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概要
ルルとララは、ねずみのフィオナから友だちがけんかをしていることを聞き、仲直りさせるためのお茶会を
することに。しかし、お茶

蔵書数: 1冊, 貸出数: 0冊. 貸出可能数: 1冊, 予約件数: 0件. 所蔵; 詳細. 資料の状況. 大台
図書館 <120106851> 貸出可 / 児童・文学 / / /913/ｱ/ｵﾚﾝｼﾞ / 帯出可. 詳細情報. ＩＳＢＮ, 4265-06286-7. 書名ﾖﾐ, ﾙﾙ ﾄ ﾗﾗ ﾉ ﾜｸﾜｸ ｸﾚｰﾌﾟ. 著者ﾖﾐ, ｱﾝﾋﾞﾙ ﾔｽｺ. 叢書名ﾖﾐ, ｵﾊﾅｼ ﾄﾝﾄﾝ.
分類記号, 913.6. 価格, ¥1000. 出版者ﾖﾐ, ｲﾜｻｷｼｮﾃﾝ. 大きさ, 22cm. ﾍﾟｰｼﾞ数, 71p. 抄録, ﾙﾙ
とﾗﾗは､ねずみのﾌｨｵﾅから友だちがけんかをしていることを聞き､仲直りさせるためのお茶会をすること
に｡しかし､お茶会で出すお菓子がなかなか決まらず…
あすなろ書房. 14859 エミリー・ロッダ. フィーフィーのすてきな夏休み. あすなろ書房. 14860 エミリー・

ロッダ. クツカタッポと三つのねがいごと. あすなろ書房. 14861 エミリー・ロッダ. ゴインキョとチーズどろぼ
う. あすなろ書房. 14862 あんびるやすこ ルルとララのふんわりムース. 岩崎書店. 14863 あんびるやす
こ ルルとララのわくわくクレープ. 岩崎書店. 14864 あんびるやすこ ルルとララのスイートポテト. 岩崎書
店. 14865 ｼｬｰﾘｰ・ﾊﾞﾚﾝﾄｰ おすわりくまちゃん. 岩崎書店. 14866 シャロン・レンタ どうぶつびょういん
おおいそがし.
783. 学研教育出版. ほねほねザウルス⑧～⑨. ぐるーぷ・アンモナイツ. 913. 岩崎書店. ほねほねザ
ウルス大図鑑. ぐるーぷ・アンモナイツ. 759. 岩崎書店. 忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 ⑬～⑱.
なすだみのる. 913. ひくまの出版. ルルとララのおしゃれクッキー. あんびるやすこ. 913. 岩崎書店. ルル
とララの天使のケーキ. あんびるやすこ. 913. 岩崎書店. ルルとララのスイートポテト. あんびるやすこ.
913. 岩崎書店. ルルとララのシャーベット. あんびるやすこ. 913. 岩崎書店. ルルとララのわくわくクレー
プ. あんびるやすこ.
2017年6月25日 . 終了後３０分間は本を読んだりゲームをしたりできます。それまでにお迎えに来てく
ださい。 対象・定員：小学生 各８名(抽選) ６月１０日(土)締切り. 参加費：１０００円(当日お持
ちください). 持ち物：エプロン・三角巾又はバンダナ・タオル・水筒 他. 主 催：おはなしキャンプ(府中
市ＮＰＯ・ボランティアセンター登録団体). ※材料に小麦粉・卵を使いますあらかじめご了承の上お
申し込みください。 読み聞かせ. 「ルルとララのわくわくクレープ」他. プログラム. 集合. 読み聞かせ.
「ルルとララのわくわくクレープ」. クレープ.
が失踪した事件を追うことに・・・。 マル暴刑事と極道の闘いを描く。 □ ルルとララのわくわくクレープ.
作 : あんびる やすこ. 小学生のルルとララが、おかし屋さんを開くお話です。色々. な本がありますが、
このお話ではクレープを作ります。 おかしの作りかたもくわしく書いてあって、アドバイスも書. いてありま
す。本を見ながら、その本のおかしを作った友だち. もいます。 ルルとララのほかにニッキというはたらき
もののネズミが出. てきて、ふたりのお手伝いをしてくれます。 おかしを作るとき、こまったりかなしいこと
があっても、で.
資料ＩＤ. 書 名. 著 者 名. 出 版 者. 1. 018007922 ルルとララのクリスマス. あんびる やすこ／作・絵.
岩崎書店. 2. 018007930 ルルとララのシャーベット. あんびる やすこ／作・絵. 岩崎書店. 3.
018007955 ルルとララのわくわくクレープ. あんびる やすこ／作・絵. 岩崎書店. 4. 018007963 ルルとラ
ラのホットケーキ. あんびる やすこ／作・絵. 岩崎書店. 5. 018007971 ルルとララのスイートポテト. あ
んびる やすこ／作・絵. 岩崎書店. 6. 018008003 ルルとララのふんわりムース. あんびる やすこ／作・
絵. 岩崎書店. 7.
[絵本・知育]『ルルとララのわくわくクレープ』あんびるやすこのレンタル・通販・在庫検索。最新刊やあ
らすじ（ネタバレ含）、ランキングや評価・感想など、おすすめ・ランキング情報も充実。TSUTAYAの
サイトで、レンタルも購入もできます。出版社：岩崎書店.
・１：ルルとララのカップケーキ. ・２：ルルとララのおしゃれクッキー. ・３：ルルとララのきらきらゼリー. ・４：
ルルとララのしあわせマシュマロ. ・５：ルルとララのチョコレート. ・６：ルルとララのアイスクリーム. ・７：ルル
とララのいちごのデザート. ・８：ルルとララのカスタード・プリン. ・９：ルルとララの天使のケーキ. ・１０：ル
ルとララのスイートポテト. ・１１：ルルとララのシャーベット. ・１２：ルルとララのわくわくクレープ. ・１３：ル
ルとララのふんわりムース. ・特別編（別冊）：ルルとララのレシピカードブック.
2016年2月29日 . ルルとララのわくわくクレープ. cover. 文と絵：あんびる やすこ 岩崎書店 発売日：
2010年12月22日価格 ：1000円（税抜） SBN-10: 42650628657. ISBN-13: 978-4265062867.
Amazonで購入する. lulu-rara12 なかよしの友人たちがけんかをしてしまった、ねずみのフィオナ。 な
んとか仲直りさせたいと、ルルとララのおかしやさんにやってきました。 相談にのったルルたちは、お店で
クレープパーティを開くことに。 ルルとララがおしゃれで楽しい「クレープ」にチャレンジします！ はたして
みんなは、なかなおり.
ルルとララのわくわくクレープ Maple Street （おはなしトントン） [ あんびるやすこ ](楽天ブックス)のレ
ビュー・口コミ情報がご覧いただけます。商品に集まるクチコミや評価を参考に楽しいお買い物を！
詳細な条件で図書の検索ができます。書名や著者名、出版者、分類、書誌の種別、出版年度な
どの条件が使用できます。
ルルとララのシリーズ、大好きです♪奈々転び八起きさん | 2013/12/17: 小学校3年生の娘がいます。

