
 



 



団体貸出「絵本セット」のご案内 

江東区立図書館では、児童の読書活動推進のため、乳幼児を対象にした絵

本をセットにして子育て支援施設に貸出するサービスを始めました。ぜひ、ご

利用ください。  
★利用対象   区内の子育て支援施設 

★貸出期間   原則１ヶ月 

 

★貸出セット数 １団体につき１回１セット 

★セット内容   セット本リストからお選びください。 

 

★利用方法   (１）貸出申込書（別紙様式絵１号）をご記入の上、ＦＡＸで図書

館にお申込ください。 

             

           (２）図書館から貸出図書の配本日時等をＦＡＸでお知らせし、

後日、指定した日時に配本します。 

             ＊団体貸出リストをお渡ししますので、必ず確認をお願いします。 

 

           (３）返却する１週間ほど前になりましたら、回収依頼書(別紙

様式絵２号)をご記入の上、ＦＡＸで図書館にお申込みく

ださい。 

 

(４）図書館から回収日時をお知らせし、後日、指定した日時

に回収に伺います。 

＊団体貸出リストにより、返却する本が揃っているか必ず確認を 

お願いします。 

 

※「貸出申込書」及び「回収依頼書」はお近くの図書館にご持参 

いただいても結構です。 

 

★配本・回収  貸出図書の配本、返却図書の回収は図書館で行います。 

【ＦＡＸ送付先】 江東区立深川図書館  ＦＡＸ番号 ３６４３－００６７ 



◎図書の貸出中は、利用団体で適正に管理してください。◎返却時には、必ず貸出リストを参照し冊数と書名を確認してください。◎紛失・汚損・破損した場合は、弁償をお願いすることもあります。※テープなどでの修理はご遠慮ください。※いずれの場合も返却前にご相談ください。◎団体貸出セット以外の本が入らないようにお願いします。

◆セット本の貸出状況、配達予定日等を確認し、ＦＡＸで通知（様式第１号）します。
図書館より配本◆「団体貸出配本サービス」により各施設へ配本します。◆配本時に「団体貸出リスト」をお渡ししますので、必ず確認をお願いします。

図書館から貸出確認書の送付

◆返却期限日前に、「団体貸出セット回収依頼書」（様式第２号）をご記入の上、ＦＡＸでお申込ください。※お近くの図書館にご持参いただいても結構です。◆｢団体貸出リスト｣により、返却する本が揃っているか確認をお願いします。

「子育て支援施設」及び「学校」「子育て支援施設」及び「学校」「子育て支援施設」及び「学校」「子育て支援施設」及び「学校」貸出カード貸出カード貸出カード貸出カード
図書館へ利用の申込み◆図書館へ「団体貸出セット申込書兼確認書」（様式１号）をご記入の上、ＦＡＸでお申込ください。※お近くの図書館にご持参いただいても結構です。

◆回収日時を決めＦＡＸで通知（様式第２号）します。後日、指定した回収日時に伺います。

◆お近くの図書館へ来館し、「団体貸出申請書」を記入し、貸出カードを作成してください。①来館される方のご本人確認できる保険証等を必ずお持ちください。②団体名での登録です。１つの団体で１枚の使用となります。＊貸出カードは当日発行できない場合があります。＊１年毎に更新手続きが必要です。＊申込書の内容に、変更が生じた際は届出が必要です。

共通貸出カード（団体）作成

利用上の注意！！
回収（返却）依頼

返却図書の回収 【FAX送付先・問い合わせ先】【FAX送付先・問い合わせ先】【FAX送付先・問い合わせ先】【FAX送付先・問い合わせ先】

江東区立深川図書館江東区立深川図書館江東区立深川図書館江東区立深川図書館

ＦＡＸ：３６４３－００６７ＦＡＸ：３６４３－００６７ＦＡＸ：３６４３－００６７ＦＡＸ：３６４３－００６７

ＴＥＬ：３６４１－００６２



№ １セット冊数 セット数

50

50

50

50

50

50

セット名

幼児向け　Dセット（５・６歳向け）

幼児向け　Eセット（５・６歳向け）

幼児向け　Fセット（５・６歳向け）

季節の絵本　春セット①・②

あかちゃんセット（０～２歳向け）

幼児向け　Aセット（３・４歳向け）

幼児向け　Bセット（３・４歳向け）

幼児向け　Cセット（３・４歳向け）

5

6

7

8

1

2

3

4

6

3

3

3

50

50

50

50

3

3

3

7

7

7

13 小さい子向け　Bセット（０～６歳向け） 50 4

711 季節の絵本　冬セット①・② 50

12

9

10

小さい子向け　Aセット（０～６歳向け） 50 4

季節の絵本　夏セット①・②

季節の絵本　秋セット①・②



 



請求記号 番号 書　名 出版社DＢ 1 あーんあん（あーんあんの絵本　１） 福音館書店DＢ 2 いいからいいから 絵本館DＢ 3 いたいのいたいのとんでいけ！ 絵本館DＢ 4 いないいないばあ　改版（松谷みよ子あかちゃんの本） 童心社DＢ 5 いやだいやだ 福音館書店DＢ 6 うずらちゃんのかくれんぼ（幼児絵本シリーズ） 福音館書店DＢ 7 おうちへかえろ（とことこえほん） 童心社DＢ 8 おうまさんしてー！ こぐま社DＢ 9 おーいはーい（はじめてえほん　１） ポプラ社DＢ 10 おててがでたよ（福音館　あかちゃんの絵本） 福音館書店DＢ 11 おひさまあはは こぐま社DＢ 12 かえるとカレーライス（福音館の幼児絵本） 福音館書店DＢ 13 がたんごとんがたんごとん（福音館　あかちゃんの絵本） 福音館書店DＢ 14 かにこちゃん（はじめてであうえほんシリーズ） くもん出版DＢ 15 きゅっきゅっきゅっ（福音館　あかちゃんの絵本） 福音館書店DＢ 16 きんぎょが　にげた（福音館の幼児絵本） 福音館書店DＢ 17 くだもの（福音館の幼児絵本） 福音館書店DＢ 18 くつくつあるけ（福音館　あかちゃんの絵本） 福音館書店DＢ 19 くっついた こぐま社DＢ 20 ごあいさつあそび　０・１・２才のほん（あかちゃんのあそびえほん） 偕成社DＢ 21 こいぬがうまれるよ（かがくのほん） 福音館書店DＢ 22 こぐまちゃんのどろあそび（こぐまちゃんえほん　４） こぐま社DＢ 23 ごぶごぶごぼごぼ（０．１．２．えほん） 福音館書店DＢ 24 じゃあじゃあびりびり　改訂（まついのりこあかちゃんのほん） 偕成社DＢ 25 しろくまちゃんのほっとけーき こぐま社DＢ 26 そらはだかんぼ！　改訂版（はじめてよむ絵本　５） 偕成社DＢ 27 たまごのあかちゃん（幼児絵本シリーズ） 福音館書店DＢ 28 だるまさんが（かがくいひろしのファーストブック　１） ブロンズ新社DＢ 29 どうすればいいのかな？（くまくんの絵本） 福音館書店DＢ 30 どうぶつのおかあさん（福音館の幼児絵本） 福音館書店DＢ 31 どーこだどこだ（とことこえほん） 童心社DＢ 32 とっとことっとこ（よんでよんでのえほん） 童心社DＢ 33 ととけっこうよがあけた（わらべうたえほん） こぐま社DＢ 34 なーんだなんだ（とことこえほん） 童心社DＢ 35 なにをたべてきたの？ 佼成出版社DＢ 36 にんじん（いやだいやだの絵本　１） 福音館書店DＢ 37 ねないこだれだ（いやだいやだの絵本　４） 福音館書店DＢ 38 ばいばいまたね（はじめての絵本たいむ） 金の星社DＢ 39 はじめまして（たんぽぽえほんシリーズ） 鈴木出版DＢ 40 はねはねはねちゃん（０．１．２．えほん） 福音館書店DＢ 41 はらぺこあおむし　改訂 偕成社DＢ 42 ぴょーん（はじめてのぼうけん　１） ポプラ社DＢ 43 ポケット 童心社DＢ 44 もぐらのさんぽ（はじめましてのえほん　Ｖｏｌ．４－１２） チャイルド本社DＢ 45 もこもこもこ（ぽっぽライブラリ） 文研出版DＢ 46 もじゃ　もじゃ（いやだいやだの絵本　２） 福音館書店DＢ 47 よこむいてにこっ 絵本館DＢ 48 わにさんどきっ　はいしゃさんどきっ 偕成社DＢ 49 わんわんおかお（めんこいあかちゃん） アリス館DＢ 50 おやすみなさいコッコさん 福音館書店計 50冊

