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ビッグブックを利用される方へ

☆絵本が用意出来次第、連絡をさせていただきます。電話（留守電を含む）があって
から、１週間以内に借りにおこしください。

☆絵本は大切に扱ってください。もしも使用中に壊れた場合は、修理をせずに、その
ままの状態でご返却ください。

　　　＊貸出・予約方法については、後ろのページをご覧ください

★予約をされても、延滞や破損修理のために、希望日までに絵本を用意できないこと
もあります。予約をしたので１００％大丈夫！ではないことを、ご了承ください。

☆使用日が決まっているものは、６か月前から予約ができます (電話可)。

★多くの方がビッグブックを利用されます。それぞれが予定している行事で使用でき
るよう、返却期限は必ず守ってください。

★申しこみ事項に変更が生じた場合や、不要になった場合は、すぐに図書館までご
連絡ください。ほかの団体にも影響する場合がありますので、必ずご連絡ください。

泉南市立図書館

ビッグブック(大型絵本）所蔵一覧

=泉南市立図書館
のﾏｽｺｯﾄ｢とこ



ビッグブック（大型絵本）   【書名の５０音順】

著者名など 出版社 冊数

1 ありとすいか たむら　しげる　作絵 ポプラ社 1

2 アレクサンダとぜんまいねずみ レオ・レオニ　作 好学社 1

3 えんそく 片山　健　作 架空社 1

4 おおきなかぶ Ａ.．トルストイ　再話 福音館書店 1

5 おこる 長谷川　義史　絵 金の星社 1

6 おじいちゃんのごくらくごくらく 長谷川　義史　絵 鈴木出版 1

7 おっぱい みやにし　たつや　作・絵 鈴木出版 1

8 おとうさんはウルトラマン みやにし　たつや　作・絵 学研 1

9 おばけのてんぷら せな　けいこ　作・絵 ポプラ社 1

10 おばけのバーバパパ アネット・チゾン　さく 偕成社 1

11 おばけパーティ ジャック・デュケノワ　さく ほるぷ出版 1

12 おまえうまそうだな 宮西　達也　作絵 ポプラ社 1

13 おやおやおやさい 石津ちひろ　文、山村浩二　絵 福音館書店 1

14 かばくん 中谷　千代子　絵 福音館書店 1

15 からすのパンやさん 加古 里子　絵と文 偕成社 2

16 ガンピーさんのふなあそび ジョン・バーニンガム　さく ほるぷ出版 1

17 キャベツくん 長　新太　文・絵 文研出版 1

18 きょだいな きょだいな 長谷川　摂子　作 福音館書店 2

19 きんぎょがにげた 五味　太郎　作 福音館書店 1

20 くじらだ！ 五味　太郎　作・絵 岩崎書店 1

21 くまのコールテンくん ドン・フリーマン　さく 偕成社 1

22 くものすおやぶんとりものちょう 秋山　あゆ子　さく 福音館書店 1

23 グリーンマントのピーマンマン 中村　景児　絵 岩崎書店 1

24 ぐりとぐら 山脇　百合子　絵 福音館書店 1

25 ぐりとぐらのえんそく 山脇　百合子　絵 福音館書店 1

26 ぐりとぐらのおきゃくさま 山脇　百合子　絵 福音館書店 1

27 ぐるんぱのようちえん 西内　みなみ　さく 福音館書店 1

28 Cohjizukinn ｐｉｃｔｕｒｅ show スズキ　コージ　画 架空社 1

29 こすずめのぼうけん ルース・エインズワース　作 福音館書店 1

30 ころころころ 元永　定正　作 福音館書店 1

31 こわーいはなし せな　けいこ　作・絵 鈴木出版 1

32 サンドイッチサンドイッチ 小西　英子　さく 福音館書店 1

33 三びきのこぶた 瀬田　貞二　やく 福音館書店 1

34 三びきのやぎのがらがらどん マーシャ・ブラウン　絵 福音館書店 1

35 しっぽのはたらき 川田　健　ぶん、薮内　正幸　え 福音館書店 1

36 しまふくろうのみずうみ 手島　圭三郎　画・文 リブリオ出版 1

37 しりとりのだいすきなおうさま はた　こうしろう　絵 鈴木出版 1

38 スイミー レオ・レオニ　作 好学社 1

39 すてきな三にんぐみ トミー・アンゲラー　さく 偕成社 1

40 せんたくかあちゃん さとう　わきこ　作・画 福音館書店 1
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41 せんろはつづく 鈴木　まもる　文・絵 金の星社 1

