
                          

 

 
  県内のお子さんや保護者の方から「子育ての目安『３つのめばえ』」の内容に合う言葉と

絵を募集し、その応募作品の中から、素敵な「３つのめばえカルタ」を作りました。 

 皆さんがこのカルタを使って楽しく遊びながら、文字に触れたり、ご家族やお友達との

絆を深められたりすることを願っています。 

 プレゼントにも最適です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ   

 埼玉県教育局市町村支援部義務教育指導課  

         電話 048（830）6748 

 県政情報ｾﾝﾀｰ   電話 048（830）2543 
 

 ３つのめばえカルタ 検 索 

① 直接購入 

  埼玉県庁内 県政情報センターにて購入で

きます。アクセスは下図をご覧ください。 

  購入可能時間：9 時～17 時 

（土・日曜日、国民の休日、毎月末日、12／29～1／3 は休室） 

② 郵送購入 

  送料は、ゆうパックの「着払い」です。 

 

 

 

 

③ 注文購入 

  県内の教科書取扱書店でお取り寄せできま

す。少し時間はかかりますが、郵送料はかか

りません。次頁の「教科書取扱店一覧」にあ

る店舗に来店又はお電話してください。 

８７４円(税込) 
かわいい化粧箱入り！ 

〔宛先・問合せ先〕 
〒３３０－９３０１（住所不要） 
  埼玉県庁 県政情報センター   
  電話 048（830）2543 

次の方法でお買い求めになれます 

(裏面:コバトン) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜県政情報センター＞ 
〒330-9301 
さいたま市浦和区高砂 3 丁目 15 番 1 号  
衛生会館１階（コバトンカフェ隣） 
※ ＪＲ浦和駅より 徒歩１１分 



教科書取扱書店一覧 

 

市町名 書店名 電話 市町名 書店名 電話 

さいたま 須原屋（浦和西口） 048-822-5321 和光 山屋 0484-61-2121 

さいたま 
須原屋 コルソ店 

（浦和西口） 
048-824-5321 上尾 三協堂書店 048-771-0167 

さいたま 
須原屋 武蔵浦和店 

（武蔵浦和） 
048-872-0550 上尾 インサイドブックス 048-726-0308 

さいたま 
須原屋 外商本部 

（浦和西口） 
048-822-5322 上尾 高砂屋書店ＰＡＰＡ上尾店 048-772-1773 

さいたま 佃文教堂（浦和西口） 048-822-2378 桶川 高砂屋書店 048-771-6772 

さいたま 一清堂（桜区上大久保） 048-853-1100 桶川 あすなろ文庫 048-771-1153 

さいたま 水野書店（岩槻区） 048-756-0112 鴻巣 奥沢書店 048-541-0144 

さいたま 多ケ谷商店（岩槻区） 048-756-0133 鴻巣 翰
かん

成
せい

堂書店 048-548-0851 

さいたま 矢島書店（大宮東口） 048-641-0220 秩父 宮野前科学 0494-23-3811 

さいたま 押田謙文堂（大宮東口） 048-641-3141 皆野 新井商店 0494-62-0242 

さいたま 秀陽堂（浦和東口） 048-882-4302 小鹿野 村上書店 0494-75-0211 

川口 文泉堂 048-252-3729 熊谷 杉浦書店 048-522-0872 

川口 金川屋 048-281-1100 熊谷 関口書店 048-588-0071 

川口 かいばや書店 048-223-2469 熊谷 須原屋 熊谷店 048-523-1111 

川口 須原屋川口前川店 048-263-5321 本庄 文具ショップみなみ 0495-21-5533 

川口 須原屋アリオ川口店 048-241-7266 本庄 文会堂書店 0495-72-1028 

草加 大坂屋書店 048-925-6662 本庄 清野書店 0495-22-2339 

蕨 志誠堂 048-441-1515 深谷 時習堂書店 048-571-0223 

朝霞 鈴木屋書店 048-461-3423 深谷 小野書店 048-585-3636 

朝霞 一進堂 048-464-3515 寄居 豊光堂書店 048-581-0064 

志木 ナカガワ 048-471-0181 行田 川島書店 048-554-7241 

志木 みやかわ 048-471-1622 加須 カサモ関口商店 0480-61-0041 

志木 みやかわ 中宗岡店 048-475-1010 羽生 斉藤三光堂 048-563-1670 

川越 福田屋 049-222-0358 羽生 斉藤三光堂 外商部 048-561-0335 

川越 吉田謙受堂 049-222-0226 春日部 紅雲堂書店 048-752-2853 

川越 栗原書店 049-231-0445 春日部 酒井書店中央店 048-737-7171 

所沢 新盛堂 04-2922-4604 春日部 宝珠堂 048-748-1033 

所沢 齊藤書店 04-2922-8093 春日部 宝珠堂 駅前店 北口 048-746-0913 

所沢 菊屋書店 04-2949-0496 春日部 服部書店 048-735-2255 

飯能 安藤芳文堂 042-973-9671 越谷 明詩社書店 048-964-2020 

飯能 ひまわり書店 042-972-4707 越谷 文之
みゆき

堂 048-966-5755 

東松山 進明堂 0493-22-0138 久喜 大屋書店 0480-85-0122 

東松山 文林堂 0493-22-0108 久喜 
温古堂書店 

久喜イトーヨーカ堂店 
0480-21-0100 

狭山 謙受堂 04-2952-2509 久喜 セキ薬局 0480-52-0034 

狭山 盛文堂書店 04-2952-2815 八潮 日の出文具店 048-996-9741 

入間 ヤマトウ 04-2962-1275 八潮 タカヤナギ 048-996-1228 

ふじみ野 大築
おおつき

インターナショナル 049-262-1181 三郷 野村書店 048-955-4767 

坂戸 安斉書店 049-281-0145 三郷 みさと書房 048-952-8290 

鶴ヶ島 早鞆
はやとわ

図書 049-271-4638 三郷 みさと書房北口店 048-958-6058 

日高 
日高ブックセンター 

ひまわり 
042-982-2252 幸手 ならいち 0480-42-1231 

毛呂山 皆さんの駅前本屋 049-294-0045 吉川 旭屋書店 048-982-0018 

越生 のとや成野書店 049-292-2003 松伏 元
もと

書店 048-992-3290 

小川 三星社 0493-72-0007 杉戸 田沼書店 0480-32-0055 

吉見 小島正心堂 0493-54-0082    

 

http://www.suharaya.co.jp/
http://www.suharaya.co.jp/tenpo/#corso
http://www.suharaya.co.jp/tenpo/#musashiurawa
http://www.suharaya.co.jp/tenpo/#gaisyou
http://www.isseido-books.com/
http://www.bs-yajima.jp/
http://www.suharaya.co.jp/tenpo/#kumagaya
http://www.suharaya.co.jp/tenpo/#carat
http://www.suharaya.co.jp/tenpo/#ario
http://book.geocities.jp/es1129jp/
http://www.isshindo-e.co.jp/
http://miyakawanet.com/
http://www.naraichi.com/
http://www.ekimaehonya.co.jp/

