
◆市が指定する読み聞かせ絵本の指定店での購入 

市が指定した読み聞かせの絵本を市内指定店で購⼊する際に使⽤できます。 

希望する絵本が店頭にない場合は、注⽂での対応となりますので、ご了承ください。 

【指定店】 
店舗名 住 所 電 話 

（有）⼆海堂書店 佐伯市内町7-1 22-0308 
（有）根⽊⻘紅堂 佐伯市城下東町1-15 22-0146 
㈱明屋書店コスモタウン佐伯店 佐伯市鶴岡⻄町2-199 20-5959 

 

「おおいた⼦育てほっとクーポンで購⼊できる読み聞かせ絵本の種類が増えます」 

 令和２年３⽉１⽇から、現在対象としている約 120 冊に、⽇本図書コードの分類コードが「Ｃ８７」

で始まる絵本を追加します。これにより、新刊を含めた児童向けの絵本の多くがクーポンで購⼊できる

ようになります。 

 

【クーポンで購⼊できる絵本⼀覧⼀例】 

 ※価格は変わることがあります。 

 ※対象年齢は、選定の⽬安であり、購⼊年齢を制限するものではありません。 



番号 書名 著者名 出版社 
価格 

（税別） 
対象年齢 

1 いないいないばあ 松谷みよこ/文 童心社 700 円 0～2 

2 おおきなかぶ A.トルストイ/再話 福音館書店 900 円 0～2 

3 おつきさまこんばんは 林 明子/作 福音館書店 800 円 0～2 

4 おつむてんてん なかえよしお/作 金の星社 780 円 0～2 

5 おはよう なかがわりえこ/作 グランまま社 760 円 0～2 

6 おやすみなさいコッコさん 片山 健/作・絵 福音館書店 900 円 0～2 

7 おやすみなさいのほん マーガレットW ブラウン/文 福音館書店 1100 円 0～2 

8 かおかおどんなかお 柳原良平/作・絵 こぐま社 800 円 0～2 

9 がたんごとんがたんごとん 安西水丸/作 福音館書店 800 円 0～2 

10 かばくん 岸田衿子/作 福音館書店 900 円 0～2 

11 きんぎょがにげた 五味太郎/作 福音館書店 900 円 0～2 

12 くだもの 平山和子/作 福音館書店 900 円 0～2 

13 コップちゃん 中川ひろたか/作 ブロンズ新社 850 円 0～2 

14 ごぶごぶごぼごぼ 駒形克己/作 福音館書店 800 円 0～2 

15 じゃあじゃあびりびり まついのりこ/作 偕成社 600 円 0～2 

16 しろくまちゃんのホットケーキ わかやまけん/作 こぐま社 800 円 0～2 

17 ぞうくんのさんぽ なかのひろたか/作・絵 福音館書店 900 円 0～2 

18 だるまさんが かがくいひろし/作 ブロンズ新社 850 円 0～2 

19 ちいさなうさこちゃん ディック・ブルーナ/文・絵 福音館書店 700 円 0～2 

20 ねないこだれだ せなけいこ/作・絵 福音館書店 700 円 0～2 

21 あおくんときいろちゃん レオ・レオーニ/作 至光社 1200 円 3～4 

22 いたずらきかんしゃちゅうちゅう バージニア・リー・バートン/文・絵 福音館書店 1200 円 3～4 

23 おおきなおおきなおいも 赤羽末吉/作・絵 福音館書店 1200 円 3～4 

24 おばけのバーバパパ アネット＝チゾンとタラス＝テイラー/作 偕成社 1000 円 3～4 

25 おふろだいすき 松岡享子/作 福音館書店 1300 円 3～4 

26 おやすみなさいおつきさま マーガレットW ブラウン/作 評論社 1200 円 3～4 

27 くまのコールテンくん ドン＝フリーマン/作 偕成社 1200 円 3～4 

28 ぐりとぐら なかがわりえこ/文 福音館書店 900 円 3～4 

29 ぐるんぱのようちえん 西内ミナミ/作 福音館書店 900 円 3～4 

30 くんちゃんのだいりょこう ドロシー・マリノ/文・絵 岩波書店 1000 円 3～4 

31 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 1200 円 3～4 

32 そらまめくんのベッド なかやみわ/作・絵 福音館書店 900 円 3～4 

33 だるまちゃんとてんぐちゃん 加古里子/作・絵 福音館書店 900 円 3～4 

34 てぶくろ エウゲーニーM ラチョフ/絵 福音館書店 1000 円 3～4 

35 どろんこハリー ジーン・ジオン/文 福音館書店 1200 円 3～4 

36 ねずみくんのチョッキ なかえよしお/作 ポプラ社 1000 円 3～4 