るるとららシリーズが大好きで、学校でもよく借りて読んでいますよ。 昨年の読書感想文では、「わく
わくクレープ」で市の優秀賞を頂きました。 学校で借りてきて読んでも、家でもまた読みたいので今は
少しずつ、自分の本棚にコレクションし始めました。 同じ作者で、あんびるやすこさんの魔女の庭もの
がたりシリーズも大好きです。 うちの娘も本を読むのが大好きな子なので、一緒に図書館や本屋さ
んへ行っ.
2012年4月6日 . いたずらっ子待望の春休み突入~ ・・・から、あっという間に終盤ですが この春休み
のお昼カフェ風ランチね！ と妙に鼻息荒くしていたいたずらっ子 カフェ風ってどんな風をイメージしてい
るのか 春休み突入の初日は大好きなクレープをいつもと違ったレシピで作ることに 「ルルとララのわく
わくクレープ」という小学生向けの料理本を棚から持ってきて「今日はこれこれ！」 はいはい、じゃ～
全部一人で作ってみてね！とお任せすることに。 牛乳を量ってボールへ.
Check out #ルルとララ photos & videos on Instagram: latest posts and popular posts about #ル
ルとララ.
Ｊ9あ ルルとララのわくわくクレープ. 作 絵・あんびる. やすこ. 岩崎書店. Ｊ9あ ルルとララのスイートポテ
ト. 作 絵・あんびる. やすこ. 岩崎書店. Ｊ9あ ルルとララのクリスマス. 作 絵・あんびる. やすこ. 岩崎
書店. Ｊ9あ ルルとララのきらきらゼリー. 作 絵・あんびる. やすこ. 岩崎書店. Ｊ9あ 妖精の家具、おつ
くりします。 作 絵・あんびる. やすこ. ＰＨＰ研究所. Ｊ9あ 女王さまのむらさきの魔法. 作 絵・あんび
る. やすこ. ポプラ社. Ｊ９て わかったさんのクレープ. 作・寺村輝夫. 絵・永井郁子. あかね書房. Ｊ９
し 動物と話せる少女リリアーネ⑤.
（1歳から）. （１階おはなしコーナー）. おはなし会. 4月16日㈯ 10時30分 （幼児・小学生）. ※ おは
なし会の開催日が、毎月第4木曜. 日の15時30分から毎月第3土曜日の. 10時30分に変わりま
す。 展示コーナー. 新生活に贈る本（一般向け）. 入園入学おめでとう（児童向け）. ①「夢で逢い
ましょう」. 藤田. 宜永. 著. ②「たぶらかし」. 安田. 依央. 著. ③「天才が語る」. ダニエル・タメット.
著. ④「子どもたちの放課後を救え！」 川上. 敬二郎. 著. ①「ルルとララのわくわくクレープ」. あんび
る. やすこ. 作. ②「ミンティたちの森のかくれ家」.
Check out #ルルとララシリーズ photos & videos on Instagram: latest posts and popular posts
about #ルルとララシリーズ.
ルルとララのわくわくクレープ(おはなしトントン) [全集叢書]の通販ならヨドバシカメラの公式サイト「ヨ
ドバシ.com」で！レビュー、Q&A、画像も盛り沢山。ご購入でゴールドポイント取得！今なら日本
全国へ全品配達料金無料、即日・翌日お届け実施中。
のクレープ. 『からすのパンやさん』. 『たぬきいっかの. はらぺこ横丁. よこちょう. 』 『カレーおばけの. あか
いぼうし』. 『ルルとララの. わくわくクレープ』. 読書. どくしょ. 郵便. ゆうびん. ハガキに本. ほん. の紹介.
しょうかい. や感想. かんそう. を書. か. い. て、校内. こうない. の友. とも. だちや先生. せんせい. に
送. おく. りま. しょう。もらった人. ひと. が喜. よろこ. ぶように. ていねいに書. か. きましょう。ハガキ. を
書. か. いたら、図書. と し ょ. 委員. い い ん. に消印. けしいん. をお. してもらってから、図書館. と
しょかん. にある. ポストに入.
24年3月. ・マジックツリーハウス１～１０巻・あめあがりの名探偵・よーいどんで名探偵・ダレンシャン１
０～12巻・ヒックとドラゴン６～７巻・かいけつゾロリとまほうのへや・かいけつゾロリのじごくりょこう・かい
けつゾロリのきょうふのカーレース・まじめにふまじめかいけつゾロリなぞなぞ大百科. ２４年２月. ・ルル
とララのわくわくクレープ. ２３年９月～１２月. ・小学館の子ども図かんプレNEO楽しく学び遊ぶ きせ
つの図かん. ・かいけつゾロリまもるぜ！きょうりゅうのたまご・めいたんていとうじょう・おおどろぼう. ・ﾋｯｸ
とドラゴン４～８・幻.
以前、「ルルとララのおかしやさん」シリーズで、娘とスイートポテトを作った記事を書きました。 著者あ
んびるやすこさんのオフィシャルサイト「ちいさなしっぽ協会」を勝手ながらリンクさせていただいたとこ
ろ、ご丁寧に、サイトの管理人様からお礼のメールをいただきました(*^^*) 小学校の図書館でも、
人気のシリーズで、なかなか借りられないようなのですが、今回は「わくわくクレープ」編を借りてこれて
娘がクレープ作りに挑戦しました！
学習件名, クレープ. 学習件名, アイスクリーム. 学習件名, マシュマロ. 学習件名, ケーキ. 学習件
名, チョコレート. 学習件名, シャーベット. 学習件名, スイートポテト. 学習件名, いちご. 学習件名,

