
№ タイトル 出版社 作者(文章) 作者(絵) 備考

あ 1 あさです 佼成出版 いもと ようこ いもと ようこ

あ 3 あかちゃんのくるひ 至光社 岩崎 ちひろ 岩崎 ちひろ

あ 4 あめのひのおるすばん 至光社 岩崎 ちひろ 岩崎 ちひろ

あ 6 赤いくつ 女子パウロ会 岩崎 京子 降矢 なな

あ 7 アルカンシェルのおおきなくつ 女子パウロ会 みき せつこ みき せつこ

あ 8 あんたがたどこさ こぐま社 ましま せつこ ましま せつこ

あ 9 あいつもともだち 偕成社 内田 麟太郎 降矢 なな

あ 10 ありがとうともだち 偕成社 内田 麟太郎 降矢 なな

あ 11 ありがとうともだち 偕成社 内田 麟太郎 降矢 なな

あ 12 あしたもともだち 偕成社 内田 麟太郎 降矢 なな

あ 13 アシジのフランシスコ 女子パウロ会 戸田 三千雄 やの しげこ

あ 14 あひるのアレックス フレーベル館 三浦 貞子 藤本 四郎

あ 15 あきちゃんのとけい PHP研究所 なかえ よしを うえの のりこ

あ 16 あかちゃんがうまれてもわたしのこと すき？ いのちのことば社 リサ･T･バーグレン ローラ･J･ブライアント

あ 18 ありがとうかみさま 女子パウロ会 景山あき子 田中 恒子

あ 19 ありがとうかみさま 女子パウロ会 景山あき子 田中 恒子

あ 20 あめのひのおはなし 小峰書店 かこ さとし かこ さとし

あ 21 あかくんまちをはしる 福音館書店 あんどう としひこ あんどう としひこ

あ 22 あおくんときいろちゃん 至光社 レオ･レオーニ レオ･レオーニ

あ 23 あいさつ 金の星社 いもと ようこ いもと ようこ

あ 24 あかずきん 岩崎書店 いもと ようこ いもと ようこ

あ 26 ありがとうサンタさん 女子パウロ会 内田 麟太郎 かずや 昌宏

あ 27 あさえとちいさいいもうと こどものとも社 筒井 頼子 林 明子

あ 28 ありこちゃんのおてつだい 童心社 高家 博成 仲川 道子

あ 29 あげは フレーベル館 矢島 稔 河野 修宏

あ 30 あのやまこえてどこ いくの アリス館 ひろかわ さえこ ひろかわ さえこ

あ 31 ありがとうにありがとう 金の星社 やすい すえこ つちだ よしはる

あ 33 あそぼうよ 学習研究社 用途廃止R2.2.5

あ 35 あみいっぱいのさかな 中央出版 森本 礼子 細井 保路

あ 37 あかちゃんのあそびえほん おえかきあそび 偕成社 きむら ゆういち きむら ゆういち

あ 40 あかちゃんのあそびえほん シャンプーだいすき 偕成社 きむら ゆういち きむら ゆういち

あ 41 あかちゃんのあそびえほん はみがきあそび 偕成社 きむら ゆういち きむら ゆういち

あ 42 あかちゃんのあそびえほん はみがきあそび 偕成社 きむら ゆういち きむら ゆういち

あ 43 あかちゃんのあそびえほん ひとりでうんちできるかな 偕成社 きむら ゆういち きむら ゆういち

あ 44 あかちゃんのあそびえほん いいおへんじできるかな 偕成社 きむら ゆういち きむら ゆういち

あ 45 あかちゃんのあそびえほん いただきますあそび 偕成社 きむら ゆういち きむら ゆういち

あ 46 あかちゃんのあそびえほん いないいないばああそび 偕成社 きむら ゆういち きむら ゆういち

あ 47 あかちゃんのあそびえほん ごあいさつあそび 偕成社 きむら ゆういち きむら ゆういち

あ 48 あかちゃんのあそびえほん おきがえあそび 偕成社 きむら ゆういち きむら ゆういち

あ 49 あーんあん 福音館書店 せな けいこ せな けいこ

あ 57 あったらいいのにな 文化出版局 古川 タク 古川 タク

あ 58 あめぽったん アリス館 ひろかわ さえこ ひろかわ さえこ

あ 59 あながいっぱい あかね書房 みやもと ただお みやもと ただお

あ 65 あやとりいととり ３ 福音館書店 さいとう たま つじむら ますろう

あ 66 あやとりいととり ２ 福音館書店 さいとう たま つじむら ますろう

あ 67 あやとりいととり １ 福音館書店 さいとう たま つじむら ますろう

あ 69 アンパソマンとおえかきベレちゃん フレーベル館 やなせ たかし やなせ たかし

あ 72 あがりめさがりめ こぐま社 ましま せつこ ましま せつこ

あ 73 あんたがたどこさ こぐま社 ましま せつこ ましま せつこ

あ 76 あいつもともだち 偕成社 内田 麟太郎 降矢 なな



あ 77 あいうえおうさま 理論社 寺村 輝夫 和歌山 静子

あ 78 あいうえおうさま 理論社 寺村 輝夫 和歌山 静子

あ 79 あかいくるまのついたはこ 童話館 モウド・ピータージャム ミスカ・ピータージャム

あ 82 あたらしい新幹線ずかん 小峰書店 松本 典久 RGG

あ 83 あつまれ！はたらくじどうしゃ 小峰書店 関口 猪一郎 関口 猪一郎

あ 91 あかちゃんがやってきた 福音館書店 角野 栄子 はた こうしろう

あ 92 あしたプールだがんばるぞ あかね書房 寺村 輝夫 いもと ようこ

あ 93 あしたえんそくだから あかね書房 守屋 正恵 いもと ようこ

あ 96 あしかくんふねにのる ひかりのくに 飯島 敏子 柳原 良平

あ 98 アヒルのぼうけん かわのたび 岩崎書店 間瀬 なおかた 間瀬 なおかた

あ 99 ありがとう の えほん 偕成社 フランソワーズ フランソワーズ 訳 なかがわ ちひろ

あ 100 あいうえお 絵本館 五味 太郎 五味 太郎

あ 101 あさえとちいさいいもうと こどものとも社 筒井 頼子 林 明子

あ 102 あみものおつきさま すずき出版 しばはら ち しばはら ち

あ 103 あひるのたまご 福音館書店 さとう わきこ さとう わきこ

あ 109 あいうえおうた 福音館書店 谷川 俊太郎 降矢 なな

あ 110 あしたえんそく！らんらんらん 理論社 武田 美穂 武田 美穂

あ 114 雨、あめ 評論社 ピーター・スピアー ピーター・スピアー

あ 115 あひるのアレックス フレーベル館 三浦 貞子 藤本 四郎

あ 116 あらまっ！ 小学館 ケイト・ラム エイドリアン・ジョンソン

あ 118 あぶくたった ひさかたチャイルド さいとう しのぶ さいとう しのぶ

あ 119 あやとり いととり 1．2．3 福音館書店 さいとう たま つじむら ますろう 3冊セット

あ 120 あーといってよ あー 福音館書店 小野寺 悦子 堀川 理万子 用途廃止R2.2.5

あ 121 あかい ふうせん ほるぷ出版 イエラ・マリ イエラ・マリ

あ 126 あなたをママと呼びたくて キャメルン出版 空羽 ファティマ

あ 127 あんやと！ばあちゃん 星雲社 小坂 直樹 たかす かずみ

あ 128 あめあがりのやくそく PHP研究所 いわぶち けいぞう いわぶち けいぞう にこにこえほん にじものがたり

あ 129 あかたろうの１・２・３の３・４・５ 偕成社 北山 葉子 北山 葉子

あ 130 あそびの大宇宙９ ほしひかるねがいごとあそび 農文協 かこ さとし かこ さとし

あ 131 あっ、ひっかかった 徳間書店 オリヴァー・ジェファーズ オリヴァー・ジェアーズ

あ 132 アナと雪の女王 角川書店

あ 133 ありのぎょうれつ 童心社 徳田 之久 徳田 之久

あ 137 あっぱれ！ てるてる王子 講談社 コマヤスカン コマヤスカン

あ 138 あっちゃん あがつく リーブル みね よう さいとう しのぶ たべものあいうえお

あ 139 アンパソマンとシャボンダマン フレーベル館 やなせ たかし トムズ・エンタテインメント アンパソマン・リターンズ

あ 140 あのとき すきになったよ 教育画劇 薫 くみこ 飯野 和好

あ 141 アンパソマンとはなのしろ フレーベル館 やなせ たかし やなせ たかし

あ 142 あんぱんまん フレーベル館 やなせ たかし やなせ たかし くろさわ文庫

あ 143 アンパソマンとホラ・ホラコ フレーベル館 やなせ たかし やなせ たかし くろさわ文庫

あ 144 アンパソマンとムシバラス フレーベル館 やなせ たかし やなせ たかし くろさわ文庫

あ 145 アッシジの聖フランシスコ 女子パウロ会 藤白 清治 藤白 清治 くろさわ文庫

あ 146 アリのかぞく 福音館書店 島田 拓 大島 加奈子 かかくのとも

あ 147 あめあめ ぱらん のら書店 木坂 涼 松成 真理子

あ 148 あめふりさんぽ 講談社 えがしら みちこ えがしら みちこ

あ 149 アランの歯は でっかいぞ こわーいぞ BL出版 シャーヴィス シャーヴィス

あ 150 あっ、おおかみだ！ あすなろ書房 ステファニー・ブレイク ステファニー・ブレイク

あ 151 あさですよ よるですよ 福音館書店 かこ さとし かこ さとし えほんのいりぐち８

あ 152 あかちゃん新社長が やってきた 講談社 マーラ・フレイジー マーラ・フレイジー 訳 もとした いずみ

あ 153 ありがとう の えほん 偕成社 フランソワーズ フランソワーズ 訳 なかがわ ちひろ

あ 154 あかちゃん だあれ 学習研究社 がっけんのかがくえほん5月

あ 155 あっぷっぷ フレーベル館 間所 ひさこ ひらの ゆきこ ころころえほん５



あ 156 あかにんじゃ 岩崎書店 穂村 弘 木内 達朗

あ 157 あおくんときいろちゃん 至光社 レオ･レオーニ レオ･レオーニ 訳藤田 圭雄

あ 158 あさえとちいさいいもうと 福音館書店 筒井 頼子 林 明子

あ 159 あっ、おおかみだ！ あすなろ書房 ステファニー・ブレイク ふじみ みさを

あ 160 あめふり あっくん 佼成出版社 浜田 桂子 浜田 桂子

あ 161 アリの町のクリスマス 女子パウロ会 狩野 ふきこ 女子パウロ会

あ 162 アブナイかえりみち ほるぷ出版 山本 孝 山本 孝

あ 163 あのね あのね あかね書房 えがしら みちこ えがしら みちこ

あ 164 あつかったら ぬげばいい 白泉社 ヨシタケ シンスケ ヨシタケ シンスケ

あ 165 あいさつ団長 好学社 よしなが こうたく よしなが こうたく

い 1 いちばんはじめの おくりもの 女子パウロ会 なかむら きよこ いもと ようこ

い 2 いちばんのおくすり 金の星社 ジェリー・アイグナー・クラーク ジャナ・クリスティ

い 3 いとしの犬ハチ 講談社 いもと ようこ いもと ようこ

い 4 いつもいっしょに 金の星社 こんの ひとみ いもと ようこ

い 5 いぬのごろたろう ほるぷ出版 立石 憲利 梅田 俊作

い 6 いぬとねことふしぎなたま ほるぷ出版 望月 新三郎 福田 庄助

い 7 いっすんぼうし ほるぷ出版 百々 佑利子 小沢 良吉

い 8 いつもありがとうのウサギくん 女子パウロ会 ティッシュ・レイビー フランク・エンダースビィ

い 9 いぬとかりうど らくだ出版 ブライアン・ワイルドスミス ブライアン・ワイルドスミス

い 11 いもうとのにゅういん 福音館書店 筒井 頼子 林 明子

い 13 いそがしいよる ばばばあちゃんのおはなし 福音館書店 さとう わきこ さとう わきこ

い 14 イエスさまのおたんじょう ほしのよる サンパウロ 有賀 忍 有賀 忍

い 15 イエスさまがかざったふゆ 女子パウロ会 いわはし じゅんいち 永田 萌

い 16 いきもの・くらし 学習研究社

い 17 いえすさまのおはなし 女子パウロ会 矢野 滋子 石森 延男

い 18 いちばんはじめのクリスマス 女子パウロ会 えびな ひろ みき せつこ

い 19 ５つのおくりもの 女子パウロ会 香山 美子 江口 まひろ

い 20 ６つのおくりもの 女子パウロ会 香山 美子 江口 まひろ

い 22 いってらっしゃーい いってきまーす 福音館書店 神沢 利子 林 明子