あかちゃんセット



請求記号 番号 書　名 出版社ＤＣ３桃 1 パンダくんパンダくんなにみているの？ 偕成社ＤＣ３桃 2 １４ひきのあさごはん 童心社ＤＣ３桃 3 もりのおふろ（福音館の幼児絵本） 福音館書店ＤＣ３桃 4 うんちしたのはだれよ！ 偕成社ＤＣ３桃 5 ぼく、だんごむし（かがくのとも傑作集） 福音館書店ＤＣ３桃 6 えんそくバス（ピーマン村の絵本たち） 童心社ＤＣ３桃 7 くれよんのくろくん（絵本・こどものひろば） 童心社ＤＣ３桃 8 ぐりとぐら（ぐりとぐらの絵本） 福音館書店ＤＣ３桃 9 １１ぴきのねこ こぐま社ＤＣ３桃 10 しょうぼうじどうしゃじぷた（こどものとも絵本） 福音館書店ＤＣ３桃 11 キャベツくん（ぽっぽライブラリ） 文研出版ＤＣ３桃 12 おならうた 絵本館ＤＣ３桃 13 ねずみくんのチョッキ（ねずみくんの絵本1） ポプラ社ＤＣ３桃 14 いたずらきかんしゃちゅうちゅう（世界傑作絵本シリーズ） 福音館書店ＤＣ３桃 15 おふろだいすき（日本傑作絵本シリーズ） 福音館書店ＤＣ３桃 16 ぞうくんのさんぽ（こどものとも絵本） 福音館書店ＤＣ３桃 17 バーバパパのいえさがし（講談社のバーバパパえほん） 講談社ＤＣ３桃 18 こんとあき（日本傑作絵本シリーズ） 福音館書店ＤＣ３桃 19 ほげちゃん 偕成社ＤＣ３桃 20 いちご（福音館の幼児絵本） 福音館書店ＤＣ３桃 21 わたしのワンピース こぐま社ＤＣ３桃 22 おたすけこびと　Who Made This Cake? 徳間書店ＤＣ３桃 23 ぞうくんのさんぽ（こどものとも絵本） 福音館書店ＤＣ３桃 24 おしゃべりなたまごやき（日本傑作絵本シリーズ） 福音館書店ＤＣ３桃 25 おだんごぱん　ロシアの昔話（日本傑作絵本シリーズ） 福音館書店ＤＣ３桃 26 フラニーとメラニー　すてきなおんがくかい（講談社の創作絵本） 講談社ＤＣ３桃 27 おばけのてんぷら（めがねうさぎの小さな絵本） ポプラ社ＤＣ３桃 28 ぐりとぐらのえんそく（ぐりとぐらの絵本） 福音館書店ＤＣ３桃 29 わたしとあそんで（世界傑作絵本シリーズ） 福音館書店ＤＣ３桃 30 モーモーまきばのおきゃくさま 偕成社ＤＣ３桃 31 さんりんしゃにのって（うららちゃんののりものえほん3） アリス館ＤＣ３桃 32 いもうとのにゅういん（こどものとも傑作集75） 福音館書店ＤＣ３桃 33 ちびうさぎ（さわってあそべるふわふわえほん） ブロンズ新社ＤＣ３桃 34 おふろだいすき（日本傑作絵本シリーズ） 福音館書店ＤＣ３桃 35 三びきのこぶた　イギリスの昔話（こどものとも絵本） 福音館書店ＤＣ３桃 36 いっすんぼうし（日本の昔話えほん） あかね書房ＤＣ３桃 37 かさじぞう（松谷みよ子むかしむかし） 童心社ＤＣ３桃 38 にんじんとごぼうとだいこん　日本民話（たんぽぽえほんシリーズ） 鈴木出版ＤＣ３桃 39 ももたろう（日本傑作絵本シリーズ） 福音館書店ＤＣ３桃 40 うらしまたろう（日本傑作絵本シリーズ） 福音館書店ＤＣ３桃 41 かぐやひめ（復刊・日本の名作絵本） 岩崎書店ＤＣ３桃 42 かにむかし　日本むかしばなし（岩波の子どもの本） 岩波書店ＤＣ３桃 43 あそびましょ アリス館ＤＣ３桃 44 マッチうりの少女 金の星社ＤＣ３桃 45 ショコラちゃんのおでかけドライブ（講談社の幼児絵本） 講談社ＤＣ３桃 46 あおくんときいろちゃん（国際版絵本） 至光社ＤＣ３桃 47 にんじんさんとじゃかじゃかじゃん（ワンダーおはなし絵本） 世界文化社ＤＣ３桃 48 おむすびころりん（松谷みよ子むかしむかし） 童心社ＤＣ３桃 49 マーシャとくま　第54刷　ロシア民話（世界傑作絵本シリーズ） 福音館書店ＤＣ３桃 50 マドレーヌといたずらっこ（世界傑作絵本シリーズ） 福音館書店計 50冊

幼児向けAセット（３・４歳向け）



請求記号 番号 書　名 出版社ＤＣ３緑 1 かばくんのふね（こどものとも傑作集） 福音館書店ＤＣ３緑 2 おまえうまそうだな（絵本の時間23） ポプラ社ＤＣ３緑 3 ９９９ひきのきょうだいのおひっこし ひさかたチャイルドＤＣ３緑 4 ポケットのないカンガルー　改訂版 偕成社ＤＣ３緑 5 エミールくんがんばる 文化出版局ＤＣ３緑 6 まっくろネリノ（ガルラーの絵本） 偕成社ＤＣ３緑 7 ゆうたはともだち（ゆうたくんちのいばりいぬ） あかね書房ＤＣ３緑 8 からすのパンやさん　２版　（かこさとしおはなしのほん7） 偕成社ＤＣ３緑 9 おばけパーティ ほるぷ出版ＤＣ３緑 10 はけたよはけたよ（創作絵本） 偕成社ＤＣ３緑 11 ドオン！（日本傑作絵本シリーズ） 福音館書店ＤＣ３緑 12 ずかん・じどうしゃ（福音館の幼児絵本） 福音館書店ＤＣ３緑 13 くまさん くまさん なにみてるの？ 偕成社ＤＣ３緑 14 だるまちゃんとてんぐちゃん（こどものとも傑作集） 福音館書店ＤＣ３緑 15 すてきな三にんぐみ　改訂版　（世界の新しい絵本） 偕成社ＤＣ３緑 16 こんもりくん 偕成社ＤＣ３緑 17 バムとケロのそらのたび 文渓堂ＤＣ３緑 18 ぴよちゃんのはるなつあきふゆ 学研教育出版ＤＣ３緑 19 とん ことり（こどものとも傑作集） 福音館書店ＤＣ３緑 20 おまたせクッキー　友だちとたのしいおやつ！ 偕成社ＤＣ３緑 21 はっぱのおうち（幼児絵本シリーズ） 福音館書店ＤＣ３緑 22 おでかけのまえに（福音館の幼児絵本） 福音館書店ＤＣ３緑 23 うずらちゃんのかくれんぼ（幼児絵本シリーズ） 福音館書店ＤＣ３緑 24 とりかえっこ（絵本のせかい） ポプラ社ＤＣ３緑 25 ちいさなねこ（こどものとも絵本） 福音館書店ＤＣ３緑 26 １４ひきのこもりうた 童心社ＤＣ３緑 27 １４ひきのあさごはん 童心社ＤＣ３緑 28 まあちゃんのながいかみ（こどものとも絵本） 福音館書店ＤＣ３緑 29 おやすみなさいコッコさん（福音館の幼児絵本） 福音館書店ＤＣ３緑 30 どうぞのいす（ひさかた本傑作集） ひさかたチャイルドＤＣ３緑 31 ちょうどいいよ（どんぐりえほんシリーズ） 佼成出版社ＤＣ３緑 32 でこちゃん（わたしのえほん） ＰＨＰ研究所ＤＣ３緑 33 からすのパンやさん　２版　（かこさとしおはなしのほん7） 偕成社ＤＣ３緑 34 ブレーメンのおんがくたい　グリム童話（世界傑作絵本シリーズ） 福音館書店ＤＣ３緑 35 したきりすずめ（日本の昔話えほん） あかね書房ＤＣ３緑 36 たなばた（こどものとも傑作集） 福音館書店ＤＣ３緑 37 十二支のはじまり（日本の民話絵本） 教育画劇ＤＣ３緑 38 うりこひめ（松谷みよ子むかしむかし） 童心社ＤＣ３緑 39 びんぼうがみとふくのかみ（日本むかしばなし） 金の星社ＤＣ３緑 40 かたあしのひよこ（世界みんわ絵本） ほるぷ出版ＤＣ３緑 41 ねずみのすもう（日本むかしばなし） 金の星社ＤＣ３緑 42 どろんこハリー（世界傑作絵本シリーズ） 福音館書店ＤＣ３緑 43 まめうしくんとこんにちは（PHPにこにこ絵本） ＰＨＰ研究所ＤＣ３緑 44 かみさまからの おくりもの こぐま社ＤＣ３緑 45 どうしちゃったの？ねずみくん（ねずみくんの絵本27） ポプラ社ＤＣ３緑 46 ちびゴリラのちびちび ほるぷ出版ＤＣ３緑 47 ながぐつをはいたねこ　「ペロー童話」より（世界名作おはなし絵本） 小学館ＤＣ３緑 48 いいこってどんなこ？ 冨山房ＤＣ３緑 49 １０までかぞえられるこやぎ（日本傑作絵本シリーズ） 福音館書店ＤＣ３緑 50 おべんとうなあに？（ともだちだいすき2） 偕成社計 50冊

