
●ミリオンセラー絵本 ●シャーロット・ゾロトウの絵本（みらいなな 訳）
ＩＳＢＮ ／ 作・著・編者ほか名 書名 本体 注文数 ＩＳＢＮ ／ 作・著・編者ほか名 書名 本体 注文数

978-4-88747-002-6 978-4-924684-57-7
L・バスカーリア 作　みらいなな 訳 ライス・キャサル 絵

978-4-924684-58-4
●安野光雅の絵本 エリック・ブレグヴァド 絵

978-4-924684-01-0 978-4-924684-59-1 ●外国の絵本（みらいなな 訳）
安野光雅・安野雅一郎 作 エリック・ブレグヴァド 絵 ＩＳＢＮ ／ 作・著・編者ほか名 書名 本体 注文数

978-4-924684-02-7 978-4-924684-60-7 978-4-88747-068-2 赤ちゃんのようじ　
安野光雅・安野雅一郎 作 カレン・ギュンダシャイマー 絵 マリサビーナ・ルッソ 作　 　　　　　　ママのようじ
978-4-924684-15-7 978-4-924684-61-4 978-4-88747-077-4 おやすみおやすみ
安野光雅 作 エリック・ブレグヴァド 絵 マリサビーナ・ルッソ 作　 　　　　ぐっすりおやすみ

978-4-924684-34-8 まるいちきゅうの 978-4-924684-62-1 978-4-88747-107-8 おおきいうさぎと
安野光雅 編　E.カール他 絵                まるいちにち ナンシー・タフリ 絵 マリサビーナ・ルッソ 作　 　　　　ちいさいうさぎ

978-4-88747-066-8 サンタクロースの 978-4-924684-63-8 978-4-88747-007-1
安野光雅 作                ふくろのなか ルース・ロビンス 絵 ロバート・フロスト 文　テッド・ランド 絵

978-4-924684-39-3 赤ちゃん絵本 978-4-924684-71-3 978-4-88747-058-3 TWO－LAP　BOOK

安野光雅 作 いないいないばあのえほん アニタ・ローベル 絵 リディア・バーディック 作　 わたし大好き

978-4-924684-45-4 赤ちゃん絵本 978-4-924684-87-4 978-4-924684-89-8
安野光雅 作 にこにこかぼちゃ ルース・ロビンス 絵 リン・チェリー 作　

978-4-924684-49-2 赤ちゃん絵本 978-4-924684-92-8 ともだち絵本 978-4-924684-90-4
安野光雅 作 おめんのえほん ベン・シェクター 絵 けんか リン・チェリー 作　

978-4-924684-06-5 美しい数学シリーズ 978-4-924684-93-5 ともだち絵本 978-4-924684-99-7 想像してごらん

安野光雅 作 10人のゆかいなひっこし ベン・シェクター 絵 なかよし リン・チェリー 作　 きみはチョウになる

978-4-924684-82-9 美しい数学シリーズ 978-4-924684-97-3 978-4-88747-108-5
森毅 著　安野光雅 絵 新装版 すうがく博物誌 ヒラリー・ナイト 絵 ジェシカ・メザーブ作

978-4-924684-11-9 美しい数学シリーズ 978-4-924684-98-0 978-4-88747-111-5
安野雅一郎 作　安野光雅 絵 壺の中 ヒラリー・ナイト 絵 C.メルツ 文　Ｂ.ナシンベニ 絵

978-4-924684-20-1 美しい数学シリーズ 978-4-88747-074-3 ぼくは赤ちゃんが 978-4-88747-114-6
野崎昭弘 文　安野光雅 絵 赤いぼうし ペネ・デュボア 絵 　　　　　　 　　ほしいの トミー・デ・パオラ 作

978-4-924684-27-0 美しい数学シリーズ 978-4-88747-075-0 おじいちゃんが 978-4-88747-115-3
森毅 文　安野光雅 絵 ３びきのこぶた ペネ・デュボア 絵 　　　だっこしてくれたよ G.フィン 文　トニー・ロス 絵