い 23 イエスさまおたんじょうおめでとう サンパウロ 森本 礼子 まつむら まさこ

い 24 いえすさまのおはなし 女子パウロ会 矢野 滋子 石森 延男

い 25 いえすさまのちから 中央出版 なかむら きよこ 細井 保路

い 26 イエススくんのたんじょう日 女子パウロ会 やぐるま りょう ペトロ・ネメシェギ

い 30 いろいろごはん くもん出版 山岡 ひかる 山岡 ひかる

い 32 いやだいやだ 福音館書店 せな けいこ せな けいこ

い 36 いただきます！ 学習研究社 古藤 ゆず よしだ じゅん

い 38 いっすんぼうし 福音館書店 いしい ももこ あきの ふく

い 42 いろいろおんせん そうえん社 ますだ ゆうこ 長谷川 義史

い 43 いもむしパピはしたてやさん PHP研究所 前田 まゆみ 前田 まゆみ

い 44 いたいよいたいよ ポプラ社 まつおか たつひで まつおか たつひで

い 47 いちねんせい 小学館 谷川 俊太郎 和田 誠

い 56 いちばんあいされているのはぼく ポプラ社 宮西 達也 宮西 達也

い 58 いろはにほへと BL出版 今江 祥智 長谷川 義史

い 60 いつまでも 主婦の友社 アンナ・ピンヤタロ たわら まち

い 62 イカタコつるつる 講談社 長 新太 長 新太

い 63 いちねんせいのいちにち 佼成出版 おか しゅうぞう ふじた ひおこ

い 65 いろいろへんないろのはじまり 冨山房 アーノルド・ローベル アーノルド・ローベル

い 66 いとしの犬ハチ 講談社 いもと ようこ いもと ようこ

い 67 １ねん１くみ１ばんげんき ポプラ社 後藤 竜二 長谷川 智子

い 72 いやいやえん 福音館書店 中川 季枝子 大村 百合子

い 73 いやいやえん 福音館書店 中川 季枝子 大村 百合子



い 74 いちは かたつむり、じゅうは かに 評論社 A・P・セイヤー/J・セイヤー R・セシル

い 75 いちごさんがね 童心社 とよた かずひこ とよた かずひこ おいしいともだち

い 76 いいから.いいから 絵本館 長谷川 義史 長谷川 義史

い 78 イソップのおはなし のら書店 小出 正吾 三好 碩也

い 79 １ねん １くみの １にち アリス館 川島 敏生 川島 敏生

い 80 祈りのとき 女子パウロ会 いもと ようこ いもと ようこ

い 81 祈りのとき 女子パウロ会 いもと ようこ いもと ようこ

い 82 イースターのおはなし メディアファクトリー ターシャ・テューダー ターシャ・テューダー

い 83 いやいやえん 福音館書店 中川 季枝子 大村 百合子

い 84 いもうとのにゅういん 福音館書店 筒井 頼子 林 明子

い 85 いろいろバス 大日本図書 ツペラ ツペラ ツペラ ツペラ ツペラ ツペラ(亀山 達矢　中川 敦子)　くろさわ文庫

い 86 いちにち のりもの PHP研究所 ふくべ あきひろ かわしま ななえ

い 87 いちにち こんちゅう PHP研究所 ふくべ あきひろ かわしま ななえ

い 88 いちにち おもちゃ PHP研究所 ふくべ あきひろ かわしま ななえ

い 89 いちにち むかしばなし PHP研究所 ふくべ あきひろ かわしま ななえ

い 90 いちにち おばけ PHP研究所 ふくべ あきひろ かわしま ななえ

い 91 いちにち どうぶつ PHP研究所 ふくべ あきひろ かわしま ななえ

い 92 イースターのはなし ドン・ボスコ社 メアリー・ジョスリン アリーダ・マッサーリ

い 93 いたいよいたいよ ポプラ社 まつおか たつひで まつおか たつひで

い 94 イソップものがたり 偕成社 エリック・カール エリック・カール

い 95 イースターのはなし ドン・ボスコ社 メアリー・ジョスリン アリーダ・マッサーリ

い 96 いしゃがよい 福音館書店 さくら せかい さくら せかい

い 97 生きる 福音館書店 谷川 俊太郎 岡本 よしろう

い 98 いちご 福音館書店 平山 和子 平山 和子 えほんのいりぐち５

い 99 いいこって どんなこ？ 冨山房 ジーン・モデシット ロビン・スポワート もき かずこ 訳

い 100 いやいやえん 福音館書店 中川 季枝子 大村 百合子

い 101 いもいも ほりほり 講談社 西村 敏雄 西村 敏雄

い 102 イーラちゃんと まじょのヤーダちゃん 偕成社 しまだ ともみ しまだ ともみ

い 103 いっすんぼうし ポプラ社 おおかわ えっせい えんどう てるよ むかしむかし絵本１１

い 104 いちにち なぞ のいきもの PHP研究所 ふくべ あきひろ かわしま ななえ

い 105 いとまきの うた フレーベル館 たちもと みちこ ころころえほん

い 106 いちねんせいのいちにち 佼成出版 ふじた ひおこ おか じゅうぞう

い 107 いちばんあいされているのはぼく ポプラ社 宮西 達也 宮西 達也

い 108 生きる 福音館書店 谷川 俊太郎 岡本 よしろう

い 109 いつも ぎゅっと いっしょ 女子パウロ会 マックス・ルケード イブ・タルレ 訳 女子パウロ会

い 110 いつも ぎゅっと そばに 女子パウロ会 マックス・ルケード イブ・タルレ 訳 女子パウロ会

い 111 いろいろおせわになりました 福音館書店 やぎゅう げんいちろう やぎゅう げんいちろう

う 1 うしかたと山んば ほるぷ出版 坪田 譲治 村上 豊

う 2 kkjj 用途廃止R2.2.5

う 3 うまれてきてくれてありがとう 童心社 にしもと よう 黒井 健

う 4 うんちしたのはだれよ！ 偕成社 ヴェルナー・ホルツヴァルト ヴォルフ・エールブルッフ

う 5 うさぎのおうち 福音館書店 こうだ のりこ なかの ひろたか

う 6 うらしまたろう 岩崎書店 いもと ようこ いもと ようこ はじめてのめいさくえほん７

う 8 うんがにおちたうし ポプラ社 フェリス・クラシロフスキー ピーター・スパイアー

う 9 うさこちゃんとどうぶつえん 福音館書店 ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ ブルーナ

う 10 うさこちゃんとうみ 福音館書店 ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ ブルーナ

う 11 うれしいよる 中央出版 まるやま あきこ まるやま あきこ

う 12 うれしいうれしいしらせ サン パウロ 倉冨 千鶴子 小西 英子

う 13 生まれてきてくれてありがとう ぱすてる書房 鈴木 せい子 立花 千栄子

う 17 うさぎうさぎなにたべてるの 福音館書店 松野 正子 大沢 庄助 用途廃止R2.2.5

う 18 うんこダスマン ほるぷ出版 村上 八千世 せべ まさゆき



う 19 うえへまいります PHP研究所 長谷川 義史 長谷川 義史

う 20 うんちっち PHP研究所 ステファニー・ブレイク ステファニー・ブレイク

う 21 うずらちゃんのかくれんぼ 福音館書店 きもと ももこ きもと ももこ

う 25 ｘｘ 用途廃止R2.2.5

う 26 うんどうかいがはじまった あかね書房 寺村 輝夫 いもと ようこ くりのきえんのおともだち６

う 27 うそつきのつき 文渓堂 内田 麟太郎 荒木 良二

う 29 ウサギのかいかた そだてかた 岩崎書店 小宮 輝之 大野 彰子・弘子

う 32 うんこ日記 BL出版 村中 李依 川端 誠

う 36 うみやまがっせん 福音館書店 長谷川 摂子 大島 英太郎

う 37 海は広いね、おじいちゃん 絵本館 五味 太郎 五味 太郎

う 38 うみがだいすきさ 小峰書店 ほんま ゆうさく みち いずみ

う 39 うしろにいるのはだあれだ 絵本館 五味 太郎 五味 太郎

う 40 うずらちゃんのかくれんぼ 福音館書店 きもと ももこ きもと ももこ

う 41 うみの１００かいだてのいえ 偕成社 いわい としお いわい としお

う 42 ウェン王子とトラ 徳間書店 チェン・ジャンホン チェン・ジャンホン

う 43 うみべのいえの犬 ホーマー 徳間書店 エリシャ・クーパ－ エリシャ・クーパ－

う 44 うまれたよ！ メダカ 岩崎書店 小杉 みのり 松沢 陽士

う 45 うさこちゃんとうみ 福音館書店 ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ ブルーナ

う 46 うそ 金の星社 中川 ひろたか ミロコ マチコ

う 47 うまれたよ！ メダカ 岩崎書店 小杉 みのり 松沢 陽士

う 48 うみのひみつ チャイルド サンチャイルド ビックサイエンス

う 49 うらしまたろう ポプラ社 おおかわ えっせい むらかみ こういち むかしむかし絵本１２

う 50 うんこ しりとり 白泉社 tupera tupera tupera tupera 亀山 達矢　中川 敦子

う 51 うみまで いけるかな ひさかたチャイルド 新井 洋行 小林 ゆき子

う 52 ウサコレプチ　イチゴウサギを さがせ スペシャル編 学習研究社 絵さがしパズル絵本

う 53 うえへまいります PHP研究所 長谷川 義史 長谷川 義史

う 54 うみのむこうは 絵本館 五味 太郎 五味 太郎

う 55 うんちっち あすなろ書房 ステファニー・ブレイク ステファニー・ブレイク 訳ふしみ みさを

う 56 うかいのうがい ブロンズ新社 さくら せかい さくら せかい

う 57 うみのだいサーカス すずき出版 苅田 澄子 たちばな さきこ

う 58 うどんできた！ 福音館書店 加藤 休ミ 加藤 休ミ

う 59 うみだ うみだ 金の星社 せな けいこ せな けいこ

う 60 うきくさ 福音館書店 野坂 勇作 野坂 勇作 かがくのとも　10月号

う 61 うさぎ　うさぎ　なにたべた 福音館書店 松野 正子 大沢 昌助

え 1 えんそく 佼成出版 いもと ようこ いもと ようこ

え 4 エルマーのぼうけん 福音館書店 ルース・スタイルス・ガネット ルース・クリスマン・ガネット

え 5 エルマー！エルマー！ BL出版 デビッド・マッキー デビッド・マッキー ぞうのエルマー２

え 6 エルマーのたけうま BL出版 デビッド・マッキー デビッド・マッキー ぞうのエルマー３

え 7 エルマーと１６ぴきのりゅう 福音館書店 ルース・スタイルス・ガネット ルース・クリスマン・ガネット

え 8 エルマーとりゅう 福音館書店 ルース・スタイルス・ガネット ルース・クリスマン・ガネット

え 9 エルマーのぼうけん 福音館書店 ルース・スタイルス・ガネット ルース・クリスマン・ガネット

え 11 えがおがいいね すずき出版 下田 冬子 下田 冬子

え 20 えほん ひとのこころをもったいぬ ハート出版 えんどう はつえ ひだか やすし

え 22 絵本『からすのパンやさん』のパンをつくろう！ 文化出版局編

え 23 えが ない えほん The Book With No Pictures 早川書房 B・J・ノヴァク B・J・ノヴァク 訳 おおとも たけし

え 24 エメラルドのさがしもの 文渓堂 そのだ えり そのだ えり

え 25 エルマーのぼうけん 福音館書店 ルース・スタイルス・ガネット ルース・クリスマン・ガネット 訳わたなべ しげお

え 26 エルマーとりゅう 福音館書店 ルース・スタイルス・ガネット ルース・クリスマン・ガネット 訳わたなべ しげお

え 27 エルマーと16ぴきのりゅう 福音館書店 ルース・スタイルス・ガネット ルース・クリスマン・ガネット 訳わたなべ しげお

え 28 えんそくバス 童心社 中川 ひろたか 村上 康成

え 29 絵で見る はじめてのキリスト教 ドン・ボスコ社 クリスティン・ペドッティ ザド ローリアン・パリオンティ シャンタル・カザン ミリアム・モリエ おむら まりこ 訳つばき　うたこ