幼児向けBセット（３・４歳向け）



請求記号 番号 書　名 出版社ＤＣ３橙 1 コッケモーモー！ 徳間書店ＤＣ３橙 2 みんなうんち（かがくのとも傑作集） 福音館書店ＤＣ３橙 3 にゃーご（ひまわりえほんシリーズ） 鈴木出版ＤＣ３橙 4 かばくん（こどものとも絵本） 福音館書店ＤＣ３橙 5 わにわにのおふろ（福音館の幼児絵本） 福音館書店ＤＣ３橙 6 ねずみくんとホットケーキ（ねずみくんの絵本） ポプラ社ＤＣ３橙 7 もぐらバス 偕成社ＤＣ３橙 8 ピーターラビットのおはなし（ピーターラビットの絵本）　新装版 福音館書店ＤＣ３橙 9 ごろごろ にゃーん（こどものとも傑作集） 福音館書店ＤＣ３橙 10 ぼくはあるいたまっすぐまっすぐ ペンギン社ＤＣ３橙 11 せんろはつづく 金の星社ＤＣ３橙 12 でんしゃでいこうでんしゃでかえろう ひさかたチャイルドＤＣ３橙 13 へんしんトンネル（新しい絵本） 金の星社ＤＣ３橙 14 ロージーのおさんぽ（ハッチンスの絵本） 偕成社ＤＣ３橙 15 はしるはしるとっきゅうれっしゃ（かがくのも傑作集） 福音館書店ＤＣ３橙 16 でんしゃはうたう（幼児絵本ふしぎなたねシリーズ） 福音館書店ＤＣ３橙 17 かいじゅうたちのいるところ 冨山房ＤＣ３橙 18 ポッケのワンピース（学研おはなし絵本） 学研ＤＣ３橙 19 あいうえおべんとう くもん出版ＤＣ３橙 20 おたんじょうびのケーキちゃん（みつばちえほんシリーズ） 佼成出版社ＤＣ３橙 21 だいすきひゃっかい（レインボーえほん） 岩崎書店ＤＣ３橙 22 はじめてのおつかい（こどものとも傑作集） 福音館書店ＤＣ３橙 23 とんとんとん（新しい絵本） 金の星社ＤＣ３橙 24 うみとモモちゃん（講談社の創作絵本）　新装版 講談社ＤＣ３橙 25 まあちゃんのまほう（こどものとも絵本） 福音館書店ＤＣ３橙 26 まあちゃんのながいかみ（こどものとも絵本） 福音館書店ＤＣ３橙 27 すてきなぼうし（えほん、よんで！） あかね書房ＤＣ３橙 28 いもうとのにゅういん（こどものとも傑作集） 福音館書店ＤＣ３橙 29 もっちゃうもっちゃうもうもっちゃう 徳間書店ＤＣ３橙 30 もりのてがみ（こどものとも傑作集） 福音館書店ＤＣ３橙 31 なっちゃんときげんのわるいおおかみ（ポプラ社の絵本） ポプラ社ＤＣ３橙 32 くいしんぼうのはなこさん（日本傑作絵本シリーズ） 福音館書店ＤＣ３橙 33 チリとチリリ アリス館ＤＣ３橙 34 まこちゃんのおたんじょうび こぐま社ＤＣ３橙 35 ねずみのよめいり（日本の昔話えほん） あかね書房ＤＣ３橙 36 かちかちやま（日本の昔話えほん） あかね書房ＤＣ３橙 37 はしれ！カボチャ（ポルトガルのむかしばなし） 小学館ＤＣ３橙 38 はなたれこぞうさま（てのひらむかしばなし） 岩波書店ＤＣ３橙 39 グリムどうわ１５話（３さい～６さい親子で楽しむおはなし絵本） 学研教育出版ＤＣ３橙 40 はなさかじい（てのひらむかしばなし） 岩波書店ＤＣ３橙 41 たいへんたいへん　イギリス昔話　こどものともコレクション 福音館書店ＤＣ３橙 42 へっこきよめさん（子どもとよむ日本の昔ばなし） くもん出版ＤＣ３橙 43 くまときつね（日本むかしばなし） 金の星社ＤＣ3橙 44 こぐまくんこぐまくんなにみているの? 偕成社ＤＣ3橙 45 さかなださかなだ 偕成社ＤＣ3橙 46 わたしのすきなもの 偕成社ＤＣ3橙 47 かみさまからの おくりもの  こぐま社ＤＣ3橙 48 ショコラちゃんのおでかけドライブ（講談社の幼児絵本） 講談社ＤＣ3橙 49 ぞうのボタン  冨山房ＤＣ3橙 50 いいこってどんなこ? 冨山房計 50冊

幼児向けCセット（３・４歳向け）



請求記号 番号 書　名 出版社ＤＣ５紫 1 かようびのよる 徳間書店ＤＣ５紫 2 よあけ（世界傑作絵本シリーズ） 福音館書店ＤＣ５紫 3 よるくま 偕成社ＤＣ５紫 4 でんしゃはうたう（幼児絵本ふしぎなたねシリーズ） 福音館書店ＤＣ５紫 5 おおきくなるっていうことは（ピーマン村の絵本たち） 童心社ＤＣ５紫 6 ぼくのくれよん 講談社ＤＣ５紫 7 もっちゃうもっちゃうもうもっちゃう 徳間書店ＤＣ５紫 8 かいじゅうたちのいるところ 冨山房ＤＣ５紫 9 ぼちぼちいこか 偕成社ＤＣ５紫 10 てるちゃんのかお 金の星社ＤＣ５紫 11 １４ひきのひっこし 童心社ＤＣ５紫 12 ねえ、どれがいい？　新版（評論社の児童図書館・絵本の部屋） 評論社ＤＣ５紫 13 ぐりとぐらのしりとりうた 福音館書店ＤＣ５紫 14 オオカミのごちそう 偕成社ＤＣ５紫 15 １１ぴきのねことぶた こぐま社ＤＣ５紫 16 いないよいないよいませんよ（むしのかくれんぼ） 教育画劇ＤＣ５紫 17 １ねん１くみの１にち アリス館ＤＣ５紫 18 もりのおくのおちゃかいへ 偕成社ＤＣ５紫 19 おっきょちゃんとかっぱ（こどものとも傑作集） 福音館書店ＤＣ５紫 20 みどりいろのたね（福音館創作童話シリーズ） 福音館書店ＤＣ５紫 21 いやいやえん（童話　福音館創作童話シリーズ） 福音館書店ＤＣ５紫 22 そらいろのたね　改訂版（こどものとも絵本） 福音館書店ＤＣ５紫 23 だるまちゃんとてんぐちゃん（こどものとも絵本） 福音館書店ＤＣ５紫 24 だるまちゃんとだいこくちゃん（こどものとも絵本） 福音館書店ＤＣ５紫 25 おしいれのぼうけん（絵本ぼくたちこどもだ） 童心社ＤＣ５紫 26 マドレーヌといぬ（世界傑作絵本シリーズ） 福音館書店ＤＣ５紫 27 きょうはなんのひ？（日本傑作絵本シリーズ） 福音館書店ＤＣ５紫 28 いつでも会える 学研教育出版ＤＣ５紫 29 どうしてダブってみえちゃうの？　視力はわるくないのに、うまく見えない女の子のものがたり 岩崎書店ＤＣ５紫 30 こぶとり（むかしむかし絵本） ポプラ社ＤＣ５紫 31 たいへんなひるね（こどものとも傑作集） 福音館書店ＤＣ５紫 32 わたし、まだねむたくないの！ 岩崎書店ＤＣ５紫 33 もったいないばあさん（講談社の創作絵本） 講談社ＤＣ５紫 34 はじめてのおつかい（こどものとも傑作集） 福音館書店ＤＣ５紫 35 三びきのやぎのがらがらどん（アスビョルンセンとモーの北欧民話　世界傑作絵本シリーズ） 福音館書店ＤＣ５紫 36 だいくとおにろく（日本の昔話　こどものとも絵本） 福音館書店ＤＣ５紫 37 ないたあかおに（ひろすけ絵本） 偕成社ＤＣ５紫 38 さんまいのおふだ（新潟の昔話　こどものとも傑作集） 福音館書店ＤＣ５紫 39 はちかつぎひめ（松谷みよ子むかしむかし） 童心社ＤＣ５紫 40 おおきなかぶ（ロシアの昔話　こどものとも絵本） 福音館書店ＤＣ５紫 41 シンデレラ（絵本・グリム童話） 岩崎書店ＤＣ５紫 42 てぶくろ（ウクライナ民話　世界傑作絵本シリーズ） 福音館書店ＤＣ５紫 43 どんぶらどんぶら七福神 こぐま社ＤＣ５紫 44 あんなになかよしだったのに… ひさかたチャイルドＤＣ５紫 45 パパ・カレー ほるぷ社ＤＣ５紫 46 てるちゃんのかお  金の星社ＤＣ５紫 47 ジオジオのかんむり　第46刷（こどものとも絵本） 福音館書店ＤＣ５紫 48 すてきな三にんぐみ　改訂版（アンゲラーの絵本） 偕成社ＤＣ５紫 49 からすのパンやさん　2版　2刷（かこさとしおはなしのほん　7） 偕成社ＤＣ５紫 50 よろしくともだち（おれたち、ともだち！） 偕成社計 50冊