プリン. 学習件名, ムース(菓子). 学習件名, クッキー. 学習件名, パーティ. 学習件名, クリーム(食
品). 学習件名, クリスマス. 内容紹介, 12ケ月誕生石ゼリー、ピンクのストロベリー白玉、しあわせマ
シュマロ…。「ルルとララのおかしやさん」シリーズに出てくるお菓子を再現、写真とともに作り方を紹介
します。大人向けアレンジレシピ、.
300円. <<児童書・絵本>> ルルとララのシャーベット おはなしトントン 18. 単行本(実用). <<児童
書・絵本>> ルルとララのシャーベット おはなしトントン 18 / あんびるやすこ. 270円. <<児童書・絵本
>> 魔法の庭ものがたり8 夢みるポプリと. 単行本(実用). <<児童書・絵本>> 魔法の庭ものがたり8
夢みるポプリと三人の魔女 / あんびるやすこ. 270円. <<児童書・絵本>> ルルとララのわくわくクレー
プ / あん. 単行本(実用). <<児童書・絵本>> ルルとララのわくわくクレープ / あんびるやすこ. 370円.
すべての作品リストを見る.
2016年4月22日 . 私も旦那も本好きなので、休日はよく家族で図書館に行きます。 最近長女がは
まっているのが「ルルとララ」シリーズ。 最初はかわいい表紙に惹かれて長女が選んできましたが、お話
も面白いし、お菓子のレシピが載っているので一緒に作ったりして楽しめます。 結構長いのでさすが
に自分では読めませんが、読み聞かせるなら３～４歳でも楽しめます。 先日借りたのが「ルルとララの
わくわくクレープ」。 ケンカした友達を仲直りさせるためにクレープパーティを開くというほのぼのしたお
話。 長女はクレープを.
大きいロペちゃんは、言わずもがな(´～｀). 一緒に写真が撮れるパネルになっています♪. 小さいロペ
ちゃんは、（画像２枚目）にいましたー(´▽｀). 私の撮り方が悪くて、意地悪な問題になってしまいまし
た(x_x;)ｽﾐﾏｾﾝ. さて、キッズスペースには、絵本や児童書も少しご用意しています♪. 最近、新しい
本が仲間入りしました☆. ◇名探偵コナン推理ファイル 昆虫の謎. ◇ルルとララ いちごのデザート.
◇ルルとララ わくわくクレープ の３冊です('ｖ'*). お子様連れのお客様、ご来店の際はｾﾞﾋご利用くだ
さい(^ワ^). 担当者：大久保.
カッコウの卵は誰のもの東野 圭吾／著 下町ロケット[1] 池井戸 潤／著 かいけつゾロリのだ・だ・だ・
だ…前編原 ゆたか／さく… かいけつゾロリのだ・だ・だ・だ…後編原 ゆたか／さく… プラチナデータ
東野 圭吾／著 夜行観覧車湊 かなえ／著 Nのために湊 かなえ／著 往復書簡湊 かなえ／著
告白湊 かなえ／著 夜明けの街で東野 圭吾／[著… 初陣今野 敏／著 1Q84 ： a nov…
BOOK3 村上 春樹／著 アンパンマンとかぜこんこんやなせ たかし／… 白銀ジャック東野 圭吾／著
ルルとララのわくわくクレープあんびる やすこ…
絵本・児童書 】 ・ ・ ・ １枚目☆ルルとララのわくわくクレープ☆ ・ ２枚目☆ルルとララの天使のケーキ
☆ ・ ・ ・ あんびるやすこｻﾝのルルとララシリーズが今のお気に入り☺ ・ ・ ・ かわいい二人の女の子が
動物たちの為に お菓子作りをするってお話で 小一女子ウケ間違いなしです ・ ・ ・ 文章の中には漢
字も出てきますが フリガナをうってあるので 自分で読めるのが ・ ・ ・ この二冊は家の本ですが、学校
の図書館での本の借り方を習ってから週2で借りてきていて めっちゃ気に入っています ・ ・ ・ #絵本 #
絵本大好き.
ルルとララのわくわくクレープ/あんびるやすこ」の通販ならLOHACO（ロハコ）！ ミネラルウォーター、お
茶、ティッシュ、おむつなどの日用品から、掃除機、冷暖房器具などの生活家電まで、アスクル個人
向け通販ならLOHACO（ロハコ）。翌日以降お届け、1900円以上で基本配送料無料です。
柴犬さんのツボ, 影山直美, 辰巳出版, 般. 悪いことをして罰があたった子どもたちの話, エドワード・
ゴーリー, 河出書房新社, 般. あなたにもできる蒼山日菜のレース切り絵, 蒼山日菜, 角川グループ
パブリッシング, 般. サイレンカー, 小賀野実, ポプラ社, 幼・小初. たれみみおおかみのジョン, きむらゆ
ういち, 主婦の友社, 小初・小中. かいけつゾロリのだ・だ・だ・だいぼうけん！ 後編, 原 ゆたか, ポプラ
社, 小初. グミとさちこさん, 荒井良二, 講談社, 幼・小初. ぼくらの最後の聖戦, 宗田 理, ポプラ社,
中. ルルとララのわくわくクレープ.
ふたりのきもちをつたえるために、ルルとララははじめて和風のお菓子をつくります。ロマンチックで、すて
き . 書の創作活動に入る。主な作品に、「魔法の庭ものがたり」シリーズ（ポプラ社）、「こじまのもり」
シリーズ『せかいいちおいしいレストラン』（ひさかたチャイルド）、「ルルとララ」シリーズ、「なんでも魔女
商会」シリーズ、「アンティークＦＵＧＡ」シリーズ（岩崎書店）『妖精の家具、おつくりします』『妖精の
ぼうし、おゆずりします』（ＰＨＰ研究所）などがある。 . ルルとララのわくわくクレープ ― Ｍａｐｌｅ Ｓｔｒｅｅ

ｔ おはなしトントン. 和書.
ルルとララのわくわくクレープ - Maple Street - あんびるやすこ - 本の購入は楽天ブックスで。全品送
料無料！購入毎に「楽天スーパーポイント」が貯まってお得！みんなのレビュー・感想も満載。
ルルとララのわくわくクレープ詳細をご覧いただけます。
ルルとララのわくわくクレープ図書館から借りてきました。 お父さんのために借りてきました。 一生懸命
作りました。 鼻にクリームついてるから #クレープ作り#くるくるクレープ#今日のおやつ#手作りおやつ#
美味しかったね#楽しかったね#本当楽しかった#笑いっぱなし #クリーム入れすぎて#小１女子#気持
ち悪くなる#食べ過ぎでしょ笑#調子づいて食べるから #手作りおやつ #笑いっぱなし #クリーム入れす
ぎて #楽しかったね #クレープ作り #美味しかったね #気持ち悪くなる #ルルとララのわくわくクレープ #
小１女子.
今日の朝ごはんお願いしてもいい？と言って作ってもらった朝ごはん 長女がノリノリでオムライスを
作ってくれました ミックスベジタブルとチーズインソーセージ、オニオンフライの細かいのが入ってて美味
しかった〜 次女は、デザートにゼリーを作ってくれた るるとららの本を見ながら全員違う味で作って
くれました 嬉しいなぁ〜 ありがとう #朝ごはん#オムライス#ルルとララ#ゼリー#手作りゼリー#デコすご
い#姉妹#子ども料理#姉妹ママ#ゼリーの器はケーキ屋さんのを再利用 #ゼリー #姉妹 #手作りゼ
リー #姉妹ママ.
2011年9月22日 . 学校教育目標 温かい心を自ら育み、より賢く、より逞しくあろうとする児童の育
成. ９月の生活目標 時間を大切にしよう. はみだし通信 所沢中の体育祭に行ってきました。きびき
びした動きで、見ていても気持ちがいい体育祭でした。30 分. 遅れで始まった体育祭でしたが、朝か
らスポンジで水を吸い取り、校庭整備はたいへんだったようです。 □ １年. ルルとララのわくわくクレープ
をよんで 吉野 朱莉. ☆「ふしぎなのらネコ」をよんで. 平塚 暖菜. ともだちごっこをよんで. 服部 心夏.
アリクイにおまかせ. 髙橋 沙希.
ディア情報館とリンクし、ふりがなつき、オール. カラー。調べる力が育つ、楽しい百科事典です。 中学
校 たのしい劇 脚本集 英語劇付Ⅰ. 日本演劇教育連盟 編. 中学生が実際に演じた劇の中から厳
選した作品. が集められた脚本集。新入生歓迎、文化祭など. 学校行事の様々な場面で役に立
つ一冊です。 ルルとララのわくわくクレープ. あんびるやすこ 絵・文. お菓子の甘い香りがいっぱいのル
ルとララのお店。 そこに悲しい顔をしたフィオナがやってきて…。ル. ルとララはどんなお菓子を作るのか
な？ おとうさんのて ひだのかな.
内容細目順番1. 内容細目１, ルルとララのようなパティシエになろう! 小さなお菓子屋さんが舞台の
「ルルとララ」シリーズから生まれたレシピブック。1は、いちごのデザート、マシュマロ、クレープなど、春の
お菓子を紹介します。 内容細目２, 「ルルとララ」シリーズに登場(とうじょう)するスイーツの作り方を、
プロセス写真(しゃしん)でやさしく紹介(しょうかい)。いちごのデザート、しあわせマシュマロ、わくわくク
レープ、ふんわりムースの基本(きほん)のレシピと、楽しいアレンジレシピやパーティーメニューがのってい
ます。 内容細目３.
詳細な条件で図書の検索ができます。書名や著者名、出版者、分類、書誌の種別、出版年度な
どの条件が使用できます。
2014年11月11日 . ルルとララのしらたまデザート, おはなしトントン 34, あんびる やすこ／作・絵, 東
京：岩崎書店, 児童図書. ルルとララのにこにこクリーム, おはなしトントン 39, あんびる やすこ／作・
絵, 東京：岩崎書店, 児童図書. ルルとララのふんわりムース, おはなしトントン 23, あんびる やすこ
／作・絵, 東京：岩崎書店, 児童図書. ルルとララのホットケーキ, おはなしトントン 27, あんびる やす
こ／作・絵, 東京：岩崎書店, 児童図書. ルルとララのわくわくクレープ, おはなしトントン 21, あんびる
やすこ／作・絵, 東京：岩崎書店.
11, 6, ルルとララのアイスクリーム, あんびる やすこ, 1, 岩崎書店. 12, 7, ルルとララのいちごデザート,
あんびる やすこ, 1, 岩崎書店. 13, 8, ルルとララのカスタードプリン, あんびる やすこ, 1, 岩崎書店.
14, 9, ルルとララの天使のケーキ, あんびる やすこ, 1, 岩崎書店. 15, 10, ルルとララのスイートポテト,
あんびる やすこ, 1, 岩崎書店. 16, 11, ルルとララのシャーベット, あんびる やすこ, 1, 岩崎書店. 17,
12, ルルとララのわくわくクレープ, あんびる やすこ, 1, 岩崎書店. 18, 13, ルルとララのふんわりムース,