え 30 えらいこっちゃのようちえん アリス館 かさい まり ゆーち みえこ ４月新刊

お 1 おめでとう！ 佼成出版 いもと ようこ いもと ようこ

お 4 おひさまありがとう 福武書店 もとおり つま いのうえ ひろちか

お 5 おたすけねこさん 至光社 おの ちよ おの ちよ

お 7 おならをしたかかさま ほるぷ出版 水谷 章三 太田 大八

お 8 おおきなクリスマスツリー 女子パウロ会 女子パウロ会 水野 二郎

お 9 おくりものはなあに？ 女子パウロ会 女子パウロ会 岩本 康之亮

お 15 おっぱい すずき出版 みやにし たつや みやにし たつや

お 16 おやすみまえに ちいさなてんしたちへ 女子パウロ会 サラ・ドッド ドゥブラヴカ・コラノヴィッチ

お 19 おいしいおと 福音館書店 さんのみや まゆこ ふくしま あきえ

お 23 おおさむこさむ 福音館書店 こいで やすこ こいで やすこ

お 25 おしいれのぼうけん 童心社 ふるた たるひ たばた せいいち

お 26 おじいちゃんだいすき あかね書房 W・ハラント C・D・ディモウ

お 27 おひさまになりたかったあかいふうせん 高崎保専出版局 ふくざわ ちえ ふくざわ ちえ

お 28 おやゆびひめ チャイルド 西本 鶏介 ふりや かよこ

お 29 おじさんのかさ 講談社 佐野 洋子 佐野 洋子

お 30 おばあちゃんのたんじょうび 佼成出版 くすのき しげのり いもと ようこ

お 31 大どろぼう くまさん 教育画劇 ふりや かよこ ふりや かよこ

お 33 おにたのぼうし ポプラ社 あまん きみこ いわさき ちひろ

お 34 おべんとうばこのうた ひさかたチャイルド さおとう しのぶ さおとう しのぶ

お 35 おうまさんしてー！ こぐま社 三浦 太郎 三浦 太郎

お 37 おどります 絵本館 高畠 純 高畠 純

お 39 おやすみなさいおつきさま 評論社 マーガレット・ワイズ・ブラウン クレメント・ハード

お 41 おれさま、ばいきんまん！ フレーベル館 やなせ たかし トムス・エンタテイメント

お 42 おつきさまこんばんは 福音館書店 林 明子 林 明子

お 43 おつきさまこんばんは 福音館書店 林 明子 林 明子

お 44 おきて おきて フレーベル館 ブライアン・ワイルドスミス レベッカ・ワイルドスミス

お 45 おやおや、おやさい 福音館書店 石津 ちひろ 山村 浩二

お 46 おしっこでるよ PHP研究所 ロバート・マンチ ミカエル・マルチェンコ

お 48 おばけふくちょうだい ポプラ社 ささき ようこ ささき ようこ

お 50 おじいちゃんの木 佼成出版 内田 麟太郎 村上 康成

お 52 おおきなおおきなおいも 福音館書店 赤羽 末吉 赤羽 末吉

お 53 おじいさんとうみ ひさかたチャイルド 赤川 明 赤川 明

お 54 おばけ こわくないぞ！ あかね書房 石津 ちひろ 石井 聖岳

お 56 おふろでちゃぷちゃぷ 童心社 松谷 みよ子 いわさき ちひろ

お 57 おさじさん 童心社 松谷 みよ子 東光寺 啓

お 58 おむすびころりん 伸興社 平田 昭吾 高橋 信也

お 59 おやすみなさい サンタクロース 理論社 舟崎 克彦 小澤 磨純

お 61 おばあちゃんの絵てがみ PHP研究所 そうま こうへい そうま こうへい

お 63 おぎょうぎいい子になれるかな 評論社 ブライアン・モーセズ マイク・ゴードン 心のなやみにこたえます１１

お 64 おなかのなかにおにがいる ひさかたチャイルド 小沢 幸子 西村 達馬

お 65 おっと合点承知之助 ほるぷ出版 齋藤 孝 つちだ のぶこ

お 66 おとうさん・パパ・おとうちゃん すずき出版 みやにし たつや みやにし たつや

お 67 おとうさん・パパ・おとうちゃん すずき出版 みやにし たつや みやにし たつや

お 70 おやつのじかん 長崎出版 軽部 武宏 軽部 武宏

お 71 おとなしいめんどり 童話館 ポール・ガルドン ポール・ガルドン

お 72 おならうた 絵本館 谷川 俊太郎 飯野 和好

お 74 おいていかないで 福音館書店 筒井 頼子 林 明子

お 76 おそろいパンツ 岩崎書店 今井 弓子 今井 弓子

お 77 おねつをだしたピーパー サイエンスティスト社 シャーロット・コーワン スーザン・バンタ

お 78 おこる 金の星社 中川 ひろたか 長谷川 義史



お 79 おつかい 福音館書店 さとう わきこ さとう わきこ

お 80 おんなのこだから 岩崎書店 レイフ・クリスチャンソン はた こうしろう

お 81 おやまごはん 偕成社 西内 みなみ 和歌山 静子

お 83 おさるのジョージ としょかんへいく 岩波書店 H・A・レイ マーガレット・レイ

お 84 おさるのジョージ おもちゃやさんへいく 岩波書店 H・A・レイ マーガレット・レイ

お 85 おさるのジョージ こいぬをかう 岩波書店 H・A・レイ マーガレット・レイ

お 87 おつきみうさぎ 童心社 中川 ひろたか 村上 康成

お 88 おばあちゃんすごい 童心社 中川 ひろたか 村上 康成

お 89 おばけだいこ 学習研究社 水谷 章三 梅田 俊作

お 92 おにたのぼうし ポプラ社 あまん きみこ いわさき ちひろ

お 93 おとなになったら 至光社 いもと ようこ いもと ようこ

お 94 おばさんのごちそう 絵本館 五味 太郎 五味 太郎

お 95 おつきさまってどんなあじ セーラー出版 マイケル・グレイニエツ マイケル・グレイニエツ

お 96 おおはくちょうのそら リブリオ出版 手島 圭三郎 手島 圭三郎

お 98 おしいれのぼうけん 童心社 ふるた たるひ たばた せいいち

お 103 おとうさんびっくり 絵本館 広瀬 克也 広瀬 克也

お 104 おとうさんをまって 福音館書店 片山 令子 スズキ コージ

お 105 オオカミだー！ PHP研究所 ステファニー・ブレイク ステファニー・ブレイク

お 106 おうちくんのいえで ほるぷ出版 竹内 通雅 竹内 通雅

お 107 おじさんのかさ 講談社 佐野 洋子 佐野 洋子

お 108 おしゃべりなたまごやき 福音館書店 寺村 輝夫 長 新太

お 109 王さまと九人のきょうだい 岩波書店 君島 久子 赤羽 末吉

お 110 おとうさんのえほん その２ 絵本館 高畠 純 高畠 純

お 111 おつかいさえこちゃん 偕成社 伊東 美貴 伊東 美貴

お 113 おたんじょうびおめでとう あかね書房 守屋 正恵 いもと ようこ

お 114 おったまげたとごさくどん すずき出版 サトシン たごもり のりこ

お 115 おうさまになったネズミ PHP研究所 風木 一人 せべ まさゆき

お 117 おじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃん BL出版 長谷川 義史 長谷川 義史