幼児向けDセット（５・６歳向け）



請求記号 番号 書　名 出版社ＤＣ５紺 1 １１ぴきのねことあほうどり こぐま社ＤＣ５紺 2 めっきらもっきらどおんどん（こどものとも傑作集） 福音館書店ＤＣ５紺 3 おしゃべりなたまごやき（日本傑作絵本シリーズ） 福音館書店ＤＣ５紺 4 どうするどうするあなのなか（日本傑作絵本シリーズ） 福音館書店ＤＣ５紺 5 １４ひきのせんたく 童心社ＤＣ５紺 6 ジオジオのかんむり（こどものとも傑作集） 福音館書店ＤＣ５紺 7 そらまめくんのベッド（こどものとも傑作集） 福音館書店ＤＣ５紺 8 ぐりとぐらとくるりくら（こどものとも傑作集） 福音館書店ＤＣ５紺 9 ガンピーさんのふなあそび ほるぷ出版ＤＣ５紺 10 １００万回生きたねこ（佐野洋子の絵本） 講談社ＤＣ５紺 11 つみきのいえ 白泉社ＤＣ５紺 12 くれよんのくろくん（絵本・こどものひろば） 童心社ＤＣ５紺 13 １１ぴきのねこどろんこ こぐま社ＤＣ５紺 14 だるまちゃんとてんぐちゃん（こどものとも傑作集） 福音館書店ＤＣ５紺 15 ぐるんぱのようちえん（こどものとも絵本） 福音館書店ＤＣ５紺 16 これはのみのぴこ サンリードＤＣ５紺 17 アンガスとあひる（世界傑作絵本シリーズ） 福音館書店ＤＣ５紺 18 よるのえほん あすなろ書房ＤＣ５紺 19 せんたくかあちゃん（こどものとも傑作集） 福音館書店ＤＣ５紺 20 でこちゃん（わたしのえほん） ＰＨＰ研究所ＤＣ５紺 21 ちいさいおうち（岩波の子どもの本） 岩波書店ＤＣ５紺 22 おばけのバーバパパ（新訳えほんシリーズ　１３） 偕成社ＤＣ５紺 23 げんきなマドレーヌ（世界傑作絵本シリーズ） 福音館書店ＤＣ５紺 24 かげ（講談社の翻訳絵本） 講談社ＤＣ５紺 25 みかちゃんとカポネ ブロンズ新社ＤＣ５紺 26 花さき山（ものがたり絵本） 岩崎書店ＤＣ５紺 27 こすずめのぼうけん（こどものとも傑作集） 福音館書店ＤＣ５紺 28 しろいうさぎとくろいうさぎ（世界傑作絵本シリーズ） 福音館書店ＤＣ５紺 29 あさえとちいさいいもうと（こどものとも傑作集） 福音館書店ＤＣ５紺 30 ずーっとずっとだいすきだよ（児童図書館・絵本の部屋） 評論社ＤＣ５紺 31 １００かいだてのいえ 偕成社ＤＣ５紺 32 まりーちゃんのくりすます（岩波の子どもの本） 岩波書店ＤＣ５紺 33 おひめさまはみずあそびがすき（カボチャンおうこく物語） 絵本塾出版ＤＣ５紺 34 つるにょうぼう（日本傑作絵本シリーズ） 福音館書店ＤＣ５紺 35 スーホの白い馬（モンゴル民話　日本傑作絵本シリーズ） 福音館書店ＤＣ５紺 36 ちからたろう　改訂（むかしむかし絵本） ポプラ社ＤＣ５紺 37 モチモチの木（創作絵本） 岩崎書店ＤＣ５紺 38 くわずにょうぼう（≪こどものとも≫傑作集） 福音館書店ＤＣ５紺 39 花さかじい（子どもとよむ日本の昔ばなし） くもん出版ＤＣ５紺 40 おだんごぱん（ロシアの昔話　日本傑作絵本シリーズ） 福音館書店ＤＣ５紺 41 てるちゃんのかお 金の星社ＤＣ５紺 42 赤い実かがやく（そうえん社日本の絵本　19） そうえん社ＤＣ５紺 43 どうぶつえんにいきましょう 教育画劇ＤＣ５紺 44 バクのあかちゃん 教育画劇ＤＣ５紺 45 こびとのくつや（絵本・グリム童話） 教育画劇ＤＣ５紺 46 金のガチョウ（絵本・グリム童話） 教育画劇ＤＣ５紺 47 アリゲイタばあさんはがんこもの 小学館ＤＣ５紺 48 ちからたろう（日本名作おはなし絵本） 小学館ＤＣ５紺 49 びんぼうがみとふくのかみ（日本名作おはなし絵本） 小学館ＤＣ５紺 50 ゆきおんな（日本名作おはなし絵本） 小学館計 50冊

幼児向けEセット（５・６歳向け）



請求記号 番号 書　名 出版社ＤＣ５灰 1 ティッチ（世界傑作絵本シリーズ） 福音館書店ＤＣ５灰 2 ひとまねこざるときいろいぼうし　改版（岩波の子どもの本） 岩波書店ＤＣ５灰 3 しんかんせんでおいかけろ！（のりものえほん） 小峰書店ＤＣ５灰 4 そらいろのたね　改訂版（こどものとも絵本） 福音館書店ＤＣ５灰 5 まっくろネリノ（ガルラーの絵本） 偕成社ＤＣ５灰 6 さかさのこもりくんともりもり 教育画劇ＤＣ５灰 7 じゃんけんほかほかほっかいどう（ヒデ子さんのうたあそびえほん） 佼成出版社ＤＣ５灰 8 だんごむしそらをとぶ 小学館ＤＣ５灰 9 だいじょうぶだいじょうぶ（講談社の創作絵本） 講談社ＤＣ５灰 10 １４ひきのぴくにっく 童心社ＤＣ５灰 11 ３びきのかわいいオオカミ 富山房ＤＣ５灰 12 たべられるしょくぶつ（かがくのとも傑作集） 福音館書店ＤＣ５灰 13 こんにちはあかぎつね！ 偕成社ＤＣ５灰 14 １１ぴきのねこ　ふくろのなか こぐま社ＤＣ５灰 15 給食番長（ｃｕｂ　ｌａｂｅｌ） 長崎出版ＤＣ５灰 16 ぼくがあかちゃんだったとき（教育画劇みんなのえほん） 教育画劇ＤＣ５灰 17 おとうさんはウルトラマン 学研教育出版ＤＣ５灰 18 いつもいっしょに 金の星社ＤＣ５灰 19 あたしおねえちゃんなの クレヨンハウスＤＣ５灰 20 おやゆびひめ（いわさきちひろ・名作えほん） 講談社ＤＣ５灰 21 わたしのすきなもの 偕成社ＤＣ５灰 22 ちいさいみちこちゃん（こどものともセレクション） 福音館書店ＤＣ５灰 23 まじょのおとしもの（こどものとも絵本） 福音館書店ＤＣ５灰 24 どろんこおそうじ（こどものとも傑作集） 福音館書店ＤＣ５灰 25 あひるのたまご（こどものとも傑作集） 福音館書店ＤＣ５灰 26 おひめさまようちえんとはくばのおうじさま えほんの杜ＤＣ５灰 27 まりーちゃんとひつじ（岩波の子どもの本） 岩波書店ＤＣ５灰 28 ふゆじたくのおみせ（日本傑作絵本シリーズ） 福音館書店ＤＣ５灰 29 あそびましょ アリス館ＤＣ５灰 30 あおくんときいろちゃん（国際版絵本） 至光社ＤＣ５灰 31 げんきなマドレーヌ（世界傑作絵本シリーズ） 福音館書店ＤＣ５灰 32 ショコラちゃんのおでかけドライブ（講談社の幼児えほん） 講談社ＤＣ５灰 33 かみさまからの　おくりもの こぐま社ＤＣ５灰 34 ききみみずきん（大型絵本） 岩波書店ＤＣ５灰 35 かもとりごんべえ（むかしむかし絵本） ポプラ社ＤＣ５灰 36 ゆきおんな（むかしむかし絵本） ポプラ社ＤＣ５灰 37 ガラスめだまときんのつののヤギ（ベラルーシ民話　日本傑作絵本シリーズ） 福音館書店ＤＣ５灰 38 やまなしもぎ（日本傑作絵本シリーズ） 福音館書店ＤＣ５灰 39 だいふくもち（こどものとも傑作集） 福音館書店ＤＣ５灰 40 おおかみと七ひきのこやぎ（グリム童話　世界傑作絵本シリーズ） 福音館書店ＤＣ５灰 41 いなばのしろうさぎ（日本むかしばなし） 金の星社ＤＣ５灰 42 ころわんどっきどき ひさかたチャイルドＤＣ５灰 43 うどんのうーやん ブロンズ新社ＤＣ５灰 44 ちくわのわーさん ブロンズ新社ＤＣ５灰 45 しろくまのパンツ ブロンズ新社ＤＣ５灰 46 にんぎょひめ 金の星社ＤＣ５灰 47 イソップどうわ　１（世界名作おはなし絵本） 小学館ＤＣ５灰 48 イソップどうわ　２（世界名作おはなし絵本） 小学館ＤＣ５灰 49 火うちばこ　「アンデルセン童話」より（世界名作おはなし絵本） 小学館ＤＣ５灰 50 みにくいあひるの子　「アンデルセン童話」より（世界名作おはなし絵本） 小学館計 50冊