あんびる やすこ, 1.
2010年12月31日 . 【クレヨンハウス】落合恵子主宰。絵本・木のおもちゃ・オーガニックコスメ・雑貨
が勢ぞろいです。ラッピング無料! 10800円（税込）以上の注文で送料無料（一部地域除く）ルルとラ
ラのわくわくクレープ.
ルルとララのわくわくクレープ：本・コミックならセブンネットショッピング 。 7net、西武・そごう、イトーヨーカ
ドー、アカチャンホンポ、LOFTが集結した「オムニ7」。nanacoポイントが貯まりセブン-イレブンでの店
舗受取・返品が可能、セブン＆アイの安心安全なネットショッピングです。
2011年8月9日 . ルルとララのわくわくクレープあんびるやすこ/作・絵 息子はそれこそ夏休みだからで
しょうか？大好きなアンパンマン紙芝居が貸し出し中で断念…そして、アンパンマンの絵本で唯一
残っていたこの本を持ってきました(^-^) 娘は、いつもの小さなおばけシリーズ♪初めて出会えた『ソッ
チ』にテンション上がって、一気に読んでいました♪♪♪ あと、『ルルとララ』シリーズの本です♪ この本は
娘のクラスの女の子の中でも人気がある本なのだそうです。 学校はもちろん、図書館でも大人気な
ようで、なかなか借りる.
公民館図書 <110601069> 貸出可 / 児童 / / /913/ｱﾝ/ / 帯出可. 公民館図書 <110852027> 貸
出可 / 児童 / / /913/ｱﾝ/ / 帯出可. 公民館図書 <110979051> 貸出中 / 児童 / / /913/ｱﾝ/ / 帯出
可. 詳細情報. ＩＳＢＮ, 4-265-06286-7. 13桁ISBN, 978-4-265-06286-7. 書名ﾖﾐ, ﾙﾙ ﾄ ﾗﾗ ﾉ
ﾜｸﾜｸ ｸﾚｰﾌﾟ. 著者ﾖﾐ, ｱﾝﾋﾞﾙ ﾔｽｺ. 叢書名ﾖﾐ, ｵﾊﾅｼ ﾄﾝﾄﾝ. 叢書名ﾖﾐ, ﾒｰﾌﾟﾙ ｽﾄﾘｰﾄ. 叢書名
ﾖﾐ, ﾙﾙ ﾄ ﾗﾗ ｼﾘｰｽﾞ. 本体価格, ¥1000. 価格, ¥1000. 出版者ﾖﾐ, ｲﾜｻｷ ｼｮﾃﾝ. 大きさ, 22cm.
ﾍﾟｰｼﾞ数, 71p. 抄録, ルルとララは、ねずみのフィオナから.
ルルとララのわくわくクレープ - あんびるやすこ／作・絵 - 本の購入はオンライン書店e-honでどうぞ。
書店受取なら、完全送料無料で、カード番号の入力も不要！お手軽なうえに、個別梱包で届くの
で安心です。宅配もお選びいただけます。
菅野雪虫・作（ポプラ社）. 世界中から本が消えたらどうす. る？「女王さま」という怪人物が世. 界
中の人気シリーズを収集、新刊が. 出なくなるという事件が大発生！ ルルとララのわくわくクレープ.
あんびるやすこ・作 (岩崎書店). ホットプレートでかんたんにでき. るミニサイズのクレープのつくり. かた
をしょうかいしながら、ルルと. ララがクエストにこたえます。 フラニー、大統領になる！ ジム・ベントン・
作 (あかね書房). 学級委員に立候補したフラニーは、. 変身着ぐるみをつくり、すぐにクラ. ス全員の
支持を獲得。次は大統領に.
124 ルルとララのシャーベット （おはなしトントン. あんびる やすこ. 岩崎書店. 125 ルルとララのわくわく
クレープ （おはなしトントン. あんびる やすこ. 岩崎書店. 126 ルルとララのわくわくクレープ （おはなしト
ントン. あんびる やすこ. 岩崎書店. 127 ルルとララのわくわくクレープ （おはなしトントン. あんびる やす
こ. 岩崎書店. 128 ルルとララのわくわくクレープ （おはなしトントン. あんびる やすこ. 岩崎書店. 129
ルルとララのスイートポテト （おはなしトントン. あんびる やすこ. 岩崎書店. 130 ルルとララのスイートポ
テト （おはなし.
子供が読んだあとの中古品です。 本文、表紙とも、目立った汚れなどありませんが、 カバーがありま
せん。 中古品にご理解いただける方、よろしくお願いします。 他の出品本と一緒に購入などの場合
は、 送料分などお値引きできる場合がありますので、 コメント欄にご相談ください。
私の誕生日という事で娘っ子が大好きな児童書のルルとララシリーズに出て来る 「バナナミルキープリ
ン」 を一緒に作りました☆ お料理したこと無い娘なので殆ど私がやりましたが嬉しかったです(*´ｪ
`*)ﾎｯそして簡単やし美味しかった(´ｰ+｀)ｷﾗｯ#子供からのプレゼント . お母さんと一緒に作るのー♪」
と次女がワクワクしながら図書室から借りて来た本「ルルとララのスイートポテト」 この本のレシピ通り
に子どもたちとスイートポテト作り♪ 幸せすぎる～(*^^*) 子どもたち3人が喧嘩しながらなんで、4時
間くらいかかったけど(笑).
中央図書館 <110642331> Checked Out / 児童１階 / / /596/ﾙ/ / None. 移動図書館
<910814554> Checked Out / 移動図書館 / / /596/ﾙ/ / None. 移動図書館 <910814429>
Checked Out / / / /596/ﾙ/ / None. 移動図書館 <010555340> Checked Out / / / /596/ﾙ/ / None.
移動図書館 <910814527> On Hold / 移動図書館 / / /596/ﾙ/ / None. Detailed Information.
ISBN-10, 4-265-08461-6. ISBN-13, 978-4-265-08461-6. Title (Kana), ﾙﾙ ﾄ ﾗﾗ ﾉ ﾃｽﾞｸﾘ ｽｲｰﾂ.

