 1,200

2･3歳～ 童心社 くろくんとなぞのおばけ なかや みわ 1,200

2･3歳～ 童心社 くろくんとふしぎなともだち なかや みわ 1,200

2･3歳～ 童心社 おしいれのぼうけん 古田　足日 1,300

2･3歳～ 童心社 くろくんたちとおえかきえんそく なかや みわ　さく 1,150

2･3歳～ 白泉社 やさいのがっこう　とまとちゃんのたびだち なかや みわ　さく 1,200

2･3歳～ 福音館書店 ぐりとぐら 中川 李枝子　さく 900

2･3歳～ 福音館書店 おおきなかぶ ロシア民話 900

2･3歳～ 福音館書店 てぶくろ Ｒ．ミハイロヴッチ 1,000

2･3歳～ 福音館書店 はじめてのおつかい 林　明子 900

2･3歳～ 福音館書店 こんとあき 林　明子 1,300

2･3歳～ 福音館書店 そらまめくんのベッド なかや みわ さく 900

2･3歳～ 偕成社 はらぺこあおむし Ｅ．カール　さく 900

2･3歳～ 偕成社 うみの１００かいだてのいえ いわい としお 1,200

2･3歳～ 偕成社 １００かいだてのいえ いわい としお 1,200

2･3歳～ 偕成社 ちか１００かいだてのいえ いわい としお 1,200

2･3歳～ 偕成社 うみの１００かいだてのいえ　ミニ いわい としお 900

2･3歳～ 偕成社 ちか１００かいだてのいえ　ミニ いわい としお 900

2･3歳～ 偕成社 １００かいだてのいえ　ミニ いわい としお 900

3歳 学研教育出版 1,500無藤 隆　監修

なかえ よしを 作

上野 紀子 絵

３さいだもん



対象年齢 出版社 定価(税抜）

4・5歳～　講談社 1,400

4・5歳～　ＰＨＰ研究所 りゆうがあります ヨシタケ シンスケ 1,300

4・5歳～　ＰＨＰ研究所 ふまんがあります ヨシタケ シンスケ 1,300

4・5歳～　アリス館 とんでもない 鈴木 のりたけ 1,500

4・5歳～　ひさかたチャイルド おなかのなかに　おにがいる 西村 達馬 800

4・5歳～　ブロンズ新社 このあとどうしちゃおう ヨシタケ  シンスケ 1,400

4・5歳～　ブロンズ新社 りんごかもしれない ヨシタケ シンスケ 1,400

4・5歳～　ブロンズ新社 しろくまのパンツ tupera tupera 1,400

4・5歳～　ブロンズ新社 ぼくのニセモノをつくるには ヨシタケ シンスケ 1,400

4・5歳～　ブロンズ新社 くまのがっこう　ジャッキーのしあわせ あだち なみ　絵 1,300

4・5歳～　ポプラ社 1,300

4・5歳～　ポプラ社 おしりたんてい トロル　さく・え 1,300

4・5歳～　ポプラ社 トロル　さく・え 1,300

4・5歳～　ポプラ社 トロル　さく・え 1,300

4・5歳～　ポプラ社 トロル　さく・え 1,300

4・5歳～　ポプラ社 トロル　さく・え 1,300

4・5歳～　ポプラ社 トロル　さく・え 1,300

4・5歳～　小学館 ユーフラテス　さく 1,200

4・5歳～　小学館 ユーフラテス　さく 1,200

4・5歳～　小学館 ユーフラテス　さく 1,200

4・5歳～　小学館 コんガらガっちぬきあしさしあしすすめ！の本 ユーフラテス　さく 1,200

4・5歳～　小学館 チャレンジミッケ！ミッケがだいすき　１ Ｗ．ウィック　作 1,650

4・5歳～　小学館 ドラえもんのことわざ辞典 栗岩 英雄 760

4・5歳～　小学館 妖怪ウォッチもりもりさがしてゲラゲラポー 二ノ宮 正和　著 800

4・5歳～　宝島社 えほん　ひつじのショーンをさがせ！ 830

4・5歳～　宝島社 780

4・5歳～　福音館書店 三びきのやぎのがらがらどん マーシャ・ブラウン 1,200