お 118 おはようミケット 福音館書店 パトリス・アリプス パトリス・アリプス

お 119 おなかのかわ 福音館書店 瀬田 貞二 村山 知義

お 121 おとうさんのえほん 絵本館 高畠 純 高畠 純

お 122 オオカミ グーのはずかしいひみつ 童心社 きむら ゆういち 宮西 達也

お 125 おおさむこさむ 福音館書店 こいで やすこ こいで やすこ

お 129 おつきさまでたよ あかね書房 寺村 輝夫 いもと ようこ

お 130 おむすびさんちのたうえのひ PHP研究所 かがくい ひろし かがくい ひろし

お 135 オオカミのひみつ 偕成社 きむら ゆういち 田島 征三

お 136 オオカミのおうさま 偕成社 きむら ゆういち 田島 征三

お 137 おおかみのともだち 偕成社 きむら ゆういち 田島 征三

お 139 ごくうのだいぼうけん チャイルド ゆきの みゆき 土屋 富士夫 おはなしかずあそび４

お 144 おばけの冬ごもり BL出版 川端 誠 川端 誠

お 145 おだんご ぱん 福音館書店 瀬田 貞二 わきた かず 共同作画 エアリアン・デュウェイ

お 147 おみせ 福音館書店 五十嵐 豊子

お 148 おつかい けっことこっこ 偕成社 浅川 じゅん 橋本 淳子

お 149 おおきなカエル ティダリク 福音館書店 加藤 チャコ 加藤 チャコ

お 152 おおかみと七ひきのこやぎ 福音館書店 フェリクス・ホフマン 瀬田 貞二

お 156 おやすみゴリラくん 徳間書店 ベギー・ラスマン ベギー・ラスマン

お 159 オオカミグーのなつかしいひみつ 童心社 きむら ゆういち みやにし たつや

お 160 オオカミのごちそう 偕成社 木村 裕一 田島 征三

お 161 おおきくなるっていうことは 童心社 中川 ひろたか 村上 康成

お 162 おいしいおと 福音館書店 さんのみや まゆこ ふくしま あきえ



お 163 おこる 金の星社 中川 ひろたか 長谷川 義史

お 164 おへそのあな BL出版 長谷川 義史 長谷川 義史

お 165 おふろだいすき 福音館書店 松岡 享子 林 明子

お 166 おばけのてんぷら ポプラ社 せな けいこ せな けいこ

お 171 おでかけのまえに 福音館書店 筒井 頼子 林 明子

お 172 おたまじゃくしの１０１ちゃん 偕成社 かこ　さとし かこ　さとし

お 173 お星さまの いるところ 偕成社 市川 里美 市川 里美

お 175 おうちえかえろう 童心社 三浦 太郎 三浦 太郎

お 176 おかいもの おかいもの ひさかたチャイルド さいとう しのぶ さいとう しのぶ

お 177 おにぎりくんがね．． 童心社 とよた かずひこ とよた かずひこ おいしいともだち

お 178 おはぎを つくる おばけ こどものとも社 唯野 元弘 八尾 慶次 こどものくに ひまわり版

お 179 おもしろとうさん フレーベル館 さとう わきこ さとう わきこ

お 180 おりがみでおみせやさん 毎日新聞出版 いまい みさ いまい みさ

お 181 おかしな めんどり すずき出版 林 なつこ 林 なつこ こどものくに チューリップ版

お 182 おふろにいれて ポプラ社 せな けいこ せな けいこ

お 183 オニのサラリーマン 福音館書店 富安 陽子 大島 妙子

お 184 おふろやさんだいすき すずき出版 みやもと ただお みやもと ただお こどものくに チューリップ版

お 185 おりがみ おひなさま すずき出版 赤羽 じゅんこ たごもり のりこ こどものくに チューリップ版

お 186 おやすみ、ロジャー =魔法のぐっすり絵本= 飛鳥新社 カール=ヨハン・エリーン カール=ヨハン・エリーン

お 187 おおきなかぶ 福音館書店 内田 莉莎子 佐藤 忠良

お 188 おしりたんてい ポプラ社 トロル トロル トロル(田中 陽子　深澤 将秀)　くろさわ文庫

お 189 おたからパン ひさかたチャイルド 真珠 まりこ 真珠 まりこ くろさわ文庫

お 190 おとのさま、ひこうきにのる 佼成出版社 中川 ひろたか 田中 六大 くろさわ文庫

お 191 お化けの迷路 PHP出版 香川 元太郎 香川 元太郎 くろさわ文庫

お 192 おべんとうバス ひさかたチャイルド 真珠 まりこ 真珠 まりこ くろさわ文庫

お 193 おみせやさんで くださいな！ リーブル さいとう しのぶ さいとう しのぶ

お 194 おみせやさんに なろう！ ひかりのくに

お 195 鬼といりまめ 佼成出版社 谷 真介 赤坂 三好

お 196 おさじさん 松谷 みよ子 あかちゃんの本 童心社 松谷 みよ子 東光寺 啓 絵本フェスティバル

お 197 おばけでんしゃ 童心社 内田 麟太郎 西村 繁男 絵本フェスティバル

お 198 おたすけ こびと 徳間書店 なかがわ ちひろ コヨセ・ジュンジ

お 199 おきたら ごはん 福音館書店 岩合 光昭 岩合 光昭

お 200 おばけトリックアート たんけん！おばけじま あかね書房 グループ・コロンブス グループ・コロンブス

お 201 おさるのジョージ ほんやさんにいく 岩波書店 M.H.A.レイ M.H.A.レイ

お 202 おそりたんてい ププッ レインボーダイヤを さがせ！ ポプラ社 トロル トロル トロル(田中 陽子　深澤 将秀)　くろさわ文庫

お 203 おにはうち！ 童心社 中川 ひろたか 村上 康成

お 204 おいしい ふくやさん あまーいダンスパーティー ひさかたチャイルド のし さやか のし さやか

お 205 おおきくなったら きみはなんになる？ 講談社 藤本 ともひこ 村上 康成

お 206 おさるのジョージ ハロウィーンの おばけ 金の星社 M＆H・A・レイ M＆H・A・レイ アニメ版

お 207 おさるのジョージ すいぞくかんへいく 岩波書店 M＆H・A・レイ M＆H・A・レイ 福本 友美子 訳

お 208 おさるのジョージ パンケーキをつくる 岩波書店 M＆H・A・レイ M＆H・A・レイ 渡辺 茂男 訳

お 209 おしっこ ちょっぴりもれたろう PHP出版 ヨシタケ シンスケ ヨシタケ シンスケ

お 210 おとまりのひ 童心社 中川 ひろたか 村上 康成

お 211 おしりが いっぱい 福音館書店 薮内 正幸 薮内 正幸 えほんのいりぐち９

お 212 おふろの おふろうくん 学習研究社 及川 賢治 竹内 繭子 おはなしプーカ８

お 213 おしっこちょっぴりもれたろう PHP出版 ヨシタケ シンスケ ヨシタケ シンスケ

お 214 おしりたんてい ポプラ社 トロル トロル トロル(田中 陽子　深澤 将秀)

お 215 おしりたんてい ププッ ちいさなしょちょうの だいピンチ！？ ポプラ社 トロル トロル トロル(田中 陽子　深澤 将秀)

お 216 おしりたんてい ププッ レインボーダイヤを さがせ！ ポプラ社 トロル トロル トロル(田中 陽子　深澤 将秀)

お 217 おならうた 絵本館 谷川 俊太郎 飯野 和好

お 218 おいも 小峰書店 石津 ちひろ 村上 康成



お 219 おしごと おしごと なににする？ 福音館書店 なとり ちづ なとり ちづ

お 220 おしりたんてい ププッ おおどろぼう あらわる！ ポプラ社 トロル トロル トロル(田中 陽子　深澤 将秀)

お 221 おやすみクマタくん 福音館書店 カズコ・G・ストーン カズコ・G・ストーン えほんのいりぐち

お 222 おでかけのまえに 福音館書店 筒井 頼子 林 明子 えほんのいりぐち

お 223 おえかきしりとり 講談社 新井 洋行 他 新井 洋行 他 鈴木 のりたけ　高畑 那生　よしなが こうさく

お 224 おしいれじいさん 福音館書店 尾崎 玄一郎 尾崎 由紀奈

お 225 オニのサラリーマン 福音館書店 富安 陽子 大島 妙子

お 226 大きな 運転席図鑑 きょうからぼくは運転手 学習研究社

お 227 おばけなんてないさ フレーベル館 中川 貴雄 中川 貴雄 ころころえほん８

お 228 おかしになりたい ピーマン 岩波書店 岩神 愛 岩神 愛

お 229 おかしな おきゃくさま 学習研究社 ペク・ヒナ ペク・ヒナ 訳中川 ひろたか

お 230 おなべさん と おたまちゃん 教育画劇 宮本 えつよし 国松 エリカ

お 231 おばけ おばけ おばけ！！ 岩波書店 おざわ よしひさ おざわ よしひさ

お 232 おしくら・まんじゅう ブロンズ新社 かがくい ひろし かがくい ひろし

お 233 おおきな おおきな おいも 福音館書店 赤羽 末吉 赤羽 末吉

お 234 Dad Papa Pop おとうさん・パパ・おとうちゃん すずき出版 みやにし たつや みやにし たつや 訳ジェリー・マーティン　えいごのじかん３　３月新刊

