
提供本リスト（                                                    ） 71 冊イグアス日本語学校

書籍ID 題名 著者１ 絵/出版社 出版年/頁数 寄贈国 送付日ｓ 提供元表紙

72 てのひら文庫２年　車いすの
犬「花子」

坂井ひろ子 大森美恵子

文渓堂

28 イグアス日本語学校 ブックオフ1

833 ねないこだれだ せなけいこ

福音館書店

1969 24 イグアス日本語学校 教職員

870 ミッフィーのおてつだい ブルーナのシェー
プ・ミニ

ディックブルーナ

講談社

1998 12 イグアス日本語学校 教職員

1164 ハローキティのやさしいあや
とり

野口広

サンリオ

1993 82 イグアス日本語学校 教職員

1205 もしもし　おかあさん 久保喬 いもとようこ

金の星社

1979 16 イグアス日本語学校 教職員

1224 わたしのえほん いわさきちひろ

講談社

1973 23 イグアス日本語学校 教職員

1253 きつねとつきみそう こわせたまみ いもとようこ

金の星社

1981 31 イグアス日本語学校 教職員

1314 おかあさんだ まついのりこ

偕成社

1987 24 イグアス日本語学校 教職員

1315 じょうずじょうず まついのりこ

偕成社

1987 24 イグアス日本語学校 教職員

1689 お母さんが読んで聞かせるお
話B

富本一枝

藤城清治 暮らしの手帖社

1973 165 イグアス日本語学校 ロータリー河合氏



書籍ID 題名 著者１ 絵/出版社 出版年/頁数 寄贈国 送付日ｓ 提供元表紙

1690 イソップどうわ 1.2.3歳ちえあそび百
科

講談社

1976 17 イグアス日本語学校 ロータリー河合氏

1691 イソップどうわ にじのえほん

エルム

16 イグアス日本語学校 ロータリー河合氏

1779 うらしまたろう

アニメ昔ばなしシ
リーズ

永岡書店

1990 45 イグアス日本語学校 横浜緑ロータリー

2312 たれぱんだ 末政ひかる

小学館

1999 64 イグアス日本語学校 ブックオフ8

2323 シュレック２　the movie novel ジェシー・レオン・
マッカン
杉田七重 角川書店

2007 191 イグアス日本語学校 ブックオフ8

2368 どうぶつあいうえお まどみちお ましませつこ

偕成社

1984 47 イグアス日本語学校 ブックオフ8

2497 さいごのまほう 中島和子 秋里信子

金の星社

1999 93 イグアス日本語学校 ブックオフ8

2538 宇宙のみなしご 森絵都

講談社

1994 205 イグアス日本語学校 ブックオフ8

2552 がんばれブライアン 桑原崇寿 小林たつよし

小学館

1995 180 イグアス日本語学校 ブックオフ8

2553 101匹わんちゃん 橘高弓枝

ディズニーアニメ 偕成社

1997 167 イグアス日本語学校 ブックオフ8

2554 ブラザー・ベア 橘高弓枝

ディズニーアニメ 偕成社

2004 161 イグアス日本語学校 ブックオフ8



書籍ID 題名 著者１ 絵/出版社 出版年/頁数 寄贈国 送付日ｓ 提供元表紙

2555 赤いくつ　アンデルセン童話 角田光代 網中いづる

フェリシモ出版

2008 31 イグアス日本語学校 ブックオフ8

2560 ダンボ ディズニーのえほん

ペンギン・ブックス・
ジャパン

29 イグアス日本語学校 ブックオフ8

2564 うごけなくなったきかんしゃ
トービー

W・オードリー

まだらめ三保 ポプラ社

1993 25 イグアス日本語学校 ブックオフ8

2565 がんばりやのきかんしゃトー
ビー

W・オードリー

まだらめ三保 ポプラ社

1990 25 イグアス日本語学校 ブックオフ8

2569 みにくいあひるのこ 名作おはなし絵本

くもん出版

2000 16 イグアス日本語学校 ブックオフ8

2572 ピーターパン バリ

柿沼美浩

世界名作アニメ絵本

永岡書店

1999 46 イグアス日本語学校 ブックオフ8

2573 でんしゃ　だいしゅうごう 海老原美宣男

永岡書店

2006 46 イグアス日本語学校 ブックオフ8

2574 大活躍！ウルトラ戦士のすべ
て

円谷プロダクション ウルトラ絵本シリー
ズ
永岡書店

2000 22 イグアス日本語学校 ブックオフ8

2576 たのしいどうぶつえん たのしい絵本シリー
ズ
永岡書店

1992 46 イグアス日本語学校 ブックオフ8

2629 どうぶつのおやこ あかちゃんどうぶつ
えほん

ひかりのくに

1998 16 イグアス日本語学校 ブックオフ8

2669 くまのプーさん ディズニー名作童話
館12

講談社

1988 36 イグアス日本語学校 ブックオフ8



書籍ID 題名 著者１ 絵/出版社 出版年/頁数 寄贈国 送付日ｓ 提供元表紙

2681 青いとり メーテルリンク

平田昭吾

高橋信也

ポプラ社

1990 24 イグアス日本語学校 ブックオフ8

2695 小公女 フランシス・E・H・
バーネット
大島かおり

林寿恵

集英社

1990 215 イグアス日本語学校 ブックオフ8

2698 ぼくのクジラ キャサリン・スコウル
ズ
百々佑利子

広野多珂子

文研出版

2001 127 イグアス日本語学校 ブックオフ8