978-4-924684-67-6 美しい数学シリーズ 978-4-88747-079-8
安野光雅 作 ふしぎなたね アーノルド・ローベル 絵

978-4-88747-091-0
●みらいななの創作絵本 ベン・シェクター 絵

978-4-88747-086-6
みらいなな 文　いけずみひろこ 絵

978-4-88747-097-2

みらいなな 文　いけずみひろこ 絵 2016年9月28日現在 合計冊数
くものがっこう　えんそく 1400

おとうさん 1350

くものがっこう 1400

1450 1250 ぼくは　だれだろう 1350

1450 なかなおり 1350 品切

1450 ぼくが父さんなら 1350 ボクは船長 1500

1450 1250 おいっちに　おいっちに 1500

1800 品切 わたしが母さんなら 1350 夜まわりクマのアーサー 1600

1200 品切 1350 川はよみがえる 1893

1450 1350 品切 1600

1200 おかあさん 1450 品切 1800

1200 おとなになる日 1408 カポックの木 1893

1450 ことりはどこ？ 1200 品切 1600

1600 しあわせなモミの木 1200 モミの手紙 1500

1500

蚤の市 1450 品切 いまがたのしいもん 1200 品切 1600

品切

魔法使いのあいうえお 2300 品切 いっしょってうれしいな 1200

あたらしいぼく 1200

魔法使いのＡＢＣ 2300 まっててね 1200

〒166-0016　東京都杉並区成田西2-5-8 年　  　月　 　 日
ＴＥＬ：03-5305-3391　ＦＡＸ：03-5305-3392
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葉っぱのフレディ 1500 あなたはだれ？ 1450 品切

番線印

様

備考



●ねずみの本（松岡享子 訳） ●石垣りん詩集
ＩＳＢＮ ／ 作・著・編者ほか名 書名 本体 注文数 ＩＳＢＮ ／ 作・著・編者ほか名 書名 本体 注文数

978-4-924684-24-9 978-4-88747-009-5
ヘレン・ピアス 作　 石垣りん 詩

978-4-924684-25-6 978-4-88747-011-8 私の前にある鍋と
ヘレン・ピアス 作　 石垣りん 詩 　　　お釜と燃える火と

978-4-924684-26-3 978-4-88747-018-7 ●読物
ヘレン・ピアス 作　 石垣りん 詩 ＩＳＢＮ ／ 作・著・編者ほか名 書名 本体 注文数

978-4-88747-028-6 978-4-924684-94-2 ひみつの山の
石垣りん 詩 富山和子 著 　　　　　　　子どもたち

978-4-88747-057-6
●外国の絵本 ●茨木のり子詩集 朝倉勇 著　安野光雅 装丁

978-4-924684-65-2 森はだれが 978-4-88747-010-1 978-4-88747-012-5
W.ジャスパソン 文　河合雅雄 訳 　　　つくったのだろう？ 茨木のり子 詩 日野原重明 著

978-4-88747-019-4 978-4-924684-86-7 詩文庫サイズ

茨木のり子 詩 楠山正雄 著 むかしむかしあるところに

978-4-88747-025-5 978-4-88747-045-3 詩文庫サイズ

●もぐらのもっくの絵本 茨木のり子 詩 いわきたかし 著　ほてはまたかし 絵 いそっぷ童話集

978-4-924684-07-2 978-4-88747-027-9 978-4-88747-109-2 詩文庫サイズ

いわきたかし 文　しまだみつお 絵 茨木のり子 詩 草山万兎　著 宮沢賢治の心を読む（Ⅰ）

978-4-924684-10-2 978-4-88747-112-2 詩文庫サイズ

いわきたかし 文　しまだみつお 絵 ●詩人の評伝シリーズ 草山万兎　著 宮沢賢治の心を読む（Ⅱ）

978-4-924684-14-0 978-4-88747-005-7 詩人の評伝シリーズ① 978-4-88747-126-9 詩文庫サイズ

いわきたかし 文　しまだみつお 絵 茨木のり子 作 貘さんがゆく 草山万兎　著 宮沢賢治の心を読む（Ⅲ）

978-4-924684-17-1 978-4-88747-008-8 詩人の評伝シリーズ② 978-4-88747-113-9
いわきたかし 文　しまだみつお 絵 茨木のり子 作 個人のたたかい 宮川ひろ　作