お 235 おにいちゃんだもん フレーベル館 しもかわら ゆみ しもかわら ゆみ ころころえほん

お 236 おじいちゃんの木 佼成出版社 内田 麟太郎 村上 康成

お 237 おひなさまの いえ 世界文化社 ねぎし れいこ 吉田 朋子 ワンダーおはなし絵本

お 238 おむつのなか、みせてみせて！ PIE パインインターナショナル ヒド・ファン・ヘネヒテン ヒド・ファン・ヘネヒテン 訳松永 りえ

お 239 おもちのきもち 講談社 かがくい ひろし かがくい ひろし

お 240 おおかみだあ！ ポプラ社 セドリック・ラマディエ ヴァンサン・ブルジョ 訳谷川俊太郎

お 241 おこだでませんように 小学館 くすのき しげのり 石井 聖岳

お 242 おやさいしろくま PHP研究所 柴田 ケイコ 柴田 ケイコ

お 243 おぼん ぼんぼん ぼんおどりの日 ぶんけい ますだ ゆうこ たちもと みちこ

お 244 おばあちゃんのひみつのあくしゅ 徳間書店 ケイト・クライス M・サラ・クライス 訳福本友美子

お 245 おやすみなさい コッコさん 福音館書店 片山 健 片山 健

お 246 おつきさま なにみてる 岩崎書店 なかじま かおり なかじま かおり

お 247 おかしになりたい ピーマン 岩崎書店 岩神 愛 岩神 愛

お 248 おもちゃになりたいにんじん 岩崎書店 岩神 愛 岩神 愛

お 249 おばけがぞろぞろ 福音館書店 ささき まき ささき まき

お 250 おしりたんてい ププッ ちいさなしょちょうの だいピンチ！？ ポプラ社 トロル トロル

お 251 おとなりはそら ひさかたチャイルド 赤川 明 赤川 明

お 252 おにぎりをつくる ブロンズ新社 高山 なおみ 長野 陽一

お 253 おめでとうかいぎ 理論社 浜田 桂子 浜田 桂子

お 254 おしりたんてい　ププッ　きえたおべんとうのなぞ ポプラ社 トロル トロル

お 255 おばけのバーバパパ 偕成社 アネット＝チゾン タラス＝テイラー アネット＝チゾン タラス＝テイラー ５月新刊　訳やましたはるお



№ タイトル 出版社 作者(文章) 作者(絵) 備考

か 2 かもとりごんべい ほるぷ出版 斎藤 君子 遠藤 てるよ

か 3 かあさんのおめん ほるぷ出版 吉沢 和夫 北島 新平

か 4 かあさんねずみのおくりもの 小峰書店 谷 真介 赤坂 三好

か 5 かみさまのおくりものはすてき 女子パウロ会 むらかみ ひろこ 藤田 三歩

か 8 かぜのひのおはなし 小峰書店 かこ さとし かこ さとし

か 12 かまきりの かまくん 童心社 高家 博成 仲川 道子

か 14 かぶとむしの ぶんちゃん 童心社 高家 博成 仲川 道子

か 17 かみさまのはたけ 女子パウロ会 みき せつこ みき せつこ

か 18 かばくん 福音館書店 岸田 衿子 中谷 千代子

か 19 かみひこうき 福音館書店 小林 実 林 明子

か 21 かくしたの だあれ 文化出版局 五味 太郎 五味 太郎

か 22 からだのなかで ドゥンドゥンドゥン 福音館書店 木坂 涼 あべ 弘士

か 23 ガラスめだまときんのつののヤギ 福音館書店 田中 かな子 スズキ コージ

か 26 カーテン 学習研究社 こばやし ゆかこ こばやし ゆかこ

か 29 かじだ、しゅつどう 福音館書店 山本 忠敬 山本 忠敬

か 30 かえるがみえる こぐま社 まつおか きょうこ 馬場 のぼる

か 33 がたんごとん がたんごとん 福音館書店 安西 水丸 安西 水丸

か 34 カマキリ アリス館 今森 光彦 今森 光彦

か 37 かぼちゃひこうせん ぷっくらこ アリス館 レンナート・ヘルシング スベン・オットー

か 39 カブトムシのかいかた そだてかた 岩崎書店 三枝 博幸 たかはし きよこ

か 41 かぜとびっこ PHP研究所 正道 かほる 渡辺 洋二

か 43 学研えほん館２ おとうさんはすてき 学習研究社 貞広 朱美 むかい ながまさ アンデルセン童話２

か 44 学研えほん館３ いつつのえんどうまめ 学習研究社 藤田 千津 宮本 忠夫 アンデルセン童話３

か 45 学研えほん館４ ののはくちょう 学習研究社 小山 勇 篠崎 三朗 アンデルセン童話４

か 46 学研えほん館５ にんぎょひめ 学習研究社 松浦 とも子 狩野 富貴子 アンデルセン童話５

か 47 学研えほん館６ ゆきのじょおう 学習研究社 村島 てる子 中村 景児 アンデルセン童話６

か 48 学研えほん館７ おおさまのきもの 学習研究社 山田 あおい 長浜 宏 アンデルセン童話７

か 49 学研えほん館８ ぶたかいおうじ 学習研究社 白井 三香子 中村 景児 アンデルセン童話８

か 50 学研えほん館９ マッチうりのしょうじょ 学習研究社 八百坂 洋子 岩本 康之 アンデルセン童話９

か 51 学研えほん館１２ ナイチンゲール 学習研究社 山田 正弘 奥田 怜子 アンデルセン童話１２

か 52 学研えほん館１１ すずのへいたい 学習研究社 板倉 幸子 新野 めぐみ アンデルセン童話１１

か 53 学研えほん館１ おやゆびひめ 学習研究社 後藤 楢根 田中 恒子 アンデルセン童話１　お69

か 54 学研えほん館５ おおかみと七ひきのこやぎ 学習研究社 宇佐美 興子 篠崎 三朗 グリム童話５

か 55 学研えほん館４ のばらひめ 学習研究社 貝賀 美智子 狩野 富貴子 グリム童話４

か 56 学研えほん館３ ブレーメンのおんがくたい 学習研究社 岡本 一郎 石倉 欣二 グリム童話３

か 57 学研えほん館２ あかずきん 学習研究社 藤田 千津 永吉 カヨ グリム童話２

か 58 学研えほん館１ ヘンゼルとグレーテル 学習研究社 山田 正弘 狩野 富貴子 グリム童話１

か 59 学研えほん館１２ しらゆきひめ 学習研究社 山田 正弘 狩野 富貴子 グリム童話１２

か 60 学研えほん館１１ ホレおばさん 学習研究社 仲埜 ひろ 南塚 直子 グリム童話１１

か 61 学研えほん館１０ ヨリンデとヨリンゲル 学習研究社 秋川 ゆみ おぼ まこと グリム童話１０

か 62 学研えほん館６ ラプンツェル 学習研究社 岸川 悦子 アンティエ・エ・グメルス グリム童話６

か 63 学研えほん館９ いさましいちびっこのしたてや 学習研究社 稲岡 達子 瀧原 愛治 グリム童話９

か 64 学研えほん館７ しろとばらあか 学習研究社 新井 恵美子 岡村 好文 グリム童話７

か 65 かえるくんにきをつけて 偕成社 五味 太郎 五味 太郎

か 66 かたつむりの のんちゃん 童心社 高家 博成 仲川 道子

か 67 かさ 福音館書店 松野 正子 原田 治

か 69 学研えほん館１ さんびきのこぶた 学習研究社 間所 ひさこ 松村 太三郎 世界むかしむかし１

か 77 学研えほん館１０ ほらふきだんしゃくのぼうけん 学習研究社 高見 映 長浜 宏 世界むかしむかし１０

か 78 学研えほん館１１ みっつのねがい 学習研究社 みずしま 志穂 奥田 怜子 世界むかしむかし１１

か 79 学研えほん館１２ こびととくつや 学習研究社 西内 ミナミ 梅田 千鶴 世界むかしむかし１２



か 80 学研えほん館７ へっこきよめさ 学習研究社 望月 新三郎 尾崎 真吾 日本むかしむかし７

か 81 学研えほん館８ かもとりごんべえ 学習研究社 村島 てる子 加藤 晃 日本むかしむかし８

か 82 学研えほん館１１ ゆきむすめ 学習研究社 岩崎 京子 田木 宗太 日本むかしむかし１１

か 83 学研えほん館１２ ちからたろう 学習研究社 桜井 信夫 岡村 好文 日本むかしむかし１２

か 84 かえるちゃんとかばおばさん PHP研究所 わたなべ ゆういち わたなべ ゆういち

か 85 からだのほん１ なぜいきをするの？ 偕成社 横森 周信 浅野 りじ

か 88 学研えほん館８ きんのがちょう 学習研究社 山室 さやか 奥田 怜子 グリム童話８

か 89 カラー自然シリーズ７ テントウムシ 偕成社 小田 英智 七尾 純

か 91 かお 福音館書店 福田 繁雄 福田 繁雄

か 92 かぜにふかれて 福音館書店 せがわ やすお せがわ やすお

か 93 かささしてあげるね 福音館書店 はせがわ せつこ にしまき かやこ

か 94 かいじゅうたちのいるところ 冨山房 モーリス・センダック モーリス・センダック

か 95 かむかむ PHP研究所 カムカムズ 南 伸坊

か 96 かばのさかだち あいうえお ポプラ社 よしだ ていいち わかやま けん

か 98 かずのえほん すずき出版 島田 ゆか 島田 ゆか

か 100 カメのかいかた そだてかた 岩崎書店 小宮 輝之 佐藤 芽実

か 101 がいこつ 教育画劇 谷川 俊太郎 和田 誠

か 103 かあちゃんかいじゅう ひかりのくに 内田 麟太郎 長谷川 義史

か 104 からだの・みなさん 福音館書店 五味 太郎 五味 太郎

か 107 かぞえうたのほん 福音館書店 岸田 衿子 スズキ コージ

か 108 かずのえほん１２３ えほん館 五味 太郎 五味 太郎

か 110 かみさまからのおくりもの こぐま社 ひぐち みちこ ひぐち みちこ

か 113 カラー自然シリーズ３ クワガタ 偕成社 小田 英智 久保 秀一

か 114 かあさんのこもりうた 金の星社 こんの ひとみ いもと ようこ

か 115 かくれんぼかくれんぼ 偕成社 五味 太郎 五味 太郎

か 116 からすのパンやさん 偕成社 かこ さとし かこ さとし

か 117 からすのおかしやさん 偕成社 かこ さとし かこ さとし

か 118 からすのやおやさん 偕成社 かこ さとし かこ さとし

か 119 かおかお どんなかお こぐま社 柳原 良平 柳原 良平

か 121 かさじぞう 福音館書店 瀬田 貞二 赤羽 末吉

か 122 かぜがはこんだ クリスマス サンパウロ つるみ ゆき つるみ ゆき

か 123 からっぽのかばん 土屋鞄製造所 はまや りえこ はまや りえこ

か 125 かむさりやま の おまじない 徳間書店 三浦 しをん 山岡 みね

か 126 かわいい あひるの あかちゃん 徳間書店 モニカ・ウェリントン モニカ・ウェリントン

か 128 カブトくん こぐま社 タダ サトシ タダ サトシ

か 129 カンカンカン でんしゃがくるよ 新日本出版 津田 光郎 津田 光郎

か 130 かしの木の子もりうた 岩崎書店 細谷 亮太 いせ ひでこ

か 131 からだ だから すごい！　はなみず じゅるじゅる せき ごほごほ 童心社 細谷 亮太 つちだ よしはる からだ だから すごい！

か 132 からだ だから すごい！　ゲーゲー ピーピー おなかのびょうき 童心社 細谷 亮太 早川 純子 からだ だから すごい！

か 133 からだ だから すごい！　まいにち からだは あたらしい！ 童心社 細谷 亮太 長野 ヒデ子 からだ だから すごい！

か 134 かちかちやま 福音館書店 おざわ としお 赤羽 末吉

か 135 がたんごとん がたんごとん 福音館書店 安西 水丸 安西 水丸

か 136 かんかんかん 福音館書店 のむら さやか 塩田 正幸

か 137 かたあしだちょうの エルフ ポプラ社 おのき がく おのき がく

か 138 まみなりのおやこ 童心社 せな けいこ せな けいこ

か 139 かばのさら・ばらのかさ ポプラ社 石津 ちひろ 高畠 純 こどもえほんランド13

か 140 カブトムシのなつ 文研出版 いしい つとむ いしい つとむ

か 141 かさぶたくん 福音館書店 やぎゅう げんごろう やぎゅう げんごろう くろさわ文庫

か 142 かみさまのゆめ GOD’S DREAM ドン・ボスコ社 ダグラス・カールトン・アブラムス ファム・レ=ウィエン

か 143 か　わ 福音館書店 加古 里子 加古 里子

か 144 がっこうたんけん しょうがっこうだいずかん 金の星社 WILLこども知育研究所 WILLこども知育研究所



か 145 からすの てんぷらやさん 偕成社 かこ さとし かこ さとし かこ さとし おはなしのえほん13