4・5歳～　福音館書店 わたなべ ちなつ 1,500

4・5歳～　福音館書店 オニのサラリーマン 富安 陽子　文 1,400

4・5歳～　偕成社 からすのパンやさん かこ さとし 1,000

4・5歳～　評論社 1,400

よみきかせ学研教育出版 1,200

よみきかせ成美堂出版 1,100

よみきかせ成美堂出版 1,100

よみきかせ成美堂出版 1,100

著者名

佐野洋子　作・絵

あっちこっちすすめ！の本

アードマン・アニメーションズ

よみきかせおはなし絵本２

マイク・スミス　作

おしりたんてい　ププッレインボーダイヤをさがせ！

おしりたんてい ププッちいさなしょちょうのだいピンチ

おしりたんてい　ププッきえたおべんとうのなぞ

きょうのおやつは －かがみのえほん－

おしりたんてい　ププッおおどろぼうあらわる！

１００万回生きたねこ

日本の昔ばなし２０話

よみきかせおはなし絵本１

のせてのせて100かいだてのバス

アードマン・アニメーションズ

どっちにすすむ？の本

ジャン・ド・ブリュノフ作

おしりたんてい　ププッおしりたんていがふたりいる

えほん　ひつじのショーンをさがせ！プレミアム

おそるおそるすすめ！の本

書　　名

よみきかせおはなし絵本３

千葉 幹夫　編 著

久保 純子　よみきか

千葉 幹夫　編 著

久保 純子　よみきか

千葉 幹夫　編 著

久保 純子　よみきか

ぞうのババール



対象年齢 出版社 定価(税抜）

小学生～ 岩崎書店 1,200

小学生～ 岩崎書店 1,400

小学生～ 岩崎書店 980

小学生～ 金の星社 1,100

小学生～ 金の星社 1,100

小学生～ 学研教育出版 税込 2,700

小学生～ KADOKAWA スライウム 960

小学生～ KADOKAWA スライウム 960

小学生～ KADOKAWA スライウム 960

小学生～ KADOKAWA レッドコード 960

小学生～ ポプラ社 900

小学生～ ポプラ社 かいけつゾロリの王子さまになるほうほう 原  ゆたか　さく・え 900

小学生～ ポプラ社 おしりたんてい　ふめつのせっとうだん トロル　さく・え 980

小学生～ ポプラ社 おしりたんてい　やみよにきえるきょじん トロル　さく・え 980

小学生～ ポプラ社 トロル　さく・え 980

小学生～ ポプラ社 かいけつゾロリのおいしい金メダル 原　ゆたか　さく・え 900

小学生～ 学研プラス 今ここに来る怖い話 チームＩＭＡＫＯＷＡ 880

小学生～ 学研プラス あたまがよくなる！なぞなぞ１ねんせい 篠原 菊紀　監修 720

小学生～ 小学館 藤子・Ｆ・不二雄 850

小学生～ 小学館 藤子・Ｆ・不二雄 900

小学生～ 小学館 百人一首で楽しもう 藤子・Ｆ・不二雄 850

書　　名

まほうの じどうはんばいき
やまだ ともこ　作

いとう みき　絵

斉藤 隆介　作

滝平 二郎　絵

ドラえもん科学ワールド生命進化と化石の不思議

おしりたんてい　むらさきふじんのあんごう

どっちが強い!? ライオンVSトラ陸の最強王者バトル

どっちが強い!? ゴリラVSクマ頭脳とパワーの大勝負

花さき山

ドラえもんふしぎのサイエンス南極のサイエンス

モチモチの木
斉藤 隆介　作

滝平 二郎　絵

ひとりでできるよ 横山 洋子　監修

きえた!? かいけつぞロリ 原 ゆたか　作 絵

どっちが強い!?サメVSメカジキ海の頂上決戦

どっちが強い!?ゾウVSサイどすこい重量バトル

著者名

キャベたまたんてい　きけんなドラゴンたいじ

ほねほねザウルス17はっけん！かいていおうこくホネランティス ぐるーぷ・アンモナイツ

三田村 信行　作

宮本 えつよし　絵

国東市役所 福祉課

子育て支援係まで

☎0978-72-5164