幼児向けFセット（５・６歳向け）



請求記号 番号 書　名 出版社Dハル 1 １４ひきのぴくにっく 童心社Dハル 2 ９９９ひきのきょうだいのおひっこし ひさかたチャイルドDハル 3 ９９９ひきのきょうだいのはるですよ ひさかたチャイルドDハル 4 あくび 文渓堂Dハル 5 いちご（福音館の幼児絵本） 福音館書店Dハル 6 いちごばたけのちいさなおばあさん（こどものとも傑作集　６７） 福音館書店Dハル 7 えんそくバス（ピーマン村の絵本たち） 童心社Dハル 8 おなべおなべにえたかな？（こどものとも傑作集　１１３） 福音館書店Dハル 9 おひさまぽかぽか（福音館の幼児絵本） 福音館書店Dハル 10 きょうのおべんとうなんだろな（福音館の幼児絵本） 福音館書店Dハル 11 ぐりとぐらとすみれちゃん（こどものとも傑作集） 福音館書店Dハル 12 ぐりとぐらのうたうた１２つき（日本傑作絵本シリーズ） 福音館書店Dハル 13 ぐりとぐらのえんそく（こどものとも傑作集　６４） 福音館書店Dハル 14 さくらのさくらちゃん（おたんじょう月おめでとう　４月生まれ） 自由国民社Dハル 15 じいじのさくら山 白泉社Dハル 16 すてきなあまやどり 徳間書店Dハル 17 そらまめくんのベッド（こどものとも傑作集） 福音館書店Dハル 18 ながぐつくんとあまがさちゃん（おたんじょう月おめでとう　６月生まれ） 自由国民社Dハル 19 なのはなみつけた（かがくのとも傑作集） 福音館書店Dハル 20 なんのおと（きせつのえほん） 絵本塾出版Dハル 21 ねこのなまえ 徳間書店Dハル 22 ねっこぼっこ 平凡社Dハル 23 はなをくんくん（世界傑作絵本シリーズ） 福音館書店Dハル 24 はははのはなし（かがくのとも傑作集） 福音館書店Dハル 25 はるかぜとぷう（こどものともコレクション　２０１１） 福音館書店Dハル 26 はるですはるのおおそうじ（幼児絵本シリーズ） 福音館書店Dハル 27 はるのあそび（季節・行事の工作絵本　４） 岩崎書店Dハル 28 はるをさがしに 文渓堂Dハル 29 ピッキーとポッキー（幼児絵本シリーズ） 福音館書店Dハル 30 ぼくたち子ども宣言　世界中のおとなたちへ（おたんじょう月おめでとう　５月生まれ） 自由国民社Dハル 31 ぽとんぽとんはなんのおと（こどものとも傑作集　７１） 福音館書店Dハル 32 もりのひなまつり（こどものとも傑作集） 福音館書店Dハル 33 やまのぼり（こどものとも傑作集　１０３） 福音館書店Dハル 34 わすれられないおくりもの（児童図書館・絵本の部屋） 評論社Dハル 35 わたしのワンピース こぐま社Dハル 36 一年生になるんだもん 文化出版局Dハル 37 森の絵本 講談社Dハル 38 おひさまえんのさくらのき（あかね・新えほんシリーズ　26） あかね書房Dハル 39 こぶたのブルトン  はるはおはなみ アリス館Dハル 40 はるのプレゼント  くもん出版Dハル 41 ちょうちょうひらひら こぐま社Dハル 42 はるがきた（主婦の友はじめてブック） 主婦の友社Dハル 43 ころわんがはるみっけ! ひさかたチャイルドDハル 44 あめこんこん　新装版　（講談社の創作絵本） 講談社Dハル 45 はるですよふくろうおばさん　新装版　（講談社の創作絵本） 講談社Dハル 46 アンジェリーナのはるまつり（講談社の翻訳絵本） 講談社Dハル 47 はるになったら  徳間書店Dハル 48 はるかぜのホネホネさん（こどものとも傑作集） 福音館書店Dハル 49 ぐりとぐらとくるりくら（こどものとも傑作集　91） 福音館書店Dハル 50 たんぽぽ　第44刷（かがくのとも絵本） 福音館書店計 50冊

季節の絵本　春セット　①



請求記号 番号 書　名 出版社Dハル2 1 あくび 文渓堂Dハル2 2 一年生になるんだもん 文化出版局Dハル2 3 うさぎのおうち ほるぷ出版Dハル2 4 えんそくバス（ピーマン村の絵本たち） 童心社Dハル2 5 おとどけものでーす ひさかたチャイルドDハル2 6 おなべおなべにえたかな？ 福音館書店Dハル2 7 おひなまつりのちらしずし 福音館書店 Dハル2 8 カエルくんのみずたまり 鈴木出版Dハル2 9 かぜのでんしゃにのって 絵本塾出版Dハル2 10 きみたちきょうからともだちだ 朔北社Dハル2 11 ９９９ひきのきょうだいのおひっこし ひさかたチャイルドDハル2 12 ９９９ひきのきょうだいのはるですよ ひさかたチャイルドDハル2 13 ぐりとぐらとすみれちゃん（こどものとも傑作集） 福音館書店Dハル2 14 ぐりとぐらのうたうた１２つき（日本傑作絵本シリーズ） 福音館書店Dハル2 15 ぐりとぐらのえんそく（こどものとも傑作集　６４） 福音館書店Dハル2 16 これなあに はる・なつ・あき・ふゆ あかね書房Dハル2 17 ころわんがはるみっけ！ ひさかたチャイルドDハル2 18 さくら 童心社Dハル2 19 じいじのさくら山 白泉社Dハル2 20 １４ひきのぴくにっく 童心社Dハル2 21 すてきなあまやどり 徳間書店Dハル2 22 そらまめくんのベット 福音館書店Dハル2 23 たんぽぽ 福音館書店Dハル2 24 たんぽぽのおくりもの ひかりのくにDハル2 25 チョウのはなし　かしこくておしゃれでふしぎな、ちいさないのち ほるぷ出版Dハル2 26 つくし 福音館書店Dハル2 27 なんのおと　はる（きせつのえほん） 絵本塾出版Dハル2 28 なんのかたち　はる 絵本塾出版Dハル2 29 なんのにおい はる 絵本塾出版 Dハル2 30 庭にたねをまこう！ 岩波書店Dハル2 31 ねこのなまえ 徳間書店Dハル2 32 はなをくんくん 福音館書店Dハル2 33 はるがきた あすなろ書房Dハル2 34 はるかぜのホネホネさん 福音館書店Dハル2 35 はるじゃのばけつ ひさかたチャイルドDハル2 36 はるねこ 講談社Dハル2 37 はるのあそび（季節・行事の工作絵本　４） 岩崎書店Dハル2 38 はるをさがしに 文渓堂Dハル2 39 ひなまつりルンルンおんなのこの日! 文溪堂 Dハル2 40 ファーディのはる 理論社Dハル2 41 ふうとはなとたんぽぽ 童心社Dハル2 42 ぽとんぽとんはなんのおと 福音館書店Dハル2 43 ほわほわさくら くもん出版Dハル2 44 もうすぐもうすぐ 教育画劇Dハル2 45 もりのひなまつり（こどものとも傑作集） 福音館書店Dハル2 46 森のみずなら 福音館書店 Dハル2 47 やまのぼり（こどものとも傑作集　１０３） 福音館書店Dハル2 48 ランドセルがやってきた 徳間書店Dハル2 49 リスとはるの森 コンセル Dハル2 50 わたしのワンピース こぐま社計 50冊

季節の絵本　春セット　②



請求記号 番号 書　名 出版社Dナツ 1 １４ひきのとんぼいけ 童心社Dナツ 2 ありとすいか（名作絵本復刊シリーズ　５） ポプラ社Dナツ 3 うみ（おたんじょう月おめでとう　７月生まれ） 自由国民社Dナツ 4 うみのポストくん 教育画劇Dナツ 5 おじさんのかさ 講談社Dナツ 6 おばけのてんぷら ポプラ社Dナツ 7 おばけのどろんどろんとぴかぴかおばけ ポプラ社Dナツ 8 かにこちゃん（はじめてであうえほんシリーズ） くもん出版Dナツ 9 カミナリこぞうがふってきた（絵本のおもちゃばこ　３５） ポプラ社Dナツ 10 ぐりとぐらのかいすいよく（こどものとも傑作集　５９） 福音館書店Dナツ 11 すいかとかぼちゃの大冒険（おたんじょう月おめでとう　８月生まれ） 自由国民社Dナツ 12 すいかのたね（ばばばあちゃんの絵本） 福音館書店Dナツ 13 スイミー　ちいさなかしこいさかなのはなし 好学社Dナツ 14 たなばたものがたり（行事の由来えほん） 教育画劇Dナツ 15 だるまちゃんとかみなりちゃん（こどものとも絵本） 福音館書店Dナツ 16 ちいちゃんのかげおくり（あかね創作えほん　１１） あかね書房Dナツ 17 トマトのひみつ（かがくのとも傑作集） 福音館書店Dナツ 18 なつのいちにち 偕成社Dナツ 19 なつのおとずれ（わたしのえほん） ＰＨＰ研究所Dナツ 20 なつやすみ虫ずかん（かがくのとも傑作集） 福音館書店Dナツ 21 なんのおと（きせつのえほん） 絵本塾出版Dナツ 22 にじいろのさかな（世界の絵本） 講談社Dナツ 23 はちうえはぼくにまかせて ペンギン社Dナツ 24 はなびのはなし（かがくのとも傑作集） 福音館書店Dナツ 25 ひさの星（創作絵本　７） 岩崎書店Dナツ 26 ひとりぼっちのかえる こぐま社Dナツ 27 ひまわりさん（いもとようこのおひさま絵本シリーズ） 佼成出版社Dナツ 28 ふたごのかいぞく 復刊ドットコムDナツ 29 ふってきました（講談社の創作絵本） 講談社Dナツ 30 ぼく、あぶらぜみ（かがくのとも絵本） 福音館書店Dナツ 31 やさいのおなか（幼児絵本シリーズ） 福音館書店Dナツ 32 わたし、くわがた（かがくのとも絵本） 福音館書店Dナツ 33 わにわにのおでかけ（福音館の幼児絵本） 福音館書店Dナツ 34 ガンピーさんのふなあそび ほるぷ出版Dナツ 35 めっきらもっきらどおんどん 福音館書店Dナツ 36 ぼくおよげるんだ（くまたくんのえほん　2） あかね書房Dナツ 37 したのすいぞくかん くもん出版Dナツ 38 くまの子ウーフのかいすいよく（くまの子ウーフの絵本　6） ポプラ社Dナツ 39 おばけパーティ ほるぷ出版Dナツ 40 なみにきをつけて、シャーリー　改訂新版 ほるぷ出版Dナツ 41 なつのあそび（季節・行事の工作絵本　1） 岩崎書店Dナツ 42 やまねこせんせいのなつやすみ ひさかたチャイルドDナツ 43 ぼく、あめふりお 教育画劇Dナツ 44 なつですよ（四季のえほん） 金の星社Dナツ 45 ちいさいモモちゃん　1　復刻版　おばけとモモちゃん 講談社Dナツ 46 いるかはさかなじゃないんだよ。 朔北社Dナツ 47 うちのきんぎょ 世界文化社Dナツ 48 たなばた　第40刷　中国の昔話（こどものとも絵本） 福音館書店Dナツ 49 あめのひのおるすばん（国際版絵本） 福音館書店Dナツ 50 はじめてのキャンプ（福音館創作童話シリーズ） 福音館書店計 50冊