か 146 かぶとむしは どこ？ 福音館書店 松岡 達英 松岡 達英

か 147 かにむかし 岩波書店 木下 順二 清水 崑

か 148 かぶさん とんだ 福音館書店 五味 太郎 五味 太郎 えほんのいりぐち１

か 149 かさこじぞう ポプラ社 いわさき きょうこ あらい ごろう むかしむかし絵本３

か 150 かばんうりの ガラゴ 文渓堂 島田 ゆか 島田 ゆか

か 151 かめくんのさんぽ 福音館書店 なかの ひろたか なかの ひろたか

か 152 カブトくん こぐま社 タダ サトシ タダ サトシ

か 153 かがやく星のもとに ドン・ボスコ社 マティアス・イェシュケ ジュリアーノ・フェーリ 訳 まつお みつぎ

か 154 かみさまを つつんだ しろい ぬの サン・パウロ いまおか まち やの しげこ

か 155 火山はめざめる 福音館書店 はぎわら ふぐ はぎわら ふぐ

か 156 かわいそうな ぞう 金の星社 つちや ゆきお たけべ もといちろう

か 157 かいじゅうたちのいるところ 冨山房 モーリス・センダック モーリス・センダック 訳じんぐう てるお

か 158 カエルくんの たんこぶ すずき出版 宮西 達也 宮西 達也

か 159 かおかお どんなかお こぐま社 柳原 良平 柳原 良平

か 160 かぜのでんわ 金の星社 いもと ようこ いもと ようこ

か 161 かがくのとも４/２０ 福音館書店 井上 大成 中田 彩郁

か 162 かがくのとも５/２０ 福音館書店 五味 太郎 五味 太郎

か 163 カンガルーのふくろ 福音館書店 中島 良二 中島 良二 かがくのとも8月号

か 164 がたんごとん がたんごとん ざぶんざぶん 福音館書店 安西 水丸 安西 水丸

か 165 かどをまがれば すずき出版 内田 麟太郎 大村 えつこ こどものくに　ひまわり版　11月号

か 166 からだのなかで ドゥンドゥンドゥン 福音館書店 木坂 涼 あべ 弘士

か 107 怪物園 福音館書店 junaida junaida

き 1 きょうはちょうどよいひより 福音館書店 こいで やすこ こいで やすこ

き 2 きれいなさんかく 福音館書店 遠山 啓 安野 光雅

き 7 ぎゅうって ひさかたチャイルド さいとう しのぶ さいとう しのぶ

き 8 きんたろう 岩崎書店 いもと ようこ いもと ようこ はじめてのめいさくえほん４

き 9 きょうのえほん 金の星社 いもと ようこ いもと ようこ

き 11 きょうはなんのひ？ 福音館書店 瀬田 貞二 林 明子

き 12 きょうはなにしてあそぶ？ 日本基督教団出版 きのした あつこ きのした あつこ

き 14 きょうりゅう 学習研究社

き 15 キャベツくん 文研出版 長 新太 長 新太

き 16 きたのくにのおばあさん 中央出版 かながわ さちこ なかむら ゆき 750

き 17 きょだいなきょだいな 福音館書店 長谷川 摂子 降矢 なな 728

き 19 きれいなはこ 福音館書店 せな けいこ せな けいこ 600

き 21 きかんしゃやえもん 岩波書店 阿川 弘之 岡部 冬彦 640

き 23 きんぎょがにげた 福音館書店 五味 太郎 五味 太郎 743

き 26 きょうはなんのひ？ 福音館書店 瀬田 貞二 林 明子

き 27 キツネの花よめいしょう PHP研究所 森 はな 梶山 俊夫

き 28 ９９９ひきのきょうだいのはるですよ ひさかたチャイルド 木村 研 村上　康成

き 30 ぎんいろのボタン ひかりのくに 左近 蘭子 末崎 茂樹 439

き 32 キツネのおとうさんがニッコリわらっていいました 金の星社 みやにし たつや みやにし たつや

き 33 ぎょうれつのできるパンやさん 教育画劇 ふくざわ ゆみこ ふくざわ ゆみこ

き 34 きつね森の山男 こぐま社 馬場 のぼる 馬場 のぼる 1300

き 35 きょうりゅう、がおー！ 主婦の友 ジャイルズ・アンドレア デイビッド・ワトビッツ 1200

き 36 きがくれたおくりもの すずき出版 おおはし えみこ 高見 八重子

き 37 きになるともだち 偕成社 内田 麟太郎 降矢 なな

き 38 ９９９ひきのきょうだいのおひっこし ひさかたチャイルド 木村 研 村上 康成

き 39 きのいいサンタ 金の星社 さとう わきこ さとう わきこ

き 41 きりのなかのはりねずみ 福音館書店 ノルシュテイン コズロフ ヤルブーソヴァ

き 42 キャベツくん 文研出版 長 新太 長 新太



き 43 きょうりゅうたちのおやすみなさい 小峰書店 ジェイン・ヨーレン マーク・ティーグ

き 44 きょうりゅうのたまご 徳間書店 なかがわ ちひろ なかがわ ちひろ 用途廃止R3.1.20

き 45 ききみみずきん 金の星社 いもと ようこ いもと ようこ

き 46 きつねのホイティ 福音館書店 シビル・ウェッタシンハ シビル・ウェッタシンハ

き 47 きつねにょうぼう 福音館書店 長谷川 摂子 片山 健

き 48 きつねのおきゃくさま サンリード あまん きみこ 二俣 英五郎

き 50 キウイじいさん クレヨンハウス 渡辺 茂男 長 新太

き 51 木の実とともだち 偕成社 松岡 達英 下田 智美

き 52 きゃああああああああ クモだ！ 評論社 リディア・モンクス リディア・モンクス

き 53 かみであそぼう ほるぷ出版 こばやし みのる ふりや ようこ

き 55 きょだいなきょだいな 福音館書店 長谷川 摂子 降矢 なな

き 56 きっとみんなよろこぶよ！ 評論社 ピ－ター・スピアー ピ－ター・スピアー

き 57 きんいろあらし 福音館書店 カズコ・G・ストーン カズコ・G・ストーン

き 58 ぎょうれつぎょうれつ 徳間書店 マリサビーナ・ルッソ マリサビーナ・ルッソ

き 59 きかんしゃトーマス なかまがいっぱい 小学館 てんじつき さわるえほん

き 60 きょうのおやつは 福音館書店 わたなべ ちなつ わたなべ ちなつ かがみのえほん

き 61 キャベツくん 文研出版 長 新太 長 新太

き 62 きかんぼねずみのクリスマス 女子パウロ会 いまむら あしこ こいずみ るみこ

き 64 ぎゅっ 徳間書店 ジェズ・オールバラ ジェズ・オールバラ

き 65 ぎゅっ 徳間書店 ジェズ・オールバラ ジェズ・オールバラ

き 66 教会ねずみと のんきなねこの メリークリスマス！ 徳間書店 グレアム・オークリー グレアム・オークリー

き 67 希望の牧場 岩崎書店 森 絵都 吉田 尚令

き 68 きらきら は・は・歯 世界文化社 室井 滋 長谷川 義史

き 69 きょうはすてきな おばけのひ ポプラ社 武田 美穂 武田 美穂

き 70 キャベツくんのにちようび 文研出版 長 新太 長 新太

き 71 キャベツくんとブタヤマさん 文研出版 長 新太 長 新太

き 72 きょうは ハロウィン 福音館書店 平山 暉彦 平山 暉彦

き 73 恐竜の谷 小さな恐竜親子の物語 こぐま社 黒川 みつひろ 黒川 みつひろ

き 74 給食番長 好学社 よしなが こうたく よしなが こうたく

き 75 きょうは たんじょうび 童心社 中川 ひろたか 村上 康成

き 76 木の実ノート 文化出版局 いわさ ゆうこ いわさ ゆうこ

き 77 きょうは そらに まるいつき 偕成社 荒井 良二 荒井 良二

き 78 ９９９ひきのきょうだいのおひっこし ひさかたチャイルド 木村 研 村上 康成

き 79 きょうのごはん 偕成社 加藤 休ミ 加藤 休ミ

き 80 きのこレストラン ポプラ社 新開 孝 新開 孝

き 81 ９９９ひきのきょうだいのおひっこし ひさかたチャイルド 木村 研 村上 康成

き 82 きょうりゅうたちのおやすみなさい 小峰書店 ジェイン・ヨーレン マーク・ティーグ 訳なかがわ ちひろ

き 83 ぎゅぎゅぎゅのぎゅー ひかりのくに 森 あさ子 森 あさ子

き 84 きょうりゅうのおおきさってどれくらい？ 福音館書店 大島英太郎 大島英太郎

き 85 きみにありがとうのおくりもの 教育画劇 宮野 聡子 宮野 聡子

き 86 巨大空港 福音館書店 鎌田 歩 鎌田 歩

く 1 ぐりとぐらのかいすいよく 福音館書店 なかがわ りえこ やまかわ ゆりこ

く 2 ぐりとぐら 福音館書店 なかがわ りえこ やまかわ ゆりこ

く 3 ぐりとぐらとくるりくら 福音館書店 なかがわ りえこ やまかわ ゆりこ

く 4 ぐりとぐらのおおそうじ 福音館書店 なかがわ りえこ やまかわ ゆりこ

く 5 ぐりとぐらのえんそく 福音館書店 なかがわ りえこ やまかわ ゆりこ

く 6 ぐりとぐらとすみれちゃん 福音館書店 なかがわ りえこ やまかわ ゆりこ

く 7 ぐりとぎらのかいすいよく 福音館書店 なかがわ りえこ やまかわ ゆりこ

く 8 ぐりとぐらのおきゃくさま 福音館書店 なかがわ りえこ やまかわ ゆりこ

く 9 くもりのひのおはなし 小峰書店 かこ さとし かこ さとし

く 10 くさはらどん 福音館書店 松岡 達英 松岡 達英



く 11 くまさんくまさん 福音館書店 なかがわ りえこ やまかわ ゆりこ

く 12 くわがたのがたくん 童心社 高家 博成 仲川 道子

く 13 くまのこまこちゃん のら書店 神沢 利子 片山 健

く 14 ぐつとおしょうさん 世界文化社 水谷 章三 花之内 雅吉 ワンダー民話館

く 15 くりすます 至光社 佐久間 彪 かすや 昌宏

く 17 くまときつね 金の星社 いもと ようこ いもと ようこ

く 19 くまさんにであった 偕成社 森山 京 西巻 芽子

く 20 ぐりとぐらのえんそく 福音館書店 なかがわ りえこ やまかわ ゆりこ

く 22 くまじいちゃんのクリスマス 女子パウロ会 やすい すえこ いもと ようこ

く 23 クリスマスのおくりもの 至光社 木村 由利子 松村 雅子

く 24 クリスマスってなあに 女子パウロ会 わたなべ よしゆき たかだ さぶろう

く 25 クリスマスのちいさなほし 至光社 渡 洋子 かすや 昌宏

く 26 くまくんとおひさまのえんそく 学習研究社 古藤 ゆず 石原 辰也

く 27 くまくんともりのなか 学習研究社 志村 まゆみ 石原 辰也

く 28 くすのきだんちは１０かいだて ひかりのくに 武鹿 悦子 末崎 茂樹

く 29 くだもの 福音館書店 平山 和子 平山 和子

く 30 クリスマスのインタビュー 女子パウロ会 土屋 富士夫 吉池 好高

く 33 ぐるんぱのようちえん 福音館書店 西内 ミナミ 堀内 誠一

く 34 くだものなんだ 福音館書店 きうち かつ きうち かつ

く 39 ねえねえねえ いまなんじ 小峰書店 長野 博一 長野 博一

く 40 くりくり アリス館 ひろかわ さえこ ひろかわ さえこ

く 41 くまとりすのおやつ 福音館書店 岸田 衿子 堀内 誠一　もみこ

く 44 くまくんのおさんぽ ポプラ社 角野 栄子 佐々木 洋子

く 46 クリスマスにはおくりもの えほん館 五味 太郎 五味 太郎

く 47 クモのいと ポプラ社 新開 孝 新開 孝

く 48 ぐりとぐらのうたうた１２つき 福音館書店 なかがわ りえこ やまかわ ゆりこ

く 49 クリスマスまだかな？ PHP研究所 こわせ たまみ 秋里 信子

く 50 ｍ 用途廃止R2.2.5

く 51 くまのブルルのバースディケーキ PHP研究所 中村 翔子 土田 義晴

く 53 くものすおやぶん とりものちょう 福音館書店 秋山 あゆ子 秋山 あゆ子

く 54 ぐるんぱのようちえん 福音館書店 西内 ミナミ 堀内 誠一

く 55 ぐりとぐらのおおそうじ 福音館書店 なかがわ りえこ やまかわ ゆりこ

く 57 ぐりとぐらのえんそく 福音館書店 なかがわ りえこ やまかわ ゆりこ

く 58 ぐりとぐらとすみれちゃん 福音館書店 なかがわ りえこ やまかわ ゆりこ

く 59 ぐりとぐらのえんそく 福音館書店 なかがわ りえこ やまかわ ゆりこ

く 60 ぐりとぐらとくるりくら 福音館書店 なかがわ りえこ やまかわ ゆりこ

く 61 ぐりとぐらのおきゃくさま 福音館書店 なかがわ りえこ やまかわ ゆりこ