978-4-88747-069-9 詩人の評伝シリーズ③

●工藤直子とあべ弘士の絵本 茨木のり子 作 君死にたもうことなかれ

978-4-924684-79-9 978-4-88747-070-5 詩人の評伝シリーズ④

くどうなおこ 詩　あべ弘士 絵 茨木のり子 作 智恵子と生きた

●日本の絵本 ●詩集
978-4-88747-116-0 978-4-88747-065-1
金森美智子 文　スギヤマカナヨ 絵 池下和彦 詩

978-4-88747-125-2
大岡信 詩　　谷川俊太郎 編

2016年9月28日現在 合計冊数

丘のうなじ 4800

イヌ　カウ　コドモ 1200 母の詩集 1200

かぜのこもりうた 1340 1250

もぐらのおくりもの 1200 1250 わたしの昔かたり　（ＣＤ付） 2000

1250

1250

くいしんぼのもぐら 1200 1250

もぐらとおおきなきりかぶ 1200 1250 1250

鎮魂歌 2000 品切 1250

もぐらのおとしあな 1200 人名詩集 2000 品切

1350

対話 2000 品切 1250 品切

1300 品切 見えない配達夫 2000 品切 「フレディ」から学んだこと

やさしい言葉 2000 品切 1500

ポールと小鳥 1650

ねずみのともだちさがし 800 2000

よかったねねずみさん 800 略歴 2000

http:/www.dowa-ya.co.jp/
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ねずみのいえさがし 800 表札など 2000
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●工藤直子の絵本 ●のはらうたシリーズ（詩文庫）
ＩＳＢＮ ／ 作・著・編者ほか名 書名 本体 注文数 ＩＳＢＮ ／ 作・著・編者ほか名 書名 本体 注文数

978-4-924684-22-5 978-4-924684-21-8
くどうなおこ 文　いけずみひろこ 絵 くどうなおこ と のはらみんな 詩

978-4-924684-16-4 こぶたはなこさんの 978-4-924684-28-7
くどうなおこ 文　いけずみひろこ 絵 　　　　　　　おべんとう くどうなおこ と のはらみんな 詩

978-4-924684-19-5 こぶたはなこさんの 978-4-924684-41-6
くどうなおこ 文　いけずみひろこ 絵 　　　　　　　　　かがみ くどうなおこ と のはらみんな 詩 ＩＳＢＮ ／ 作・著・編者ほか名 書名 本体 注文数

978-4-924684-23-2 こぶたはなこさんの 978-4-88747-013-2 978-4-88747-102-3
くどうなおこ 文　いけずみひろこ 絵 　　　　　　　クリスマス くどうなおこ と のはらみんな 詩 工藤直子 作　W．I．エリオット 訳

978-4-924684-29-4 こぶたはなこさんの 978-4-88747-083-5 978-4-88747-103-0
くどうなおこ 文　いけずみひろこ 絵 　　　　　　みずあそび くどうなおこ と のはらみんな 詩 くどうなおこ 詩・絵

978-4-924684-30-0 こぶたはなこさんの 978-4-88747-043-9 978-4-88747-121-4
くどうなおこ 文　いけずみひろこ 絵 　　　　　 たんじょうび くどうなおこ と のはらみんな 詩 くどうなおこ 詩・文　ほてはまたかし 絵

978-4-924684-40-9 こぶたはなこさんの 978-4-924684-69-0 978-4-88747-124-5
くどうなおこ 文　いけずみひろこ 絵 　　　　　 うんどうかい くどうなおこ 詩　ほてはまたかし 画 くどうなおこ 作　W．I．エリオット 訳

978-4-924684-88-1
●みんなの「のはらうた」大賞作品集 くどうなおこ 詩　ほてはまたかし 画

978-4-88747-060-6 子どもがつくる 978-4-88747-034-7
くどうなおこ 編著 　　　　　　のはらうた① くどうなおこ 詩　ほてはまたかし 画

978-4-88747-071-2 子どもがつくる 978-4-88747-082-8
くどうなおこ 編著 　　　　　　のはらうた② くどうなおこ 詩　ほてはまたかし 画

978-4-88747-087-3 子どもがつくる 978-4-88747-119-1
くどうなおこ 編著 　　　　　　のはらうた③ くどうなおこ 詩　ほてはまたかし 画

978-4-88747-089-7 のはらうた　全6冊セット
くどうなおこ と のはらみんな 詩 （Ⅰ巻～Ⅴ巻＋わっはっは）

2016年9月28日現在 合計冊数

7700

1000 品切 版画のはらうたⅤ 1300

1000 品切 版画のはらうたⅣ 1300

1000 品切 版画のはらうたⅢ 1300

版画のはらうたⅡ 1300

950 版画のはらうたⅠ 1300 えいご・ねこ はしる 1000

950 品切 のはらうた　わっはっは 1450 あっぱれ　のはらうた 1800

950 品切 のはらうたⅤ 1250 わっしょい　のはらむら 1450

950 のはらうたⅣ 1250 えいご・のはらうた 1250

1250

950 のはらうたⅡ 1250

950 品切 のはらうたⅢ 1250

ＴＥＬ：03-5305-3391　ＦＡＸ：03-5305-3392
http:/www.dowa-ya.co.jp/
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絵本　のはらうた 950 のはらうたⅠ
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●童話屋の詩文庫 ●童話屋の詩文庫
ＩＳＢＮ ／ 作・著・編者ほか名 書名 本体 注文数 ＩＳＢＮ ／ 作・著・編者ほか名 書名 本体 注文数