季節の絵本　夏セット　①



請求記号 番号 書　名 出版社Ｄナツ2 1 ありとすいか（名作絵本復刊シリーズ　５） ポプラ社Ｄナツ2 2 うみ 自由国民社Ｄナツ2 3 うみのいえのなつやすみ 偕成社Ｄナツ2 4 うみのポストくん 教育画劇Ｄナツ2 5 うみへいくピン・ポン・バス 偕成社Ｄナツ2 6 エンソくんきしゃにのる（こどものとも絵本） 福音館書店Ｄナツ2 7 おーいおひさま! ひさかたチャイルドＤナツ2 8 おじさんのかさ 講談社Ｄナツ2 9 おばけのてんぷら ポプラ社Ｄナツ2 10 おばけのどろんどろんとぴかぴかおばけ ポプラ社Ｄナツ2 11 かにこちゃん（はじめてであうえほんシリーズ） くもん出版Ｄナツ2 12 かぶと3兄弟 教育画劇Ｄナツ2 13 カミナリこぞうがふってきた（絵本のおもちゃばこ　３５） ポプラ社Ｄナツ2 14 くすのきだんちのなつやすみ ひかりのくにＤナツ2 15 ぐりとぐらのかいすいよく（こどものとも傑作集　５９） 福音館書店Ｄナツ2 16 これなあに はる・なつ・あき・ふゆ あかね書房Ｄナツ2 17 ゴロゴロドーンかみなりさまおっこちた ひかりのくにＤナツ2 18 じっちょりんのなつのいちにち 文渓堂Ｄナツ2 19 １４ひきのとんぼいけ 童心社Ｄナツ2 20 すいか！ 小峰書店Ｄナツ2 21 すいかくんがね… 童心社Ｄナツ2 22 すいかとかぼちゃの大冒険（おたんじょう月おめでとう　８月生まれ） 自由国民社Ｄナツ2 23 すいかのたね（ばばばあちゃんの絵本） 福音館書店Ｄナツ2 24 すいかのめいさんち 鈴木出版Ｄナツ2 25 スイミー　ちいさなかしこいさかなのはなし 好学社Ｄナツ2 26 たなばたウキウキねがいごとの日! 文溪堂Ｄナツ2 27 たなばたバス 鈴木出版Ｄナツ2 28 たなばたものがたり（行事の由来えほん） 教育画劇Ｄナツ2 29 たなばたまつり 講談社Ｄナツ2 30 だるまちゃんとかみなりちゃん（こどものとも絵本） 福音館書店Ｄナツ2 31 てんとうむしのベル（にわの小さななかまたち） 岩波書店Ｄナツ2 32 なつですよ 偕成社Ｄナツ2 33 なつのいちにち 絵本塾出版 Ｄナツ2 34 なんのかたち　なつ 絵本塾出版 Ｄナツ2 35 なんのにおい なつ ポトス出版 Ｄナツ2 36 ねぶただ 福音館書店Ｄナツ2 37 はじめてのキャンプ 童心社Ｄナツ2 38 はなびドーン ひさかたチャイルドＤナツ2 39 パパとあたしのキャンプ こぐま社Ｄナツ2 40 ひとりぼっちのかえる 福音館書店Ｄナツ2 41 ひまわり 福音館書店 Ｄナツ2 42 ほたるホテル 講談社Ｄナツ2 43 みずまき ブロンズ新社Ｄナツ2 44 みつばちみつひめ ほるぷ出版Ｄナツ2 45 むしとりにいこうよ くもん出版Ｄナツ2 46 モリくんのすいかカー 福音館書店 Ｄナツ2 47 森のみずなら ひさかたチャイルドＤナツ2 48 やまねこせんせいのなつやすみ 福音館書店Ｄナツ2 49 わにわにのおでかけ ひさかたチャイルドＤナツ2 50 わんぱくだんのなつまつり 福音館書店計 50冊

季節の絵本　夏セット　②



請求記号 番号 書　名 出版社Dアキ 1 １４ひきのおつきみ 童心社Dアキ 2 なんのおと（きせつのえほん） 絵本塾出版Dアキ 3 びっくりまつぼっくり（幼児絵本ふしぎなたねシリーズ） 福音館書店Dアキ 4 おおきなおおきなおいも　鶴巻幼稚園・市村久子の教育実践による（福音館創作童話シリーズ） 福音館書店Dアキ 5 もりのてぶくろ（幼児絵本ふしぎなたねシリーズ） 福音館書店Dアキ 6 もりのなか（世界傑作絵本シリーズ） 福音館書店Dアキ 7 あきはいろいろ（おひさまのほん） 小学館Dアキ 8 どんなにきみがすきだかあててごらん　あきのおはなし（評論社の児童図書館・絵本の部屋） 評論社Dアキ 9 おつきさまこっちむいて（幼児絵本ふしぎなたねシリーズ） 福音館書店Dアキ 10 どんぐりロケット（ほるぷ創作絵本） ほるぷ出版Dアキ 11 おつきさまにぼうしを 文溪堂Dアキ 12 お月さまにげた 毎日新聞社Dアキ 13 くいしんぼうのどんぐりくん（講談社の創作絵本） 講談社Dアキ 14 おつきみピクニック（ほるぷ創作絵本） ほるぷ出版Dアキ 15 こぶたのブルトン　あきはうんどうかい アリス館Dアキ 16 もりのかくれんぼう 偕成社Dアキ 17 いもほりやま（えほんのぼうけん　５） 岩崎書店Dアキ 18 １４ひきのかぼちゃ 童心社Dアキ 19 １４ひきのやまいも 童心社Dアキ 20 さつまのおいも（ピーマン村の絵本たち） 童心社Dアキ 21 ばばばあちゃんのやきいもたいかい（かがくのとも傑作集） 福音館書店Dアキ 22 くまくんとつき（おたんじょう月おめでとう　９月生まれ） 自由国民社Dアキ 23 もりいちばんのおともだち（日本傑作絵本シリーズ） 福音館書店Dアキ 24 どんぐりかいぎ（かがくのとも傑作集） 福音館書店Dアキ 25 こぎつねコンとこだぬきポン（童心社の絵本　２） 童心社Dアキ 26 ごんぎつね（日本の童話名作選） 偕成社Dアキ 27 お月さまってどんなあじ？ セーラー出版Dアキ 28 おちばいちば ブロンズ新社Dアキ 29 ゆめちゃんのハロウィーン（講談社の創作絵本） 講談社Dアキ 30 おほしさまかいて！ 偕成社Dアキ 31 おやすみなさい　おつきさま（児童図書館・絵本の部屋） 評論社Dアキ 32 パパ、お月さまとって！（ボードブック） 偕成社Dアキ 33 おばあちゃんのおはぎ（クローバーえほんシリーズ） 佼成出版社Dアキ 34 あ、きこえたよ（PHPにこにこえほん） ＰＨＰ研究所Dアキ 35 どんぐりのき（わたしのえほん） ＰＨＰ研究所Dアキ 36 10ぴきのかえるのおつきみ（PHPにこにこえほん） ＰＨＰ研究所Dアキ 37 10ぴきのかえるのあきまつり（PHPにこにこえほん） ＰＨＰ研究所Dアキ 38 はっぱじゃないよぼくがいる （森をあるけば　1） アリス館Dアキ 39 あきのあそび （季節・行事の工作絵本　2） 岩崎書店Dアキ 40 おおきなかぼちゃ（主婦の友はじめてブック） 主婦の友社Dアキ 41 おつきみうさぎ（ピーマン村の絵本たち） 童心社Dアキ 42 14ひきのあきまつり  童心社Dアキ 43 どんぐりもりのおきゃくさん（しぜんにタッチ！） ひさかたチャイルドDアキ 44 木の実のけんか（日本傑作絵本シリーズ） 福音館書店Dアキ 45 つきのぼうや（世界傑作絵本シリーズ） 福音館書店Dアキ 46 おひさまいろのきもの（日本傑作絵本シリーズ） 福音館書店Dアキ 47 ファーディとおちば 理論社Dアキ 48 つきよ（スピカのおはなしえほん　13） 教育画劇Dアキ 49 どんぐりどらや  佼成出版社Dアキ 50 あきにであったおともだち 文溪堂計 50冊