く 62 くさはらどん 福音館書店 松岡 達英 松岡 達英

く 65 くれよんのくろくん 童心社 なかや みわ なかや みわ

く 66 くすのきだんちは１０かいだて ひかりのくに 武鹿 悦子 末崎 茂樹

く 68 くろずみ小太郎旅日記 おろち退治の巻 クレヨンハウス 飯野 和好 飯野 和好

く 69 くろずみ小太郎旅日記 その２ 盗賊あぶのぶんべえ退治の巻 クレヨンハウス 飯野 和好 飯野 和好

く 70 くんちゃんのはじめてのがっこう ペンギン社 ドロシー・マリノ ドロシー・マリノ

く 71 くろうまブランキー 福音館書店 伊東 三郎 堀内 誠一

く 73 くまのビーディーくん 偕成社 ドン・フリーマン ドン・フリーマン

く 74 くまのコールテンくん 偕成社 ドン・フリーマン ドン・フリーマン

く 75 くまさんくまさん なにみてるの？ 偕成社 エリック・カール ビル・マーチン

く 76 くまくん ひかりのくに 二宮 由紀子 あべ 弘士

く 77 くずのはやまのきつね 福音館書店 大友 康夫 西村 繁男

く 78 クリスマスおめでとう こぐま社 ひぐち みちこ ひぐち みちこ

く 79 クリスマスの夜はしずかにね！ 文渓堂 ジュリー・サイクス ティム・ワーンズ



く 80 クリスマスのまえのばん 偕成社 クレメント・ムア ターシャ・デューダー

く 81 草花のうえかた そだてかた 岩崎書店 松原 厳樹 松原 厳樹

く 82 草花とともだち 偕成社 松岡 達英 下田 智美

く 83 グリーンマントのピーマンマン 岩崎書店 さくら ともこ 中村 景児 ピーマンマンシリーズ

く 84 くまとやまねこ 河出書房 湯本 香樹実 酒井 駒子

く 85 くもをおいかけてごらん、ピープー 文渓堂 ローレンス・ブルギニョン ヴァレリー・ダール

く 87 クリスマスがきたよ 女子パウロ会 山本 眞 森津 和嘉子

く 88 クリスマスのうた しずかなよる 女子パウロ会 ヨーゼフ・モーア マヤ・ドゥシコウワ

く 89 ぐりとぎらのかいすいよく 福音館書店 なかがわ りえこ やまかわ ゆりこ

く 90 くまさん くまさん なにみてるの？ 偕成社 ビル・マーチン エリック・カール

く 91 くらげぼうし すずき出版 赤川 明 赤川 明 こどものくに チューリップ版

く 92 グリーンマントのピーマンマン 岩崎書店 さくら ともこ 中村 景児 ピーマンマンシリーズ

く 93 クリスマスの ちいさな かね 女子パウロ会 マヤ・ドゥシコウワ ロルフ・クレンツァー

く 94 クリスマスの ちいさな かね 女子パウロ会 マヤ・ドゥシコウワ ロルフ・クレンツァー

く 95 クリスマスの夜はしずかにね！ ドン・ボスコ社 ロイス・ロック アンソン・ジェイ

く 96 くもさん おへんじどうしたの 偕成社 エリック・カール エリック・カール

く 97 くろくん と ちいさな しろくん 童心社 なかや みわ なかや みわ

く 98 クリスマスのはなし ドン・ボスコ社 メアリー・ジョスリン アリーダ・マッサリー

く 100 ぐるぐるちゃん かくれんぼ 福音館書店 長江 青 長江 青

く 101 グリとグラの てづくりブック 福音館書店 福音館書店編集部編 福音館書店編集部編

く 102 くだもの だもの 福音館書店 石津 ちひろ 山村 浩二

く 103 クリスマスのおばけ ポプラ社 せな けいこ せな けいこ

く 104 ぐりとぐら と すみれちゃん 福音館書店 なかがわ りえこ やまかわ ゆりこ

く 105 クリスマスのつえ サン・パウロ いまおか まち おおしま せつこ

く 106 クリスマスって どんなひ？ サン・パウロ べサン・ジェイムズ ヘザー・スチュアート

く 107 クリスマスって どんなひ？ サン・パウロ べサン・ジェイムズ ヘザー・スチュアート

く 108 クリスマスのねがい 女子パウロ会 いまむら あしこ ほりかわ りまこ

く 109 クリスマス伝説 ３びきめ の ひつじ 女子パウロ会 ひろの みずえ 広野 多珂子

く 110 くすのきだんちは１０かいだて ひかりのくに 武鹿 悦子 末崎 茂樹

く 111 くすのきだんちは ゆきのなか ひかりのくに 武鹿 悦子 末崎 茂樹

く 112 クマと少年 ブロンズ新社 あべ 弘士 あべ 弘士

く 113 くりのきえんのおともだち・2　あした えんそくだから あかね書房 守屋 正恵 いもと ようこ

く 114 くりのきえんのおともだち・6　うんどうかいがはじまった あかね書房 寺村 輝夫 いもと ようこ

く 115 くりのきえんのおともだち・10　あしたプールだ がんばるぞ あかね書房 寺村 輝夫 いもと ようこ

く 116 くずのしげみでみつけたむしたち 福音館書店 小林俊樹 長谷川哲雄

く 117 くだもの ぱくっ 講談社 彦坂 有紀 もりと いずみ

く 118 くりすますのよるに 女子パウロ会 ヴィクトリア・テッブス ラッセル・ジュリアン 訳 女子パウロ会

く 119 クリスマスってなあに 講談社 ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ 訳 講談社

く 120 クリスマスってなあに？ 岩崎書店 ジョーン・G・ロビンソン ジョーン・G・ロビンソン 訳 こみや ゆう

く 121 くまのコールテンくん 偕成社 ドン・フリーマン ドン・フリーマン 訳松岡 亨子

け 1 ケーキができたわけ 女子パウロ会 さとう わきこ さとう きわこ

け 8 げんきなマドレーヌ 福音館書店 ルドウィッヒ・ベーメルマンス ルドウィッヒ・ベーメルマンス

け 9 ケンケンとびのけんちゃん あかね書房 角野 栄子 大島 妙子

け 10 ケーキをさがせ！ 徳間書店 テー・チョンキン テー・チョンキン

け 11 げたに ばける すずき出版 新見 南吉 西村 敏雄 こどものくに ひまわり版

け 12 げんきにおよげ こいのぼり 教育画劇 今関 信子 岩田 岩緒

け 13 けんかのきもち ポプラ社 柴田 愛子 伊藤 秀男 からだと こころの えほん 2　

こ 6 こんとあき 福音館書店 林 明子 林 明子

こ 7 ごめんねともだち 偕成社 内田 麟太郎 降矢 なな

こ 8 ごめんねともだち 偕成社 内田 麟太郎 降矢 なな

こ 10 ことりのゆうびんやさん 福音館書店 松谷 さやか はた こうしろう



こ 13 ころちゃんはだんごむし 童心社 高家 博成 仲川 道子

こ 14 こひつじクロ 岩崎書店 エリザベス・ショー エリザベス・ショー

こ 15 このゆきだるまだーれ？ 福音館書店 岸田 衿子 山脇 百合子

こ 17 こぶたくん もうなかないで 金の星社 かとう よしこ みやにし たつや

こ 18 こどもの聖書 女子パウロ会 エリザベス・ジル・セバウン シャルロット・ローデラー

こ 19 こいぬと１０ぴきのおばけ ひかりのくに にしかわ おさむ にしかわ おさむ

こ 22 ゴリラとあかいぼうし 福音館書店 山極 寿一 ダヴィット・ビシームウ

こ 43 ; 用途廃止R2.2.5

こ 46 コロちゃんのクリスマス 評論社 エリック・ヒル エリック・ヒル コロちゃんのびっくり箱

こ 47 コロちゃんのおとまり 評論社 エリック・ヒル エリック・ヒル コロちゃんのびっくり箱

こ 48 コロちゃんこうえんへいく 評論社 エリック・ヒル エリック・ヒル コロちゃんのびっくり箱

こ 49 コロちゃんパティーにいく 評論社 エリック・ヒル エリック・ヒル コロちゃんのびっくり箱

こ 50 コロちゃんのケーキづくり 評論社 エリック・ヒル エリック・ヒル コロちゃんのびっくり箱

こ 51 コロちゃんのおさんぽ 評論社 エリック・ヒル エリック・ヒル コロちゃんのびっくり箱

こ 52 コロちゃんのたんじょうび 評論社 エリック・ヒル エリック・ヒル コロちゃんのびっくり箱

こ 53 こんにちはのうた すずき出版 かんなり まさこ 和歌山 静子

こ 55 こんにちワニ PHP研究所 中川 ひろたか 村上 康成

こ 60 こんたのおつかい 徳間書店 田中 友佳子 田中 友佳子

こ 64 こんた、バスでおつかい 徳間書店 田中 友佳子 田中 友佳子

こ 65 こぐまのくまくん 福音館書店 E・H・ミナリック モーリス・センダック

こ 70 子どもの生活１ あいさつげんきにできるかな？ 偕成社 浜田 恭子 藤本 四郎

こ 71 子どもの生活３ マナーをきちんとおぼえよう！ 偕成社 浜田 恭子 藤本 四郎

こ 75 こどもがはじめてであう せかいちず絵本 戸田デザイン研究室 とだ こうしろう とだ こうしろう

こ 76 こどもがはじめてであう にっぽんちず絵本 戸田デザイン研究室 とだ こうしろう とだ こうしろう

こ 78 ゴリラのビックリばこ えほん館 長 新太 長 新太

こ 86 こんにちは あかぎつね！ 偕成社 エリック・カール エリック・カール

こ 87 コロちゃんのいもうと 評論社 エリック・ヒル エリック・ヒル

こ 88 コロちゃんののうじょう 評論社 エリック・ヒル エリック・ヒル

こ 89 コロちゃんのかいすいよく 評論社 エリック・ヒル エリック・ヒル

こ 90 コロちゃんのがっこう 評論社 エリック・ヒル エリック・ヒル

こ 91 コロちゃんはどこ？ 評論社 エリック・ヒル エリック・ヒル

こ 92 コロちゃんのサーカス 評論社 エリック・ヒル エリック・ヒル

こ 93 コロちゃんの こんにちはおじいちゃん 評論社 エリック・ヒル エリック・ヒル

こ 94 コロちゃんのクリスマス 評論社 エリック・ヒル エリック・ヒル

こ 96 、 用途廃止R2.2.5

こ 100 こぐまちゃんおやすみ こぐま社 わかやま けん わかやま けん

こ 104 こぐまちゃんとふうせん こぐま社 わかやま けん わかやま けん

こ 105 にんじんロケット 福音館書店 佐々木 マキ 佐々木 マキ

こ 106 こんこんさまにさしあげそうろう PHP研究所 森 はな 梶山 俊夫

こ 108 こわいドン 理論社 武田 美穂 武田 美穂

こ 109 こころえほん ここです！ フレーベル館 冬野 いちご 冬野 いちご

こ 123 このゆきだるまだーれ？ 福音館書店 岸田 衿子 山脇 百合子

こ 124 こぎつねコンチ のら書店 中川 李枝子 山脇 百合子

こ 126  用途廃止R2.2.5

こ 128 ことりのうち 福音館書店 さとう わきこ さとう きわこ

こ 132 これはのみのぴこ サンリード 谷川 俊太郎 和田 誠

こ 133 こねこちゃん こねこちゃん チャイルド 長野 ヒデ子 長野 ヒデ子

こ 134 こうしがうまれたひ 学習研究社 矢文 晶　古藤 ゆず 山口 みねやす どうぶつえほんライブラリー１

こ 137 こどもの聖書 女子パウロ会 エリザベス・ジル・セバウン シャルロット・ローデラー

こ 138 絵本 極楽　ごくらく 風濤社

こ 139 こんとあき 福音館書店 林 明子 林 明子



こ 140 こどものせいしょ ドン・ボスコ社 サリー・アン・ライト オナー・エアーズ

こ 141 ゴムあたま ポンたろう 童心社 長 新太 長 新太

こ 142 ごろごろ にゃーん 福音館書店 長 新太 長 新太

こ 143 ごきげん ななめの てんとうむし 偕成社 エリック・カール エリック・カール

こ 144 ことりの おそうしき あすなろ書房 マーガレット・ワイズ・ブラウン クリスチャン・ロビンソン

こ 145 ころころ パンダ ひさかたチャイルド ビックサイエンス

こ 146 こんなかいじゅう みたことない WAVE出版 藤本 ともひこ 藤本 ともひこ くろさわ文庫

こ 147 こどものための イエスさまのお話 女子パウロ会 クリスティーナ・グディングス ジャン・ルイス

こ 149 これはすいへいせん 金の星社 谷川 俊太郎 tupera tupera

こ 150 こぎつねコンチ のら書店 中川 李枝子 山脇 百合子

こ 151 コッコさんのともだち 福音館書店 片山 健 片山 健

こ 152 こんやは てまきずし 岩崎書店 五味 ヒロシ 石井 聖岳