Author (Kana), ｱﾝﾋﾞﾙ ﾔｽｺ. NDC, 596.65. Price after.
♡7th Birthday Party♡・インフルエンザのため延期になっていた娘のバースデーパーティー、1ヶ月遅れ
でやっと開催しました。・娘のリクエストで、お気に入りの本のキャラクター、ルルとララのわくわくクレープ
パーティー。・子供達は、自分で好きなものを入れてクレープを作るのが、とっても楽しかったようです。
・電子レンジで、簡単にクレープが作れるやり方を発見し、とってもきれいにつくれたのが、自己満足。
・・#アニヴァーサリープランナー#anniversaryplanner#パーティープランナー#キッズパーティー#稲城市#
多摩市#.
2012年6月13日 . 娘が、よく借りてくるシリーズ。 これを見て、クレープ作りをしたいと言い出したが、あ
いにく私はお出かけ前だったので、 今度作ろう.
今回は単独のお菓子ではなく、一つのイベントがテーマになったルルとララのお話です。前に『ルルとラ
ラのクリスマス』というタイトルの本も出たことがあるのでいつかは絶対にハロウィンも…と思ってはいたの
だ。もっともそのせい？ で発売日ががっつりずれ込んだかもしれないけれど(大体このシリーズは七月と
十二月の年に二回のお楽しみなのだ)。しかも今回は本の雰囲気もいつもとはちょっと違います。女
の子向けにパステルカラーで彩られていたのが、今回は背表紙も行事に合わせて黒なのだ。だからこ
れまでの.
学校の図書館には、大人の助け無しで、子どもがワクワクしながら自分で作ることができる「レシピ
本」が数多く置いてあるものですね。大人もビックリするくらいのお菓子が、分かりやすく、物語仕立て
で表現されています。 火を使わないなど、子どもが安全に作業できるような配慮が多く見られます。
. ママも頑張らなくちゃ！好奇心から始まり、それに挑み、やりとげる達成感・・・この経験は、きっと
次々といろいろなものにチャレンジする土台になると思いますよ！ 参考文献「ルルとララのしあわせマ
シュマロ おはなし・ひろば」
児童, ルルとララのアイスクリーム, あんびるやすこ／作・絵, 岩崎書店, 2007.7. 児童, ルルとララのい
ちごのデザート, あんびるやすこ／作・絵, 岩崎書店, 2008.3. 児童, ルルとララのカスタード・プリン, あ
んびるやすこ／作・絵, 岩崎書店, 2008.10. 児童, ルルとララの天使のケーキ, あんびるやすこ／作・
絵, 岩崎書店, 2009.3. 児童, ルルとララのスイートポテト, あんびるやすこ／作・絵, 岩崎書店,
2009.9. 児童, ルルとララのシャーベット, あんびるやすこ／作・絵, 岩崎書店, 2010.4. 児童, ルルとラ
ラのわくわくクレープ, あん.
ルルとララシリーズ は、小学生向けの絵本としておいてあったのですが、ひらがなが読めるようになって
きた娘に、図書館のお姉さんがオススメしてくれたので借りてみました まだカタカナが読めず、何度もパ
パとママに聞いてましたが、頑張って読んでました 一冊まるごと読まないと完結しない感じではなく、
短編になっているのがポイント☝ お菓子が好きな女の子にオススメの絵本です . わたしが小学生の
ころは、 #わかったさん や #こまったさん シリーズが人気だったけど、今は、ルルとララシリーズなんだね

.
中古本を買うならブックオフオンラインヤフオク！店。まとめ買いで更にお得に！！ タイトル ルルとララ
のわくわくクレープ おはなしトントン２１ 作者 あんびるやすこ 販売会社 岩崎書店/ 発売年月日
2010/12/24 JAN 9784265062867 ご入札する前にご確認いただきたいこと.
目次 : １ いちごのデザート（いちごソース/ ヨーグルトプリン ほか）/ ２ しあわせマシュマロ（プレーンマ
シュマロ/ ピンクハートのマシュマロ ほか）/ ３ わくわくクレープ（プレーンクレープ/ シンプルクレープ ほか）/
４ ふんわりムース（りんごジュースのムース/ いろいろなジュースのムース ほか） 【著者紹介】 あんびる
やすこ : 群馬県生まれ。東海大学文学部日本文学科卒業。テレビアニメーションの美術設定を担
当。その後、玩具の企画デザインの仕事に携わり、絵本、児童書の創作活動に入る（本データはこ
の書籍が刊行された当時.
2011年9月30日 . ルルとララのわくわくクレープ｣. あんびるやすこ作. ルルとララがおしゃれで楽しい. 「ク
レープ」にチャレンジ！お客様. のために、いろいろなクレープをつ. くります。小学校低学年向き。 児
童書. ｢トイ・ストーリー３｣. ジャスミン・ジョーンズ. ウッディたちは持ち主のアン. ディの元を離れ保育園
に寄付され. ることになりました。しかし、そ. の保育園は・・・。 小学校高学年向き。 一般書. ｢いね
むり先生｣. 伊集院静. 作家にしてギャンブルの神様、. 色川武大と過ごした温かな日々を. 描いた
作品。各紙誌で話題になっ.