季節の絵本　秋セット　①



請求記号 番号 書　名 出版社Dアキ2 1 あきはいろいろ 小学館Dアキ2 2 アンジェリーナのハロウィーン 講談社Dアキ2 3 いちょうの実 三起商行Dアキ2 4 おおきなおおきなおいも 福音館書店Dアキ2 5 おおきなかぼちゃ 主婦の友社Dアキ2 6 おちばいちば ブロンズ新社Dアキ2 7 おちばひらひら 偕成社Dアキ2 8 おつきさまはまあるくなくっちゃ！ 大日本図書Dアキ2 9 おつきさまこっちむいて 福音館書店Dアキ2 10 おひさまいろのきもの 福音館書店Dアキ2 11 きのみのケーキ（もりのおくりもの2） 福音館書店Dアキ2 12 ぎゅっとだっこ七五三 岩崎書店Dアキ2 13 くまくんとつき 自由国民社Dアキ2 14 くまのこくまきち  ひさかたチャイルドDアキ2 15 これなあに はる・なつ・あき・ふゆ あかね書房Dアキ2 16 ごんぎつね 講談社Dアキ2 17 さわさわもみじ くもん出版Dアキ2 18 10ぴきのかえるのあきまつり PHP研究所Dアキ2 19 14ひきのかぼちゃ 童心社Dアキ2 20 １４ひきのあきまつり 童心社Dアキ2 21 14ひきのおつきみ 童心社Dアキ2 22 14ひきのやまいも 童心社Dアキ2 23 しりとりレストラン 自由国民社 Dアキ2 24 たのしいふゆごもり 福音館書店Dアキ2 25 月おとこ（児童図書館・絵本の部屋） 評論社Dアキ2 26 つきのぼうや 福音館書店Dアキ2 27 どんぐりきょうだい 自由国民社Dアキ2 28 どんぐりころちゃん アリス館Dアキ2 29 どんぐりとんぽろりん ひさかたチャイルドDアキ2 30 どんぐりロケット ほるぷ出版Dアキ2 31 なんのおと　あき 絵本塾Dアキ2 32 なんのにおい あき 絵本塾出版 Dアキ2 33 ばけばけはっぱ ハッピーオウル社Dアキ2 34 パパ、お月さまとって! 偕成社Dアキ2 35 ばばばあちゃんのやきいもたいかい 福音館書店Dアキ2 36 ハロウィンドキドキおばけの日！ 文渓堂Dアキ2 37 ハロウィンのランプ 岩崎書店Dアキ2 38 びっくりまつぼっくり 福音館書店 Dアキ2 39 ファーディとおちば 理論社Dアキ2 40 もっともっとおおきなおなべ フレーベル館Dアキ2 41 もりいちばんのおともだち 福音館書店Dアキ2 42 もりのおふろやさん ひさかたチャイルドDアキ2 43 もりのかくれんぼう 偕成社Dアキ2 44 もりのてぶくろ 福音館書店 Dアキ2 45 もりのなか 福音館書店Dアキ2 46 森のみずなら 福音館書店 Dアキ2 47 やきいもするぞ ゴブリン書房Dアキ2 48 やまねこせんせいのこんやはおつきみ ひさかたチャイルドDアキ2 49 やまのおみやげ ポプラ社 Dアキ2 50 ゆめちゃんのハロウィーン 講談社計 50冊

季節の絵本　秋セット　②



請求記号 番号 書　名 出版社Dフユ 1 １４ひきのさむいふゆ 童心社Dフユ 2 １４ひきのもちつき 童心社Dフユ 3 あしたはだれにあえるかな（おたんじょう月おめでとう　３月生まれ） 自由国民社Dフユ 4 おめでとうおめでとう（おたんじょう月おめでとう　１月生まれ） 自由国民社Dフユ 5 クリスマスって　なあに 講談社Dフユ 6 クリスマスにはおくりもの 絵本館Dフユ 7 クリスマスのちいさなおくりもの（こどものとも絵本） 福音館書店Dフユ 8 ぐりとぐらのおおそうじ（日本傑作絵本シリーズ） 福音館書店Dフユ 9 ぐりとぐらのおきゃくさま（ぐりとぐらの絵本） 福音館書店Dフユ 10 さむがりやのサンタ（世界傑作絵本シリーズ） 福音館書店Dフユ 11 サンタクロースってほんとにいるの？（かがくのとも傑作集） 福音館書店Dフユ 12 サンタクロースと小人たち 偕成社Dフユ 13 しもばしら（かがくのとも傑作集） 福音館書店Dフユ 14 しんせつなともだち（こどものとも絵本） 福音館書店Dフユ 15 だるまちゃんとうさぎちゃん（こどものとも絵本） 福音館書店Dフユ 16 てぶくろ　ウクライナ民話（世界傑作絵本シリーズ） 福音館書店Dフユ 17 てぶくろがいっぱい 偕成社Dフユ 18 なんのおと（きせつのえほん） 絵本塾出版Dフユ 19 ねずみくんとゆきだるま（ねずみくんの絵本　１５） ポプラ社Dフユ 20 バーバパパのプレゼント（講談社のバーバパパえほん） 講談社Dフユ 21 はたらきもののじょせつしゃけいてぃー　新版（世界傑作絵本シリーズ） 福音館書店Dフユ 22 ばばばあちゃんのマフラー（日本傑作絵本シリーズ） 福音館書店Dフユ 23 ふゆのあそび（季節・行事の工作絵本　３） 岩崎書店Dフユ 24 ふゆめがっしょうだん（かがくのとも傑作集） 福音館書店Dフユ 25 へんしんプレゼント（新しいえほん） 金の星社Dフユ 26 まめのかぞえうた（たんぽぽえほんシリーズ） 鈴木出版Dフユ 27 めがねうさぎのクリスマスったらクリスマス ポプラ社Dフユ 28 もりのおくのおちゃかいへ 偕成社Dフユ 29 やまのおふろやさん（ぽかぽかおふろ） ひさかたチャイルドDフユ 30 ゆきだるま（児童図書館・絵本の部屋） 評論社Dフユ 31 ゆきのひ（偕成社の新訳えほん） 偕成社Dフユ 32 ゆきのひのゆうびんやさん（幼児絵本シリーズ） 福音館書店Dフユ 33 よるくまクリスマスのまえのよる 白泉社Dフユ 34 急行「北極号」 あすなろ書房Dフユ 35 手ぶくろを買いに（日本の童話名作選） 偕成社Dフユ 36 アイスクリームがふってきた（くまたくんのえほん　3） あかね書房Dフユ 37 まりーちゃんのくりすます（岩波の子どもの本　15） 岩波書店Dフユ 38 十二支のはじまり（てのひらむかしばなし） 岩波書店Dフユ 39 おしょうがつさんどんどこどん（ワンダーおはなし絵本） 世界文化社Dフユ 40 どうして十二支にネコ年はないの? 徳間書店Dフユ 41 ポカポカホテル（ひかりのくに傑作絵本集　14） ひかりのくにDフユ 42 つんつくせんせいとくまのゆめ  フレーベル館Dフユ 43 ふゆのおばけ（こどものくに傑作絵本） 金の星社Dフユ 44 ふくはうち（おたんじょう月おめでとう　2月生まれ） 自由国民社Dフユ 45 はなをくんくん（世界傑作絵本シリーズ） 福音館書店Dフユ 46 クリスマスのふしぎなはこ（福音館の幼児絵本） 福音館書店Dフユ 47 おおさむこさむ（こどものとも傑作集） 福音館書店Dフユ 48 もうすぐおしょうがつ（こどものとも絵本） 福音館書店Dフユ 49 まどから★おくりもの（五味太郎・しかけ絵本　3） 偕成社Dフユ 50 あのね、サンタの国ではね…　サンタクロースの1年のくらし 偕成社計 50冊

季節の絵本　冬セット　①



請求記号 番号 書　名 出版社Dフユ2 1 あけましておめでとう 童心社Dフユ2 2 いちばんちいさなクリスマスプレゼント 主婦の友社Dフユ2 3 おいもさんがね… 童心社Dフユ2 4 オオカミのクリスマス 小峰書店 Dフユ2 5 おおさむこさむ 福音館書店Dフユ2 6 おしょうがつさんどんどこどん 世界文化社Dフユ2 7 お正月さんありがとう 岩崎書店Dフユ2 8 おたすけこびとのクリスマス 徳間書店Dフユ2 9 おにはうち！ 童心社Dフユ2 10 おもちのきもち 講談社Dフユ2 11 おやこペンギンジェイとドゥのゆきあそび ひさかたチャイルドDフユ2 12 かさじぞう (こどものとも絵本) 福音館書店Dフユ2 13 韓国のお正月 岩崎書店 Dフユ2 14 教会ねずみとのんきなねこのメリークリスマス！ 徳間書店Dフユ2 15 こうくんとちいさなゆきだるま 小学館Dフユ2 16 子うさぎましろのお話 ポプラ社Dフユ2 17 こぐまのトムトム ぼくのふゆやすみ 絵本塾出版Dフユ2 18 このゆきだるまだーれ？ 福音館書店Dフユ2 19 これなあに はる・なつ・あき・ふゆ あかね書房Dフユ2 20 サンタさんたら、もう! WAVE出版Dフユ2 21 ジャッキーのクリスマス ブロンズ新社Dフユ2 22 十二支のおはなし 岩崎書店Dフユ2 23 しんせつなともだち 福音館書店Dフユ2 24 すいすいたこたこ 鈴木出版Dフユ2 25 せつぶんワイワイまめまきの日! 文溪堂 Dフユ2 26 そりあそび 福音館書店Dフユ2 27 ちょろりんのすてきなセーター 福音館書店Dフユ2 28 手ぶくろを買いに 岩崎書店Dフユ2 29 とらたとおおゆき 福音館書店Dフユ2 30 ハリーのセーター 福音館書店Dフユ2 31 はろるどのクリスマス 文化学園文化出版局Dフユ2 32 ピッキーとポッキーのはいくえほん おしょうがつのまき 福音館書店Dフユ2 33 ふたつのねがい 光村教育図書Dフユ2 34 ふゆがすき あすなろ書房Dフユ2 35 ふゆってどんなところなの? 学研マーケティングDフユ2 36 ふゆってたのしいね! BL出版Dフユ2 37 ふゆですよ 金の星社Dフユ2 38 ふゆやさいのふゆやすみ ひかりのくにDフユ2 39 ポカポカホテル ひかりのくにDフユ2 40 ぼくのてぶくろ 岩崎書店Dフユ2 41 みかんのひみつ ひさかたﾁｬｲﾙﾄﾞDフユ2 42 もうすぐおしょうがつ 福音館書店Dフユ2 43 もりのてがみ 福音館書店Dフユ2 44 森のみずなら 福音館書店 Dフユ2 45 ゆき あすなろ書房Dフユ2 46 ゆきだるまのきもち 自由国民社Dフユ2 47 ゆきのうえゆきのした 福音館書店Dフユ2 48 ゆきのひのホネホネさん 福音館書店Dフユ2 49 ゆきむすめ 福音館書店Dフユ2 50 ゆきやまたんけん 福音館書店計 50冊