2702 エドウィナからの手紙 スーザン・ボナーズ

もきかずこ

ナカムラユキ

金の星社

2003 187 イグアス日本語学校 ブックオフ8

2703 かあさんのカギ 山花郁子

フレーベル社

1983 189 イグアス日本語学校 ブックオフ8

2708 金色のクジラ 岸川悦子 狩野富貴子

ひくまの出版

1994 117 イグアス日本語学校 ブックオフ8

2709 さようならしらかばの森 矢部美智代 わたなべあきお

ひさかたチャイルド

1985 127 イグアス日本語学校 ブックオフ8

2714 不思議の国の子どもたち 高橋康雄

大和書房

1986 221 イグアス日本語学校 ブックオフ8

2730 おはよう　こんにちは ディスニーしかけえ
ほん

講談社

1984 イグアス日本語学校 ブックオフ8

2732 いろんな国、いろんな生き方 伊田広行

堀口悦子

石橋富士子

大月書店

2001 38 イグアス日本語学校 ブックオフ8

2734 めだかのがっこう ふしぎだな？ブック8

世界文化社

2005 27 イグアス日本語学校 ブックオフ8



書籍ID 題名 著者１ 絵/出版社 出版年/頁数 寄贈国 送付日ｓ 提供元表紙

2744 ファインディングニモ ディズニーアニメラン
ド

講談社

24 イグアス日本語学校 ブックオフ8

2745 カブトムシ・クワガタムシのひ
みつ4

ポプラ社

1997 127 イグアス日本語学校 ブックオフ8

2747 お月さまよんで おのりえん アンヴィル奈宝子

偕成社

1998 67 イグアス日本語学校 ブックオフ8

2765 日本のとんち話 川崎大治 馬場のぼる

フォア文庫

1979 233 イグアス日本語学校 ブックオフ8

2768 かぎばあさん　アメリカへいく 手島悠介 岡本颯子

フォア文庫

1990 173 イグアス日本語学校 ブックオフ8

2769 にせもののかぎばあさん 手島悠介 岡本颯子

フォア文庫

1986 156 イグアス日本語学校 ブックオフ8

2770 ふしぎなアイスクリーム 手島悠介 中村景児

フォア文庫

1986 143 イグアス日本語学校 ブックオフ8

2771 ふかふかウサギ 香山彬子

フォア文庫

1992 237 イグアス日本語学校 ブックオフ8

2773 かわいそうなぞう 土屋由岐雄 小林和子

フォア文庫

1982 168 イグアス日本語学校 ブックオフ8

2779 星の王子さま サン・テグジュペリ

内藤濯 岩波書店

1953 153 イグアス日本語学校 ブックオフ8

2781 片耳の大シカ 椋鳩十

ポプラ社

1977 233 イグアス日本語学校 ブックオフ8



書籍ID 題名 著者１ 絵/出版社 出版年/頁数 寄贈国 送付日ｓ 提供元表紙

2785 オズの魔法使い フランク・ボーム

大村美根子 偕成社

1986 284 イグアス日本語学校 ブックオフ8

2812 ぐりとぐら なかがわりえこ

おおむらゆりこ

こどものとも傑作集

福音館書店

1963 28 イグアス日本語学校 教職員

2815 王さまびっくり 寺村輝夫 和歌山靜子

理論社

1984 173 イグアス日本語学校 KUスクエア

2816 さんねんごい 菊池日出夫

こどものとも 福音館書店

1984 32 イグアス日本語学校 KUスクエア

2818 赤ちゃんにおくる絵本1 とだこうしろう

のろさかん 戸田デザイン研究
室

59 イグアス日本語学校 KUスクエア

2819 ブルーナのどうぶつ1 ディック・ブルーナ

ブルーナの1歳から
の本4

講談社

1994 16 イグアス日本語学校 KUスクエア

2820 おいしいかお あかちゃんとみるえ
ほん2

江口あさ子

ひかりのくに

1993 16 イグアス日本語学校 KUスクエア

2821 きたきたうずまき 元永定正

0.1.2.えほん 福音館書店

2000 20 イグアス日本語学校 KUスクエア

2827 ぐりとぐらとくるりくら なかがわりえこ

やまわきゆりこ

こどものとも傑作集

福音館書店

1987 32 イグアス日本語学校 吉田氏

2829 ぐりとぐらのかいすいよく なかがわりえこ

やまわきゆりこ

こどものとも傑作集

福音館書店

1976 32 イグアス日本語学校 吉田氏

2843 はしのもちかた　おかあさんと
いっしょに

小永井道子

偕成社

1983 24 イグアス日本語学校 吉田氏



書籍ID 題名 著者１ 絵/出版社 出版年/頁数 寄贈国 送付日ｓ 提供元表紙

2844 とべないほたる　えほん 小沢昭巳巳 吉田むねふみ

ハート出版

1997 31 イグアス日本語学校 吉田氏

2855 ぼくをよんだのだあれ 岡田純也

ユッセの会

多田ヒロシ

中央出版

1991 32 イグアス日本語学校 吉田氏

2863 みんなみんなみーつけた 岡田純也

ユッセの会

柿本幸造

中央出版

1991 32 イグアス日本語学校 吉田氏

2870 だんまりこおろぎ エリック・カール

くどうなおこ 偕成社

1992 25 イグアス日本語学校 吉田氏

2872 にじのはなさかせよう！ ロイス・エイラト

ふじさきなおこ 偕成社

1995 32 イグアス日本語学校 吉田氏

2881 まよなかのふしぎな音　楽し
いムーミン一家

トーベ・ヤンソン

講談社

1991 28 イグアス日本語学校 吉田氏