978-4-924684-48-5 978-4-88747-003-3
工藤直子 著 田中和雄 編

978-4-924684-68-3 978-4-88747-024-8
くどうなおこ 詩　あべ弘士 絵 田中和雄 編

978-4-924684-81-2 978-4-88747-048-4 ●童話屋の詩文庫
くどうなおこ 詩　あべ弘士 絵 田中和雄 編 ＩＳＢＮ ／ 作・著・編者ほか名 書名 本体 注文数

978-4-924684-85-0 978-4-88747-053-8 978-4-88747-090-3 おうい雲よ　ゆうゆうと　　　　

くどうなおこ 詩 田中和雄 編 山村暮鳥　詩 馬鹿にのんきさうぢやないか

978-4-924684-44-7 978-4-88747-059-0 978-4-88747-096-5 もんぐら、もんぐら

阪田寛夫 詩 西木空人（栗田亘） 編著 山村暮鳥　詩 いい季節になつたもんだな

978-4-88747-106-1 978-4-924684-78-2 978-4-88747-101-6
阪田寛夫 詩 茨木のり子 詩 三好達治　詩

978-4-924684-50-8 978-4-88747-078-1 978-4-88747-104-7
阪田寛夫 著 茨木のり子 詩 俵万智　作

978-4-924684-51-5 978-4-924684-83-6 978-4-88747-105-4
まど・みちお 詩 岸田衿子 詩 蔵原伸二郎 詩　W．I．エリオット 訳

978-4-924684-54-6 978-4-924684-91-1 978-4-88747-110-8
まど・みちお 詩 石垣りん 詩 まど・みちお 詩　W．I．エリオット 訳

978-4-924684-70-6 978-4-88747-080-4 978-4-88747-117-7
まど・みちお 詩 石垣りん 詩 谷川俊太郎 詩

978-4-88747-073-6 978-4-924684-95-9 978-4-88747-118-4
まど・みちお 詩 新川和江 詩 茨木のり子 詩

978-4-924684-77-5 978-4-924684-96-6 978-4-88747-120-7
たにかわしゅんたろう 詩　さのようこ 絵 川崎洋 詩 中原中也　詩

978-4-88747-033-0 978-4-88747-004-0 978-4-88747-127-6
谷川俊太郎 詩 辻征夫 詩 八木重吉 詩　井上ゆかり  絵

978-4-88747-084-2 978-4-88747-037-8 二人が睦まじく 978-4-88747-128-3
谷川俊太郎 詩 吉野弘 詩 　　　　　　いるためには 大岡信　著

978-4-88747-092-7 生きていてほしいんです 978-4-88747-054-5 978-4-88747-129-0
田中和雄 編 ―戦争と平和 安野光雅 作 大岡信　著

978-4-924684-84-3 978-4-88747-076-7 978-4-88747-130-6
田中和雄 編 山之口貘 詩 大岡信　著

978-4-88747-067-5 978-4-88747-081-1 だましてください 978-4-88747-131-3
田中和雄 編 永瀬清子 詩 　　　　　　言葉やさしく 大岡信　著