37 はじめてのおつかい 筒井頼子/作 福音館書店 900 円 3～4 

38 はなをくんくん ルース・クラウス/文 福音館書店 1100 円 3～4 

39 はらぺこあおむし エリック・カール/作 偕成社 1200 円 3～4 

40 ぼくのくれよん 長 新太/おはなし・絵 講談社 1400 円 3～4 

41 もりのなか マリー・ホール・エッツ/文・絵 福音館書店 1000 円 3～4 

42 わたしのワンピース にしまきかやこ/絵・文 こぐま社 1100 円 3～4 

43 いそがしいよる さとうわきこ/作・絵 福音館書店 900 円 5～6 

44 かいじゅうたちのいるところ モーリス・センダック/作 冨山房 1400 円 5～6 



45 からすのパンやさん 加古里子/絵・文 偕成社 1000 円 5～6 

46 木はいいなあ ジャニス＝メイ＝ユードリイ/作 偕成社 1000 円 5～6 

47 げんきなマドレーヌ ルドウィッヒ・ベーメルマンス/作・画 福音館書店 1300 円 5～6 

48 ごきげんならいおん ルイーズ・ファティオ/文 福音館書店 1100 円 5～6 

49 11 ぴきのねこ 馬場のぼる/著 こぐま社 1200 円 5～6 

50 14 ひきのあさごはん いわむらかずお/作 童心社 1200 円 5～6 

51 しろいうさぎとくろいうさぎ ガース・ウイリアムズ/文・絵 福音館書店 1200 円 5～6 

52 すてきな三にんぐみ トミー＝アンゲラー/作 偕成社 1200 円 5～6 

53 ちいさいおうち ばーじにあ・りー・ばーとん/文・絵 岩波書店 1600 円 5～6 

54 チムとゆうかんなせんちょうさん エドワード・アーディゾーニ/作 福音館書店 1300 円 5～6 

55 どろんここぶた アーノルド・ローベル/作 文化出版局 950 円 5～6 

56 はなのあなのはなし やぎゅうげんいちろう 福音館書店 900 円 5～6 

57 ピーターラビットのおはなし ビクトリアス・ポター/作・絵 福音館書店 700 円 5～6 

58 ひとまねこざる Ｈ，Ａ，レイ/文・絵 岩波書店 1300 円 5～6 

59 ふしぎなたけのこ 松野正子/作 福音館書店 900 円 5～6 

60 ブレーメンのおんがくたい ハンス・フィッシャー/絵 福音館書店 1400 円 5～6 

61 まっくろネリノ ヘルガー＝ガルラー/作 偕成社 1000 円 5～6 

62 めっきらもっきらどおんどん 長谷川摂子/作 福音館書店 900 円 5～6 

63 りすのナトキンのおはなし ビクトリアス・ポター/作・絵 福音館書店 700 円 小１～２ 

64 あな 谷川俊太郎/作 福音館書店 ９00 円 小１～２ 

65 あひるのバーバちゃん かんざわとしこ/作 偕成社 800 円 小１～２ 

66 アンジェリーナはバレリーナ キャサリン・ホラバード/文 講談社 1600 円 小１～２ 

67 おおきなきがほしい さとうさとる/文 偕成社 1000 円 小１～２ 

68 おしゃべりなたまごやき 寺村輝夫/作 福音館書店 1200 円 小１～２ 

69 がちょうのペチューニア ロジャー・デュボワザン/作 冨山房 1400 円 小１～２ 

70 キャベツくん 長 新太/文・絵 文研出版 1300 円 小１～２ 

71 スイミー レオ＝レオニ/作 好学社 1456 円 小１～２ 

72 せんたくかあちゃん さとうわきこ/作・絵 福音館書店 900 円 小１～２ 

73 そらいろのたね なかがわりえこ/文 福音館書店 900 円 小１～２ 

74 しずくのぼうけん マリア・テルリコフスカ/作 福音館書店 900 円 小１～２ 

75 これはのみのぴこ 谷川俊太郎/作 サンリード 1800 円 小１～２ 

76 エルマーのぼうけん ルース・スタイルス・ガネット/作 福音館書店 1200 円 小１～２ 

77 ふたりはともだち アーノルド・ローベル/作 文化出版局 950 円 小１～２ 

78 くまの子ウーフ 神沢利子/作 ポプラ社 1000 円 小１～２ 

79 なぞなぞのすきな女の子 松岡享子/作 学習研究社 900 円 小１～２ 

80 みどりいろのたね たかどのほうこ/作 福音館書店 1200 円 小１～２ 

81 もりのへなそうる わたなべしげお/作 福音館書店 1300 円 小１～２ 

82 モンスター・ホテルでおめでとう 柏葉幸子/作 小峰書店 1100 円 小１～２ 

83 スーホーの白い馬 大塚勇三/再話 福音館書店 1300 円 小３～４ 