2009年4月16日 . クレープをフライパンや鉄板で焼くときに、なくてはならないもの。 それがレードルで
す。 レードルというとなにやら新しい道具に見えますけれども、 なんのことはない、↓こういうものです。
⇒ これがレードルです。 前置きはさておき。 では、どのタイプ、どのサイズがよいのか、という話になり
ます。 結論から言ってしまうと、おすすめは 『７０ｃｃ・横口タイプ』 です。 レードルを選ぶときの、ポイン
トを挙げておきます。 □ ７０ｃｃだと、生地を一回すくった量が１枚分のサイズにちょうどいい。 サイズが
大きすぎると、焼き.
ルルとララのミルキープリン」* ペンネーム：もちねこさん new! 新着POP. 「妖精のぼうし、おゆずりしま
す。」* ペンネーム：もちねこさん. 新着POP. 「プカプカチョコレー島」* ペンネーム：もちねこさん. 新着
POP. 「プカプカチョコレー島 まじょの国へ」* ペンネーム：もちねこさん. 新着POP. 「まじょねこピピほん
とうのごしゅじんさま!?」* ペンネーム：もちねこさん. 新着POP. 「ルルとララのわくわくクレープ」* ペン
ネーム：もちねこさん. 新着POP. 「ルルとララのしあわせマシュマロ」* ペンネーム：もちねこさん. 新着
POP. 「妖精の家具、お.
ルルとララのわくわくクレープ (おはなしトントン21)の感想・レビュー一覧です。
【中古】ルルとララのホットケーキ あんびるやすこ箸 岩崎書店」が6件の入札で150円、「【中古美
本】ルルとララのおしゃれクッキー・天使のクッキー ２冊セット 岩崎書店」が2件の入札で100円、「児
童書 『ルルとララの天使のケーキ』 あんびるやすこ 岩崎書店 □ 送100円」が1件の入札で370円とい
う値段で落札されました。このページの平均落札 . 即決 ルルとララのクリスマス わくわくクレープ ２冊
セット. 商品状態: -. 800円 . 即決 ルルとララシリーズ 16巻セット あんびるやすこ ルルとララのしらたま
デザート ルル. 商品状態: -.
３００００このすいかがとうげからころがりおちてしまいます。すい. かのしるがたまって池になって、まっぷ
たつに分かれてしまい. ます。すいかのしるの池が口びるになったところがおもしろ. いので読んでみてく
ださい。 豊丘小 2 年 山田 じんさんのｺﾒﾝﾄ. Page 2. 【松井秀喜】. 作：四竃 衛（旺文社）. ストー
リーがとてもいいことが書いてあったり、読むところがたくさ. んあるので、野きゅうずきの人と読書ずきの
人はぜひ読んでみ. てください。 小山小 2 年西組 牧 純矢さんのｺﾒﾝﾄ. Page 3. 【動物探偵ミア ち
いさな島の転校生】.
Item dummy ルルとララのわくわくクレープ （おはなしトントン） あんびるやすこ 1,080. 書籍 カートに入
れる · Item dummy ルルとララのふんわりムース （おはなしトントン） あんびるやすこ 1,080. 書籍 カー
トに入れる · Item dummy ルルとララのレシピカードブック2＆パティシエノート あんびるやすこ 1,620.
送料無料. 書籍 カートに入れる · Item dummy ルルとララのしらたまデザート （おはなしトントン） あ
んびるやすこ 1,080. 書籍 カートに入れる · Item dummy ルルとララのにこにこクリーム （おはなしトン
トン） あんびるやすこ.
2017年7月23日 . 【ジモティー】あんびるやすこ・さく。 定価￥1000～1100。 女の子向けのかわいい
本を10冊まとめて。 ・ルルとララのクリスマス （クリスマスシールの… (ぷりりん) 横浜の絵本の中古あげ
ます・譲ります｜ジモティーで不用品の処分.
Amazonであんびる やすこのルルとララのわくわくクレープ (おはなしトントン21)。アマゾンならポイント
還元本が多数。あんびる やすこ作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。またルルとラ
ラのわくわくクレープ (おはなしトントン21)もアマゾン配送商品なら通常配送無料。
夏休み、父さんの仕事にくっついて、ネパールにやってきた小学５年生のツトム。せっかくワクワクしてい
たのに、最悪の出会いをした村の少年パニとふたりきりで放牧の仕事をすることになり… .. 夏休みを
むかえたルルとララのもとに、シュガーおばさんが作った氷の彫刻が届いた。それは、氷の精で、声が聞
こえてきた…。暑い季節にぴったりな冷たいデザート . 小学生・いるかちゃん。絶対の味方・フェアリー
と、恋に友情にがんばっている。そんないるかちゃんの前に、街に新しくできたクレープ屋さんの女の子
があらわれて…
内容, ようこそルルとララのお店へ 春のお菓子 もくじ ルルとララのキッチン道具 ちいさなパティシエさん
たちへ Ｃｈａｐｔｅｒ １ いちごのデザート いちごソース ヨーグルトプリン ミルクゼリー サニィのバースデー
パーティー バースデータルト クリームチーズのカナッペ いちご . プレゼントのアレンジ Ｓｐｅｃｉａｌ Ｃｏｌｕｍ
ｎ ルルとララのキッチン日記 Ｃｈａｐｔｅｒ ３ わくわくクレープ プレーンクレープ シンプルクレープ クレープア
イス ちいさいミル・クレープ わくわくクレープパーティー サラダクレープ ソース ｄｅ クレープ バナナクレープ

コラム（２）.
2016年9月6日 . ルルとララのわくわくクレープ （おはなしトントン Maple Street 「ルルとララ」シリーズ）/
あんびる やすこ（児童書・絵本） - ルルとララのお店は、きょうもおかしのあまいかおりでいっぱいです。
おきゃくさんは、みんな笑顔になるのですが、のねずみのフィオナは、かなしそうな.紙の本の購入は
hontoで。
タイトル, ルルとララのわくわくクレープ : Maple Street. 著者, あんびるやすこ 作・絵. 著者標目, あん
びる, やすこ, 1961-. シリーズ名, おはなしトントン ; 21. 出版地（国名コード）, JP. 出版地, 東京. 出
版社, 岩崎書店. 出版年, 2010. 大きさ、容量等, 71p ; 22cm. ISBN, 9784265062867. 価格,
1000円. JP番号, 21869167. NS-MARC番号, 120404500. 出版年月日等, 2010.12. NDLC, Y8.
NDC（9版）, 913.6 : 小説．物語. 要約・抄録, ホットプレートで簡単にできるミニサイズのクレープの
作り方を紹介しながら,ルルとララが.
ルルとララのお店は、きょうもおかしのあまいかおりでいっぱいです。おきゃくさんは、みんな笑顔になる
のですが、のねずみのフィオナは、かなしそうな顔をしています。いったいどうしたのでしょうか?-。
リアルヴォルフィード2017/12/02 07:37:00～2017/12/02 18:57:14. 所要時間：11時間20分 距離：
32.6km. 彩璃. 秋葉から品川経由新宿行って後楽園からの秋葉というリアルヴォルフィードをw
MyAR外の正規スポットで作品的には最多ではないかな？(全部歩き・・・・)
https://twitter.com/00065_eins/status/936897037953413120/photo/1. 四月は君の嘘; デュラララ!!
CHAOS;CHILD; とある魔術の禁書目録; とある科学の超電磁砲; Wake Up, Girls！ 東京編; ノラ
ガミ; ラブライブ！サンシャイン!! ガッチャマン クラウズ.
2015年6月19日 . 関連記事. ルルとララのわくわくクレープ; カレーライスはこわいぞ!? おばけのアッチシ
リーズ 『アッチのオムレツぽぽぽぽぽ～ん』. theme : 読んだ本の紹介 genre : 本・雑誌. tag : 角野栄
子 おばけのアッチ · comment 0 : このページのトップへ. comment. 名前: タイトル: メールアドレス:

URL: Font & Icon.
資料詳細. ↓予約は以下より. 【タイトル】 ルルとララのわくわくクレープ【サブタイトル】 【巻次】 【多巻
タイトル】 【著者】 あんびる／やすこ∥作・絵【出版者】 岩崎書店【出版年月日】 2010.12 【NDC
分類】 913.6 【ISBN】 4-265-06286-7. 番号：202031281; 禁帯：貸出可能・複写可能; 状態：. 番
号：202031327; 禁帯：貸出可能・複写可能; 状態：. 予約数： 0. ↑ページの最初へ; ←戻る · ←
トップページへ.
2014年11月10日 . 最多利用資料一覧 （上位 20番） ＊ ＊ ＊. 処理日：2014年11月10日. ペー
ジ：1. 館名：00 上川町公民館図書室. 統計年月：2014年10月∼2014年10月. 対象：2 児童書.
形態：11 一般図書. 分類：全て. 順位 書名. 著者名. 出版者名. 請求記号. 回数. 複本数 ﾏｰ
ｸID+NO. 1. かいけつゾロリの大まじんをさがせ！！ 原 ゆたか／さく・え. ポプラ社 jj91ポ. 3. 1. K
0020139812. 1. ぬ∼く ぬく２. 山本 孝／え. 農山漁村文化協会 Eワ. 3. 1. K 0020127338. 1. ルルと
ララのわくわくクレープ. あんびる やすこ／作・絵.
ジャングルのサバイバル ： 生き…4 洪 在徹／文,李… 激流のサバイバル ： 生き残り作戦スウィート
ファク… ジャングルのサバイバル ： 生き…3 洪 在徹／文,李… 微生物のサバイバル ： 生き残り…2
ゴムドリco.／… 5分間のサバイバル ： 科学…3年生韓 賢東／マンガ… 前へ 次へ. 同じ著者; 同
じ出版年; 同じ分類; 同じ件名. 2010. 1 / 1. チャレンジミッケ!7 ウォルター・ウィ… ルルとララのわくわく
クレープあんびる やすこ… プラチナデータ東野 圭吾／著 いいからいいから4 長谷川 義史／作 アン
パンマンとはなのしろやなせ.
あちこちの虫のところでいろんな仕事ををする. 元デール・カーネギー・トレーニング日本代表が、一瞬
にして心を. はめになりますが…。 つかみ、人を動かす2分間のスピーチ・会議・プレゼン・朝礼の. あり
のフェルダの物語第2弾。 コツ52を伝授する。 ◇シップ船長とチャンピオンくん. かどの えいこ/さく. 偕
成社. ☆スゴイ！と言わせる乾杯・献杯・中締めのあいさつ. 主婦の友社. ◇竜の座卓. 朝比奈 蓉
子/作. 偕成社. ☆今すぐ使えるかんたんWord 2010. 技術評論社編集部／AYURA. 技術評論
社. ◇ルルとララのわくわくクレープ.
１ いちごのデザート（いちごソース；ヨーグルトプリン ほか）；２ しあわせマシュマロ（プレーンマシュマロ；
ピンクハートのマシュマロ ほか）；３ わくわくクレープ（プレーンクレープ；シンプルクレープ ほか）；４ ふん

わりムース（りんごジュースのムース；いろいろなジュースのムース ほか）. CUSTOMER REVIEWS. 5

stars. (0). 4 stars. (0). 3 stars. (0). 2 stars. (0). 1 star. (0). 1 2 3 4 5. Based upon 0 reviews.
Average rating: 0 out of 5 stars. RECENTLY VIEWED ITEMS. 9783800182466. Flora der
Gehölze : Bestimmung,.
2017-11-11 午前中はチリの発表会 劇も歌もよく頑張りました その後、妹と で博多へ 今日からキャ
ナルは東方神起のイルミネーションショー 初日に行きたかったので又々弾丸となってしまった 来月
はいよいよLIVE ワクワクが止まらない とーってもステキでした 未だ興奮冷めやらぬ。寝れません。
次、動画載せます #アクアイルミネーションショー .. ヤギ 色々な昔話を読んであげたかったのでおはな
し集は結構楽しかった！他シリーズ本も借りてみよう♪ #天の川のラーメン屋 #ルルとララのわくわくク
レープ.
絵本・児童書 】 ・ ・ ・ １枚目☆ルルとララのわくわくクレープ☆ ・ ２枚目☆ルルとララの天使のケーキ
☆ ・ ・ ・ あんびるやすこｻﾝのルルとララシリーズが今のお気に入り☺ ・ ・ ・ かわいい二人の女の子が
動物たちの為に お菓子作りをするってお話で 小一女子ウケ間違いなしです ・ ・ ・ 文章の中には漢
字も. 27 2 7 months ago. ＊ 『さるかに』 #松谷みよ子 文#長谷川義史 絵#童心社 ＊ ＊ はやく
芽を出せ柿の種〜♪ 日本昔ばなしの代表作の１つとして長く語られてきたお話。 食べてしまえばそ
れっきりのおむすびと、.
24 Dec 2014 - 2 min - Uploaded by powarin newsぽわりんが最近よく読んでいる ルルとララシリー
ズの本を紹介します(*^^*) 中も 可愛らしいイラストやちゃんと作れるお .
2011年10月22日 . 【定価53％OFF】 中古価格￥498（税込） 【￥582おトク！】 ルルとララのわくわ
くクレープ／あんびるやすこ【作・絵】／中古本・書籍／ブックオフオンライン／ブックオフ公式通販・
買取サイト。1500円以上のご注文で送料無料。
学習件名ﾖﾐ, ﾑｰｽ(ｶｼ). 児童内容紹介, 「ルルとララ」シリーズに登場（とうじょう）するスイーツの作り
方を、プロセス写真（しゃしん）でやさしく紹介（しょうかい）。いちごのデザート、しあわせマシュマロ、わ
くわくクレープ、ふんわりムースの基本（きほん）のレシピと、楽しいアレンジレシピやパーティーメニューが
のっています。 抄録, ルルとララのようなパティシエになろう！ 小さなお菓子屋さんが舞台の「ルルとラ
ラ」シリーズから生まれたレシピブック。１は、いちごのデザート、マシュマロ、クレープなど、春のお菓子
を紹介します。
弁当. お母さん次第で男の子はぐんぐん伸びる！ 家族を幸せにするインテリア. きことわ. 体のツボの
大地図帖. 声に出して読みたい日本語２. 声に出して読みたい日本語３. 育てたように子は育つ.
子どもからの贈り物 "お母さん"であること を楽しむために. 知っているようで知らないものの呼び方. メ
ロディフェア. 父親が息子に伝える17の大切なこと. 月と蟹. ストーリー・セラー. ルルとララのわくわくク
レープ. ルルとララのカスタード・プリン. ルルとララのいちごのデザート. ルルとララのしあわせマシュマロ. ル
ルとララのカップケーキ.
～１年間の図書館利用状況～. 児童の皆さん、図書館に来てくれてありがとうございます。楽しく本
を読めるように、ボランティアみんなで本の点検や修理、. 図書館の装飾などをがんばっています。来
年度も読みに来てくださいね。保護者・地域の皆さんもどうぞお越しください。 学年別貸出冊数. 貸
出回数が多い本. 本の名前. シリーズ名. 貸出回数. ルルとララのわくわくクレープ. あんびる やすこ
作・絵. ４３. ルルとララのチョコレート. あんびる やすこ 作・絵. ４０. ポケモンをさがせ！プラチナ. 相原
和典 画. ３６. ルルとララのアイス.
No. 所在場所, 置き場所, 分類, 図書記号, 巻冊記号, 資料コード, 形態, 状態, 禁帯. 1, 和田
山図書館, 児童コーナー, F, アン, 120533773, 一般, 貸出中. 2, あさご森の図書館, 児童コーナー,
F, アン, 320143472, 一般, 在架. 詳細情報. 名称, 書誌情報. 書名, ﾙﾙ ﾄ ﾗﾗ ﾉ ﾃﾝｼ ﾉ ｹｰｷ. ル
ルとララの天使のケーキ. 叢書名, ｵﾊﾅｼ ﾄﾝﾄﾝ. おはなしトントン. １４. 叢書名２, ﾒｰﾌﾟﾙ ｽﾄﾘｰﾄ.
Ｍａｐｌｅ Ｓｔｒｅｅｔ. 著者名１, ｱﾝﾋﾞﾙ ﾔｽｺ. あんびる やすこ／作・絵. 群馬県生まれ。東海大学文学
部日本文学科卒業。テレビアニメーションの美術設定、.
ルルとララのお店は、きょうもおかしのあまいかおりでいっぱいです。おきゃくさんは、みんな笑顔になる
のですが、のねずみのフィオナは、かなしそうな顔をしています。いったいどうしたのでしょうか?―。
2011年3月15日 . その他の新着図書情報はホー. ムページをご覧ください。 ◦図書情報館の貸出