42 ぞうくんのさんぽ なかの　ひろたか　さく・え 福音館書店 2

43 そらまめくんのベッド なかや　みわ　さく・え 福音館書店 1

44 だじゃれ日本一周 長谷川　義史　作 理論社 1

45 たまごのあかちゃん やぎゅう　げんいちろう　絵 福音館書店 1

46 だるまさんが かがくい　ひろし　さく ブロンズ新社 1

47 新着 だるまさんの かがくい　ひろし　さく ブロンズ新社 1

48 新着 だるまさんと かがくい　ひろし　さく ブロンズ新社 1

49 だるまちゃんとかみなりちゃん かこ　さとし　さく・え 福音館書店 1

50 だるまちゃんとてんぐちゃん かこ　さとし　さく・え 福音館書店 1

51 ちいさなきいろいかさ にしまき　かやこ　イラスト 金の星社 1

52 ちびゴリラのちびちび ルース・ボーンスタイン　作 ほるぷ出版 1

53 でんしゃでいこうでんしゃでかえろう（穴あき） 間瀬　なおかた　作・絵 チャイルド本社 1

54 でんしゃにのって とよた　かずひこ　作・絵 アリス館 1

55 どうぞのいす 柿本　幸造　絵 チャイルド本社 1

56 とべバッタ 田島　征三　作 偕成社 1

57 ともだちや 降矢　なな　絵 偕成社 1

58 なつのいちにち はた　こうしろう　作　 偕成社 1

59 なにをたべてきたの？ 岸田　衿子　文 佼成出版社 1

60 にじいろのさかな マーカス・フィスター　作 講談社 1

61 にんじんとごぼうとだいこん 和歌山　静子　絵 鈴木出版 1

62 ねずみくんのチョッキ なかえ　よしを　作 ポプラ社 1

63 ねずみのいもほり いわむら　かずお　絵 チャイルド本社 1

64 ねずみのかいすいよく いわむら　かずお　絵 チャイルド本社 1

65 ねずみのさかなつり いわむら　かずお　絵 チャイルド本社 1

66 ねずみのでんしゃ（しかけ） いわむら　かずお　絵 チャイルド本社 1

67 はじめてのおつかい 筒井　頼子　さく 福音館書店 1

68 はじめまして 新沢　としひこ　作 鈴木出版 1

69 はっぱのおうち 林　明子　絵 福音館書店 1

70 花さき山 滝平　二郎　絵 岩崎書店 1

71 パパ、お月さまとって！（しかけ） エリック・カール　さく 偕成社 1

72 はらぺこあおむし（しかけ） エリック・カール　さく 偕成社 2

73 はらぺこあおむし（しかけ、人形付き） エリック・カール　さく 偕成社 1

74 バルボンさんのおでかけ とよた　かずひこ　作・絵 アリス館 1

75 ぴょーん まつおか　たつひで　著 ポプラ社 1

76 新着 フレデリック レオ＝レオニ　さく 好学社 1

77 へびくんのおさんぽ いとう　ひろし　作・絵 鈴木出版 1

78 へんしんオバケ あきやま　ただし　作・絵 金の星社 1

79 へんしんトンネル あきやま　ただし　作・絵 金の星社 1

80 ぼくにげちゃうよ マーガレット・W.ブラウン　文 ほるぷ出版 1

81 ぼくのくれよん 長　新太　おはなし・え 講談社 1

82 まどから★おくりもの（穴あき） 五味　太郎　作・絵 偕成社 2

83 みんなうんち 五味　太郎　さく 福音館書店 1



84 めっきらもっきらどおんどん ふりや　なな　画 福音館書店 1

85 もこもこもこ 谷川　俊太郎　作 文研出版 1

86 モチモチの木 斉藤　隆介　作 岩崎書店 1

87 もりのおふろ 西村　敏雄　さく 福音館書店 1

88 もりのかくれんぼう 林　明子　絵 偕成社 1

89 ゆうたはともだち きたやま　ようこ　作 あかね書房 1

90 よかったねネッドくん（英文併記） レミー＝チャーリップ　さく 偕成社 1

91 よくばりすぎたねこ さとう　わきこ　作・絵 メイト 1

92 わゴムはどのくらいのびるかしら？ マイク・サーラー　ぶん ぽるぷ出版 1

93 わにわにのおふろ 山口　マオ　絵 福音館書店 1



団体用・ビッグブックの貸出・予約方法について

貸出期間
在籍時の予約

取置期間
予約連絡後の

取置期間
※

２週間 １週間 １週間

①氏名

②貸出券番
号

③電話番号

④書名

⑤著者

⑥出版社

・使用日が複数日ある場合は、１日につき予約カードを１枚ご記入ください。

 

○○○－○○○○

⇒　貸出券の番号

　　   　　　  　　　［開館時間：10：00～17：15　　休館日：月曜日、祝日］　　

[記入
例］

７月７日（土） ⇒　使用予定日(曜日)

・使用する絵本が具体的に決まってからお申し込み下さい。
　 　 使用するかどうかわからない時点でのご予約は、他の団体の方にも
      迷惑がかかりますので おやめください。

○○○会　・　（○○）

　　　　　　     　　お問い合わせは、泉南市立図書館まで（℡．４８２－７７６６）

○○○幼稚園 ⇒　使用場所

　連絡のつく電話番号（携帯可）
　留守の場合は留守番電話にメッセージを入れます。
　留守電の確認を必ずしてください。

＊貸出方法 ただし、同一図書に予約が重なった
場合は、貸出期間を調整させていた
だくことがありますので、ご協力お願
いします

＊予約方法

・使用予定日の６か月前から、来館、または電話で予約が可能です。
　開館日の、１０時から５時１５分までの間にお願いします。

ビッグブック

　「おばけのバーバパパ」 ⇒　書名

・通常の予約カードに次の６点をご記入ください。

⇒　団体名と担当者のお名前

０９０００・・・・


	ビッグブックリスト・規則(2013.2.)P1
	ビッグブックリスト・規則(2013.2.)P2-4
	ビッグブックリスト・規則(2013.2.)P5