84 せいめいのれきし バージニア・リー・バートン/文・絵 岩波書店 1700 円 小３～４ 

85 くにのはじまり 舟崎克彦/文 あかね書房 2000 円 小３～４ 

86 大どろぼうのホッツェンプロッツ オトフリート＝プロイスラー/作 偕成社 1000 円 小３～４ 

87 がんばれヘンリーくん ベバリイ＝クリアリー/作 学習研究社 1200 円 小３～４ 

88 長くつ下のピッピ リンドグレーン/作 岩波書店 1700 円 小３～４ 

89 いたずらおばあさん 高楼方子/作 フレーベル館 1100 円 小３～４ 

90 大きな森の小さな家 ローラ・インガルス・ワイルダー/作 福音館書店 1600 円 小３～４ 



91 霧のむこうのふしぎな町 柏葉幸子/作 講談社 1300 円 小３～４ 

92 くまのパディントン マイケル・ボンド/作 福音館書店 1300 円 小３～４ 

93 グレイ・ラビットのおはなし アリソン・アトリー/作 岩波書店 640 円 小３～４ 

94 セロひきのゴーシュ 宮沢賢治/作 福音館書店 1100 円 小３～４ 

95 チョコレート工場の秘密 ロアルド・ダール/著 評論社 1200 円 小３～４ 

96 ドリトル先生航海記 ヒュー・ロフティング/作・さし絵 岩波書店 1800 円 小３～４ 

97 やまんば山のモッコたち 富安陽子/作 福音館書店 1500 円 小３～４ 

98 ほね 堀内誠一/作 福音館書店 900 円 小３～４ 

99 煮干しの解剖教室 小林眞理子/文 仮説社 1500 円 小３～４ 

100 １つぶのおこめ デミ/作 光村教育図書 1900 円 小３～４ 

101 雪の結晶ノート マーク・カッシーノ/ジョン・ネルソン/作 あすなろ書房 1200 円 小３～４ 

102 しょうたのなっとう 星川ひろ子・星川治雄/写真・文 ポプラ社 1200 円 小３～４ 

103 おーいぽぽんた 茨木のり子 他/編 福音館書店 2400 円 小５～６ 

104 きまぐれロボット 星 新一/作 理論社 1200 円 小５～６ 

105 銀河鉄道の夜 宮沢賢治/作 岩波書店 2300 円 小５～６ 

106 だれも知らない小さな国 佐藤さとる/作 講談社 1400 円 小５～６ 

107 魔女の宅急便 角野栄子/作 福音館書店 1500 円 小５～６ 

108 赤毛のアン モンゴメリ/作 ポプラ社 1300 円 小５～６ 

109 エーミールと探偵たち エーリヒ・ケストナー/文 岩波書店 1600 円 小５～６ 

110 思い出のマーニー 上・下 ジョーン・ロビンソン/文 岩波書店 各640 円 小５～６ 

111 シャーロックホウムズ まだらのひも コナン・ドイル/作 岩波書店 720 円 小５～６ 

112 シャーロットのおくりもの Ｅ．Ｂ．ホワイト/作 あすなろ書房 1500 円 小５～６ 

113 たのしいムーミン一家 トーベ・ヤンソン/作・絵 講談社 1600 円 小５～６ 

114 飛ぶ教室 エーリヒ・ケストナー/作 岩波書店 1600 円 小５～６ 

115 ホビットの冒険 Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキン/作 岩波書店 2520 円 小５～６ 

116 マチルダは小さな大天才 ロアルド・ダール/著 評論社 1400 円 小５～６ 

117 モモ ミヒャエル・エンデ/作 岩波書店 1700 円 小５～６ 

118 床下の小人たち メアリー・ノートン/作 岩波書店 680 円 小５～６ 

119 ライオンと魔女 Ｃ・Ｓルイス/作 岩波書店 1700 円 小５～６ 

120 月のえくぼを見た男 麻田剛立 鹿毛敏夫/著 くもん出版 1400 円 小５～６ 

121 世界を動かした 塩の物語 マーク・カーランスキー/文 ＢＬ出版 1600 円 小５～６ 

122 高崎山のベンツ 江口絵里/著 ポプラ社 1200 円 小５～６ 

 

 

 

 

佐伯市ホームページ＞育児・⼦育て＞おおいた⼦育てほっとクーポン 

   http:/www.city.saiki.oita.jp/life/life2a.html 

 

紹介したサービスは令和２年３⽉１⽇現在のものです。 

クーポン券が利⽤できるサービス機関にはオレンジ⾊のステッカーが貼

られています。 

このステッカーが⽬印です。

クーポンについてのお問い合わせ先 佐伯市役所こども福祉課 ℡22-3972 