季節の絵本　冬セット　②



請求記号 番号 書　名 出版社DSA 1 ああいいきもち 教育画劇DSA 2 あかちゃんとちゅ ブロンズ社DSA 3 いちご 福音館書店DSA 4 いっすんぼうし（日本の昔話えほん10） あかね書房DSA 5 いやだいやだ 福音館書店DSA 6 うらしまたろう（日本の昔話えほん6） あかね書房DSA 7 うわさのようちえん１日１話絵本 福音館書店DSA 8 おつきさんのぼうし 講談社DSA 9 おはよう グランまま社DSA 10 おむかえワニさん 文溪堂DSA 11 おやすみ グランまま社DSA 12 がたんごとんがたんごとんざぶんざぶん 福音館書店DSA 13 からすのパンやさん 偕成社DSA 14 きょうもひつじぱん 鈴木出版 DSA 15 ぐりとぐら 福音館書店DSA 16 くんくん、いいにおい グランまま社DSA 17 １１ぴきのねことあほうどり こぐま社DSA 18 １４ひきのせんたく 童心社DSA 19 しゅっしゅぽっぽ 教育画劇DSA 20 ぞうくんのさんぽ 福音館書店DSA 21 たまごさんがね… 童心社DSA 22 だるまさんと ブロンズ新社DSA 23 ちびうさいえで！ 光村教育図書DSA 24 ちびゴリラのちびちび ふるぷ出版DSA 25 つるのおんがえし（日本の昔話えほん8） あかね書房DSA 26 どうしたのブタくん 鈴木出版 DSA 27 に～っこり くもん出版DSA 28 にんじん 福音館書店DSA 29 ねずみくんのチョッキ ポプラ社DSA 30 ねみちゃんとねずみくん ポプラ社DSA 31 のれるかな？うかぶかな　ききゅう ゴブリン出版DSA 32 はっぱのおうち 福音館書店DSA 33 はなさかじいさん（日本の昔話えほん4） あかね書房DSA 34 バムとケロのさむいあさ 文溪堂DSA 35 バムとケロのにちようび 文溪堂DSA 36 ハンダのびっくりプレゼント 光村教育図書DSA 37 ふねがきた！ 福音館書店DSA 38 ふわふわでんしゃ 岩崎書店DSA 39 ぼくんちのゴリ 福音館書店DSA 40 またまたねずみくんのチョッキ ポプラ社DSA 41 ままみてて ポプラ社DSA 42 まるさんかくぞう 文溪堂DSA 43 みんなおかえり 金の星社DSA 44 もっちゃうもっちゃうもうもっちゃう 徳間書店DSA 45 ももたろう（日本の昔話えほん１） あかね書房DSA 46 もりのおふろ 福音館書店DSA 47 ゆうたとさんぽする あかね書房DSA 48 ゆっくとすっくきょうからおともだち ひかりのくにDSA 49 わたしのワンピース こぐま社DSA 50 わにわにのおふろ 福音館書店計 50冊

小さい子向けAセット（０～６歳向け）



請求記号 番号 書　名 出版社DSB 1 あいすることあいされること ポプラ社DSB 2 あのな　これはひみつやで 偕成社DSB 3 あめのひのえんそく ひさかたチャイルドDSB 4 いました 福音館書店DSB 5 うちにかえったガラゴ 文溪堂DSB 6 おこさまランチいただきまーす 岩崎書店DSB 7 おひさまぽかぽか 福音館書店DSB 8 おめんです 偕成社 DSB 9 おやすみなさいコッコさん 福音館書店DSB 10 かさじぞう（日本の昔話えほん2） あかね書房DSB 11 かちかちやま（日本の昔話えほん7） あかね書房DSB 12 からすのおかしやさん 偕成社DSB 13 からすのやおやさん 偕成社DSB 14 くっついた こぐま社DSB 15 くれよんのくろくん 童心社DSB 16 こぐまのくうちゃん 童心社DSB 17 さるかにがっせん（日本の昔話えほん3） あかね書房DSB 18 したきりすずめ（日本の昔話えほん5） あかね書房DSB 19 １４ひきのあさごはん 童心社DSB 20 １４ひきのぴくにっく 童心社DSB 21 すずめふたごちゃん 佼成出版社 DSB 22 ぞうくんのあめふりさんぽ 福音館書店DSB 23 だるまさんが ブロンズ新社DSB 24 だるまさんの ブロンズ新社DSB 25 ちびうさにいちゃん！ 光村教育図書DSB 26 ちょうちょひらひら こぐま社DSB 27 ならびました 福音館書店DSB 28 にこにこでんしゃ 岩崎書店DSB 29 ねこときどきらいおん 講談社DSB 30 ねずみのよめいり（日本の昔話えほん9） あかね書房DSB 31 ねないこだれだ 福音館書店DSB 32 のびるのび～る 教育画劇DSB 33 はーい！ アリス館DSB 34 バムとケロのおかいもの 文溪堂DSB 35 バムとケロのそらのたび 文溪堂DSB 36 はらぺこあおむし 偕成社DSB 37 ひつじぱん 鈴木出版 DSB 38 フルーツケーキいただきます ポプラ社DSB 39 ヘンテコリンおじさん 講談社DSB 40 ぽんぽんポコポコ 金の星社DSB 41 またまたはーい！ アリス館DSB 42 まり クレヨンハウスDSB 43 みんなうんち 福音館書店DSB 44 もじゃもじゃ 福音館書店DSB 45 もっとひつじぱん 鈴木出版 DSB 46 ゆうたとかぞく あかね書房DSB 47 ゆうたはともだち あかね書房DSB 48 ようちえんにいくんだもん 文化学園文化出版局 DSB 49 わにわにのおでかけ 福音館書店DSB 50 ワララちゃんのおるすばん 佼成出版社 計 50冊

小さい子向けBセット（０～６歳向け）



 



様式絵１号江東区立 　行（FAX：３６４３－００６７） 施設名　（貸出カード番号 　　）団体貸出「絵本セット」を下記のとおり申込みます。

※貸出状況により、ご希望に沿えない場合もございます。

【図書館→通信欄】 下記のとおりの貸出・配本日時となりましたのでご確認願います。1 貸出セット名2 配本日時3 □担当者　　　深川図書館　（　　　　　）4 その他
【図書館使用欄】 備考日付 担当 日付 担当 日付 担当

団体貸出「絵本セット」申込書兼確認書　　年　　月　　日
第一希望

深川図書館
記１．貸出希望セット名１．貸出希望セット名１．貸出希望セット名１．貸出希望セット名第二希望

施設連絡

３．その他　３．その他　３．その他　３．その他　※連絡事項等ございましたらご記入ください。※連絡事項等ございましたらご記入ください。※連絡事項等ございましたらご記入ください。※連絡事項等ございましたらご記入ください。

第三希望２．事務連絡先２．事務連絡先２．事務連絡先２．事務連絡先

　　/　　（　）

①施設連絡配本車予約・手配管理簿入力 ②貸出処理

施設住所担当者TEL FAX

③貸出リスト出力　管理簿入力



 



様式絵２号江東区立 　行（FAX：３６４３－００６７） 施設名　（貸出カード番号 　　）
借受しました下記のセットを返却しますので回収をお願いします。

【図書館→通信欄】 下記のとおりの回収日時となります。ご確認をお願いします。1 回収セット名2 回収日時3 □担当者　　　深川図書館　（　　　　　）4 その他
【図書館使用欄】 備考日付 担当 日付 担当 日付 担当①施設連絡配本車予約・手配管理簿入力 ②返却処理 ③管理簿入力※回収日までに、返却する本が全部そろっていることを「団体貸出リスト」で確認の上、返却願います。

３．その他　３．その他　３．その他　３．その他　※連絡事項等ございましたらご記入ください。※連絡事項等ございましたらご記入ください。※連絡事項等ございましたらご記入ください。※連絡事項等ございましたらご記入ください。

２．事務連絡先２．事務連絡先２．事務連絡先２．事務連絡先

FAX
施設住所担当者TEL

深川図書館

施設連絡 　　/　　（　）

団体貸出「絵本セット」回収依頼書兼確認書　　年　　月　　日
セット名 記

１．返却セット名１．返却セット名１．返却セット名１．返却セット名