サービスを. 利用するには、利用登録申込. の手続きが必要です。 ♥児童図書. 中島京子著. 21
歳の女子大生・瑛. てる. と７歳の少年・ニノの逃. 避行が始まった…。逃げ. たくて、会いたい二人
の. 約束の物語. エルニーニョ. あんびるやすこ作. ルルとララは、友だち. を仲直りさせるための. お茶
会を開くことに。ク. レープの簡単レシピがも. りだくさんの楽しいお話. ルルとララのわくわくクレープ. は
やしまりこ作. 神社の石柱にあいた穴.
2014年8月27日 . 2011年2月 図書館に新しく入った本の一部をご紹介します｡ 《児童書》. あんび
るやすこ『ルルとララのわくわくクレープ』岩崎書店越野民雄『ダレ・ダレ・ダレダ』講談社神埜明美『デ
カワンコ』集英社コバルト文庫赤池学『自然に学ぶものづくり図鑑』PHP研究所モーリーン・サワ『本
と図書館の歴史』西村書店柳原慧『レイトン教授と幻影の森』小学館島田ゆか『バムとケロのもり
のこや』文溪堂.
ルルとララの本セット(絵本/児童書). ルルとララの本セット. ￥850. 本 ルルとララのシャーベット(絵本/
児童書). 本 ルルとララのシャーベット. ￥600. ルルとララのシャーベット/あんびるやすこ(絵本/児童
書). ルルとララのシャーベット/あんびるやすこ. ￥350. ルルとララのチョコレート/あんびるやすこ(絵本/
児童書). ルルとララのチョコレート/あんびるやすこ. ￥330. ルルとララのわくわくクレープ/あんびるやすこ
(絵本/児童書). ルルとララのわくわくクレープ/あんびるやすこ. ￥350. ルルとララのおしゃれクッキー/あ
んびるやすこ(絵本/.
2015年10月27日 . 54. 匿名 2015/10/26(月) 09:25:06. 懐かしい!! わかったさんのクレープで読書感
想文を書きました。 また読みたいです^^. +14. -0. 55. 匿名 2015/10/26(月) 09:25:15. 小２の娘がい
ますけど、時々借りてきますよ！ 女の子は料理ネタの絵本大好きですよね 今時の子はあんびるや
すこさんのルルとララシリーズが一番人気みたいですが、 こまったさんもまだまだ健在のようです. +24. 0. 56. 匿名 2015/10/26(月) 09:36:57. 困ったさんよく読んでたー！ たまに出てくる旦那さんのヤマさ
んもいい味だしてた。
ルルとララ シリーズ. あんびる やすこ∥作 絵. 岩崎書店. KN913/ｱ. 「おもしろい。」「チョコレートがお
いしそうだった！（チョコレート）」「たのし. い。」「おいしそうなクレープがあってたべてみたかった。（わくわ
くクレープ）」. 「くすのきのたんじょう日パーティーがすごかったよ～。（カスタードプリン）」. 「もっとこの本
のシリーズをふやしてほしいです！！ルルとララの本が好きで. す！！」「おもしろかったです。」「つくり
かたとかがのっていて、シリーズもいっ. ぱいあるからおもしろいです。それにかわいいからつくりたくなりま
す。ぜひよんで.
あんびる やすこ（1961年 - ）は日本の児童文学作家、絵本作家。本名・安蒜 保子。 群馬県前
橋市出身。東海大学文学部日本文学科卒業。テレビアニメ「あんみつ姫」などの美術設定を務め
た後、女児向けの玩具の企画・デザイナーを経て、児童文学・絵本の執筆を行う。日本児童出版
美術家連盟理事・著作権部長、日本美術著作権連合副理事長、2020年東京オリンピックマス
コット選考検討会議委員なども務める。
児童書・絵本>> なんでも魔女商会 (21) おきゃくさまはルルとララ / あんびるやすこの通販なら通販
ショップの駿河屋で！ゲーム・古本・DVD・CD・トレカ・フィギュアなど 通販ショップの駿河屋は、豊
富な品揃え！最新から懐かしのレトロゲームまでなんでもあります！ぜひご利用ください！
ルルとララのおかしやさんシリーズ【全19巻】. 岩崎書店 ISBN978-4-265-10775-9 揃本体19,100円
＋税. メープル通りにあるかわいいお店。ルルとララのお菓子屋さんです。どんな お客さんがくるのか
な？ 全ページイラスト入りで子どもにもつくれるお菓子のレシピがいっぱい！ おはなしとクッキングが
楽しめる、女の子に大人気のシリーズです。 .. そんな秘密のせいで、もう３回も転校を繰り返してい
る。そんなリリアーネが、さまざまな動物たちの窮地を救い、動物たちを幸せにする、わくわくドキドキの
冒険物語。 セット内容.
ルルとララのおかしやさん(12) ルルとララのわくわくクレープ、あんびる やすこ：1000万人が利用する
No.1絵本情報サイト、みんなの声4件、カタカナも覚えよう：ひらがなをマスターしてカタカナをきちっと
覚えた？と思っていた.、ルルとララがおしゃれで楽しい「クレープ」にチャレンジ！お客様.、投稿できま
す。
ふうとはなとうし, いわむらずお. もっと日本のわらい話, 西本鶏介. もりのくまとテディベア, 谷川俊太
郎. フィボナッチ 自然の中にかくれた数を見つけた人, ダグニーズ. ちいさなつきがらす, マーカス・フィス

ター. ひとつ, マーク・ハーシュマン. おとうさんはパンやさん, 平田昌広. ルラルさんのたんじょうび, いとう
ひろし. さすらい猫ノアの伝説, 重松清. ふゆねこ, かんのゆうこ. マリー・アントワネット物語 上・中・
下, 藤本ひとみ. おりがみNo.427 ひなまつり, 日本折紙協会. ルルとララのわくわくクレープ, あんびる
やすこ. トンノのひみつの.
楽天市場-「ルルとララのわくわくクレープ」10件 人気の商品を価格比較・ランキング･レビュー・口コミ
で検討できます。ご購入でポイント取得がお得。セール商品・送料無料商品も多数。「あす楽」なら
翌日お届けも可能です。