978-4-88747-026-2 幼い子の詩集 978-4-88747-088-0

田中和雄 編 パタポン① 北原白秋 詩

978-4-88747-029-3 幼い子の詩集 978-4-88747-095-8

田中和雄 編 パタポン② 北原白秋 詩 2016年9月28日現在 合計冊数

1250 この道はいつか来た道 1250

1250 かへろが鳴くからかぁへろ 1250

1500

啄木のうた 1250 品切 1250 品切 折々のうた 春夏秋冬・冬 1500

良寛さんのうた 1250 品切 桃の花が咲いていた 1250 折々のうた 春夏秋冬・秋

すてきなひとりぼっち 1250 1250 折々のうた 春夏秋冬・春 1500

1250 大志の歌 1250 折々のうた 春夏秋冬・夏 1500

はるかな国からやってきた 1250 船出 1250 八木重吉 詩画集 1500

ふじさんとおひさま 1250 ほほえみにはほほえみ 1250 汚れっちまった悲しみに… 1250

1250

赤ちゃんとお母さん 1250 品切 わたしを束ねないで 1250 品切 わたくしたちの成就 1250

ぼくがここに 1250 品切 レモンとねずみ 1250 ぼくは　ぼく

せんねんまんねん 1250 空をかついで 1250 えいご・まどさん 1250

1250

くまさん 1250 いそがなくてもいいんだよ 1250 対訳　定本岩魚 2000

まどさんのうた 1250 品切 女がひとり頰杖をついて 1250 生まれてバンザイ

きつねうどん 1250 おんなのことば 1250 雪 1250

1250

てんとうむし 1250 ポケット川柳 1250 1250

品切

くどうなおこ詩集○ 1250 ポケット俳句 1250 品切

ゴリラはごりら 1250 ポケット詩集Ⅱ 1250

ふくろうめがね 1250 品切 ポケット詩集Ⅲ 1250

http:/www.dowa-ya.co.jp/
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ねこはしる 1250 ポケット詩集 1250
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●小さな学問の書シリーズ ●小さな学問の書シリーズ　陳列用化粧ケース入り
ＩＳＢＮ ／ 作・著・編者ほか名 書名 本体 注文数 ＩＳＢＮ ／ 作・著・編者ほか名 書名 本体 注文数

978-4-88747-014-9 小さな学問の書① 978-4-88747-016-3 陳列用ケース入り1点10冊セット

日本国憲法 日本国憲法 セット

978-4-88747-015-6 小さな学問の書② 978-4-88747-017-0 陳列用ケース入り1点10冊セット

あたらしい憲法のはなし あたらしい憲法のはなし セット

978-4-88747-020-0 小さな学問の書③ 978-4-88747-021-7 陳列用ケース入り1点10冊セット ●童話屋の偉人シリーズ　「この人を見よ」
安野光雅 著 天は人の上に人をつくらず 安野光雅 著 天は人の上に人をつくらず セット ＩＳＢＮ ／ 作・著・編者ほか名 書名 本体 注文数

978-4-88747-022-4 小さな学問の書④ 978-4-88747-023-1 陳列用ケース入り1点10冊セット 978-4-88747-040-8 この人を見よ①

林道義 著 立派な父親になる 林道義 著 立派な父親になる セット 吉野源三郎 著　向井潤吉 絵 エイブ・リンカーン

978-4-88747-031-6 小さな学問の書⑤ 978-4-88747-032-3 陳列用ケース入り1点10冊セット 978-4-88747-041-5 この人を見よ②

栗田亘 著 漢文を学ぶ（一） 栗田亘 著 漢文を学ぶ（一） セット 和田傳 著　朝倉摂 絵 二宮金次郎

978-4-88747-035-4 小さな学問の書⑥ 978-4-88747-036-1 陳列用ケース入り1点10冊セット 978-4-88747-042-2 この人を見よ③

栗田亘 著 漢文を学ぶ（二） 栗田亘 著 漢文を学ぶ（二） セット 桶谷繁雄 著　朝倉摂 絵 マリ・キュリー

978-4-88747-038-5 小さな学問の書⑦ 978-4-88747-039-2 陳列用ケース入り1点10冊セット 978-4-88747-044-6 この人を見よ④

栗田亘 著 漢文を学ぶ（三） 栗田亘 著 漢文を学ぶ（三） セット 村岡花子 著　朝倉摂 絵 ハリエット・Ｂ・ストー

978-4-88747-046-0 小さな学問の書⑧ 978-4-88747-047-7 陳列用ケース入り1点10冊セット 978-4-88747-049-1 この人を見よ⑤

栗田亘 著 漢文を学ぶ（四） 栗田亘 著 漢文を学ぶ（四） セット 江間章子 著　朝倉摂 絵 アンリ・デュナン

978-4-88747-050-7 小さな学問の書⑨ 978-4-88747-051-4 陳列用ケース入り1点10冊セット 978-4-88747-052-1 ケース入りセット

田島弘 著 平和へのカギ 田島弘 著 平和へのカギ この人を見よ　全5巻 セット

978-4-88747-055-2 小さな学問の書⑩ 978-4-88747-056-9 陳列用ケース入り1点10冊セット

栗田亘 著 本は、ぼくの先生だった① 栗田亘 著 本は、ぼくの先生だった① セット

978-4-88747-093-4 小さな学問の書⑪ 978-4-88747-094-1 陳列用ケース入り1点10冊セット

栗田亘 著 漢文を学ぶ（五） 栗田亘 著 漢文を学ぶ（五） セット

978-4-88747-099-6 小さな学問の書⑫ 978-4-88747-100-9 陳列用ケース入り1点10冊セット

栗田亘 著 漢文を学ぶ（六） 栗田亘 著 漢文を学ぶ（六） セット

978-4-88747-122-1 小さな学問の書⑬ 978-4-88747-123-8 陳列用ケース入り1点10冊セット

谷川俊太郎と子どもたち　詩 いじめっこ いじめられっこ① 谷川俊太郎と子どもたち　詩 いじめっこ いじめられっこ① セット

2016年9月28日現在 合計冊数
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286 2860
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