こ 154 こんにちは、長くつ下のピッピ 徳間書店 アストリッド・リンドグレーン イングリッド・ヴァン・ニイマン

こ 155 こぐまのあにーの きしゃごっこ 学習研究社 たちもと みちこ たちもと みちこ おはなしプーカ４

こ 156 こねて のばして ブロンズ新社 ヨシタケ シンスケ ヨシタケ シンスケ

こ 157 コロッケです 学習研究社 西村 敏雄 西村 敏雄 おはなしプーカ９

こ 158 ごめんやさい ひかりのくに わたなべ あや わたなべ あや

こ 159 コアラのココアくん 学習研究社 わたなべ あや わたなべ あや おはなしプーカ１１

こ 160 けんかのきもち ポプラ社 柴田 愛子 伊藤 秀男 からだと こころの えほん 2　

こ 161 こわめっこ しましょ えほん館 tupera tupera tupera tupera 亀山 達矢　中川 敦子

こ 162 心ってどこにあるのでしょう？ 金の星社 こんの ひとみ いもと ようこ

こ 163 ころべば いいのに ブロンズ新社 ヨシタケ シンスケ ヨシタケ シンスケ

こ 164 こぐまちゃんとどうぶつえん こぐま社 わかやま けん わかやま けん

こ 165 こぐまちゃんとぼーる こぐま社 わかやま けん わかやま けん

こ 166 こぐまちゃんおはよう こぐま社 わかやま けん わかやま けん

こ 167 こぐまちゃんのうんてんしゅ こぐま社 わかやま けん わかやま けん

こ 168 こぐまちゃんのみずあそび こぐま社 わかやま けん わかやま けん

こ 169 こぐまちゃんいたいいたい こぐま社 わかやま けん わかやま けん

こ 170 こぐまちゃんとふうせん こぐま社 わかやま けん わかやま けん

こ 171 こぐまちゃんのどろあそび こぐま社 わかやま けん わかやま けん

こ 172 こぐまちゃんおやすみ こぐま社 わかやま けん わかやま けん

こ 173 こぐまちゃんありがとう こぐま社 わかやま けん わかやま けん

こ 174 ことばのえほん あいうえお えほん館 五味 太郎 五味 太郎

こ 175 コロッケです。 Gakken 西村 敏雄 西村 敏雄

こ 176 このあいだに なにがあった？ 福音館書店 佐藤 雅彦

こ 177 こたつ 福音館書店 麻生 知子 麻生 知子

こ 178 こひつじのクリスマス 日本聖書協会 日本聖書協会 フランセスカ・ペスキ



№ タイトル 出版社 作者(文章) 作者(絵) 備考

さ 1 サーカスがやってきた！ 学習研究社 ジョヴァンナ・ゾルダン バーバラ・イエレンコヴィッチ

さ 4 さっちゃんのまほうのて 偕成社 たばた せいいち 先天性四肢障害児父母の会

さ 7 さるじぞう ほるぷ出版 鈴木 喜代春 北島 新平

さ 8 さいしょのクリスマス サンパウロ ロイス・ロック ソフィー・オルソップ

さ 11 さよならさんかく またきてしかく 偕成社 松谷 みよ子 上野 紀子

さ 14 さつまのおいも 童心社 中川 ひろたか 村上 康成

さ 17 サンタさん ありがとう 福音館書店 長尾 玲子 長尾 玲子

さ 25 サンタクロースのくるひ 福音館書店 西巻 茅子 西巻 茅子

さ 26 サンタおじさんのいねむり 偕成社 まえだ みえこ かきもと こうぞう

さ 27 三びきのやぎの がらがらどん 福音館書店 マーシャ・ブラウン せた ていじ

さ 29 さむがりやのねこ フレーベル館 わたなべ ゆういち わたなべ ゆういち

さ 30 さよならトンボ 文化出版局 石亀 泰郎 石亀 泰郎

さ 32 ３びきのくま 福音館書店 トルストイ おがさわら とよき

さ 33 さむがりやのサンタ 福音館書店 レイモンド・ブリックズ レイモンド・ブリックズ

さ 35 サルとトラ 福音館書店 ヤン・サン ドゥア・リー

さ 36 サラダのまほうのおみせ 福音館書店 カズコ・G・ストーン カズコ・G・ストーン

さ 37 ３じのおちゃにきてください 福音館書店 こだま ももこ なかの ひろたか

さ 38 サンタさんからきたてがみ 福音館書店 たんの ゆきこ 垂石 眞子

さ 41 サンタのひみつおしえます ひさかたチャイルド ジェームズ・ソルヘイム バリュー・ゴット

さ 43 サンタクロースと小人たち 偕成社 マウリ・クンナス マウリ・クンナス

さ 44 サイレントナイト 評論社 ベリンダ・ドウンズ ベリンダ・ドウンズ

さ 45 サンタクロースのたんじょうび ほるぷ出版 たむら ともこ たむら ともこ

さ 46 ザリガニのかいかた そだてかた 岩崎書店 小宮 輝之 浅井 粂男

さ 52 さがしてあそぼう 夏ものがたり ひくまの出版 ロートラウト・スザンネ・ベルナー ロートラウト・スザンネ・ベルナー

さ 53 さがしてあそぼう 秋ものがたり ひくまの出版 ロートラウト・スザンネ・ベルナー ロートラウト・スザンネ・ベルナー

さ 54 さがしてあそぼう 冬ものがたり ひくまの出版 ロートラウト・スザンネ・ベルナー ロートラウト・スザンネ・ベルナー

さ 56 三びきのコブタのほんとうの話 岩波書店 ジョン・ジェスカ レイン・スミス

さ 57 ざっくりぶうぶうがたがたごろろ 偕成社 かんべ じゅんきち エム＝ナマエ

さ 60 さらば、ゆきひめ 童心社 宮本 忠夫 宮本 忠夫

さ 62 サンタさんからきたてがみ 福音館書店 たんの ゆきこ 垂石 眞子

さ 63 サザエさんと日本の春・夏・秋・冬を楽しもう 扶桑社

さ 64 さんまいのおふだ 童心社 松谷 みよ子 遠藤 てるよ

さ 65 さわる めいろ 小学館 てんじつき さわるえほん

さ 66 ざりがにの おうさま まっかちん 福音館書店 おおとも やすお おおとも やすお

さ 68 西遊記１ 天の巻 理論社 斉藤 洋 広瀬 弦

さ 69 さよなら さんかく またきて しかく 偕成社 松任 みち子 上野 紀子

さ 70 さよなら ようちえん 講談社 さこ ももみ さこ ももみ

さ 71 サンドイッチ サンドイッチ 福音館書店 小西 英子 小西 英子

さ 72 さかさことばで うんどうかい【新版】 福音館書店 西村 敏雄 西村 敏雄

さ 73 サファリ 金の星社 松岡 たつひで 松岡 たつひで

さ 74 さんまいのおふだ 童心社 松谷 みよ子 遠藤 てるよ

さ 75 三ねん ねたろう ポプラ社 おおかわ せつろう わたなべ さぶろう

さ 76 サファリ 金の星社 松岡 たつひで 松岡 たつひで

さ 77 さよなら ともだち 偕成社 内田 麟太郎 降矢 はな

さ 78 さかなが とれた！ 学習研究社 がっけんのかがくえほん８

さ 79 サイモンは、ねこである。 あすなろ出版 ガリア・バーンスタイン ガリバー・バーンスタイン 訳 なかがわ ちひろ

さ 80 さよならさんかく こぐま社 わかやま けん わかやま けん

さ 81 さつまいも ごろん 学習研究社 がっけんのかがくえほん１０

さ 82 さるのせんせい と へびのかんごふさん ビリケン出版 穂高 順也 荒井 良二

さ 83 さくらもちのさくらこさん ブロンズ新社 岡田 よしたか 岡田 よしたか



し 2 じゃぐちをあけると 福音館書店 しんぐう すすむ しんぐう すすむ

し 6 １４ひきのひっこし 童心社 いわむら かずお いわむら かずお

し 7 １４ひきのあきまつり 童心社 いわむら かずお いわむら かずお

し 8 １４ひきのあさごはん 童心社 いわむら かずお いわむら かずお

し 9 １４ひきのぴくにっく 童心社 いわむら かずお いわむら かずお

し 10 １４ひきのやまいも 童心社 いわむら かずお いわむら かずお

し 11 １４ひきのおつきみ 童心社 いわむら かずお いわむら かずお

し 12 １４ひきのせんたく 童心社 いわむら かずお いわむら かずお

し 13 １４ひきのこもりうた 童心社 いわむら かずお いわむら かずお

し 14 １４ひきのかぼちゃ 童心社 いわむら かずお いわむら かずお

し 15 １４ひきのさむいふゆ 童心社 いわむら かずお いわむら かずお

し 16 １４ひきのとんぼいけ 童心社 いわむら かずお いわむら かずお

し 17 ジンガくんいちばへいく 福音館書店 ふしはら のじこ ふしはら のじこ

し 18 しろいかみのサーカス 福音館書店 たにうち つねお いちかわ かつひろ

し 20 ジャッキーのしんゆう ブロンズ新社 あいはら ひろゆき あだち なみ くまのがっこう

し 22 じてんしゃにのるひとまねこざる 岩波書店 H・A・レイ H・A・レイ

し 23 ジャッキーのゆめ ブロンズ新社 あいはら ひろゆき あだち なみ くまのがっこう

し 24 しりたがりのこりす 女子パウロ会 レイチェル・リヴェット ドゥブラヴカ・コラノヴィッチ

し 26 しっかりはしれば クレヨンハウス 五味 太郎 五味 太郎

し 27 しろねこしろちゃん 福音館書店 森 佐智子 MAYA MAXX

し 29 １１ぴきのねこ こぐま社 馬場 のぼる 馬場 のぼる

し 30 １１ぴきのねことぶた こぐま社 馬場 のぼる 馬場 のぼる

し 31 じどうしゃくるるん 偕成社 まつい のりこ まつい のりこ

し 33 しろくまちゃん ぱんかいに こぐま社 わかやま けん わかやま けん

し 35 しばいのすきなえんまさん ほるぷ出版 渋谷 勲 松谷 春男 幼児みんわ絵本２６

し 38 しぜん４ あさごはん フレーベル館 師岡 章 斎藤 雅緒

し 40 しょうとのおにたいじ 福音館書店 稲田 和子 川端 健生

し 41 しろくまちゃんのほっとけーき こぐま社 わかやま けん わかやま けん

し 43 ジャンニしまへいく 学習研究社 竹下 文子 ソフィー・ファトス 用途廃止Ｈ29.10.28

し 44 １０ぴきのおばけのかいすいよく ひかりのくに にしかわ おさむ にしかわ おさむ

し 46 しんかんくんうちにくる あかね書房 のぶみ のぶみ

し 47 １１ぴこのねこ どろんこ こぐま社 馬場 のぼる 馬場 のぼる

し 48 １１ぴきのねことへんなねこ こぐま社 馬場 のぼる 馬場 のぼる

し 49 １１ぴきのねこ ふくろのなか こぐま社 馬場 のぼる 馬場 のぼる

し 50 １１ぴきのねことぶた こぐま社 馬場 のぼる 馬場 のぼる

し 51 １１ぴきのねこ こぐま社 馬場 のぼる 馬場 のぼる

し 52 しんかんくんようちえんにいく あかね書房 のぶみ のぶみ

し 53 シンドバットのぼうけん 学習研究社 秋原 秀夫 むかい ながまさ 用途廃止Ｈ29.10.28 学研えほん館 世界むかしむかし３

し 54 したのすいぞっかん くもん出版 あき びんご あき びんご

し 55 しーっ！ぼうやがおひるねしているの 偕成社 ミン・フォン・ホ ホリー・ミード

し 60 自然・きらきら２ なしのきとあぶらぜみ 偕成社 七尾 純 久保 秀一

し 61 自然・きらきら６ がんばれかぶとむし 偕成社 七尾 純 久保 秀一

し 62 自然・きらきら７ おかえりあかとんぼ 偕成社 七尾 純 久保 秀一

し 63 自然・きらきら１０ とびたててんとうむし 偕成社 七尾 純 久保 秀一

し 64 自然・きらきら１１ あまがえるぴょん 偕成社 七尾 純 久保 秀一

し 65 自然・きらきら１２ どんぐりころころ 偕成社 七尾 純 久保 秀一

し 67 ジオジオのかんむり 福音館書店 岸田 衿子 中谷 千代子

し 68 しゅっぱつしんこう！ 小峰書店 三田村 信行 柿本 幸造

し 69 んｂ。 用途廃止R1.5.7

し 71 しゅくだい 岩崎書店 いもと ようこ いもと ようこ

し 73 じゅうにしのおはなし ひさかたチャイルド ゆきの ゆみこ くすはら 順子



し 74 １４ひきのもちつき 童心社 いわむら かずお いわむら かずお

し 75 １４ひきのあきまつり 童心社 いわむら かずお いわむら かずお

し 76 １４ひきのこもりうた 童心社 いわむら かずお いわむら かずお

し 77 １４ひきのかぼちゃ 童心社 いわむら かずお いわむら かずお

し 78 １４ひきのおつきみ 童心社 いわむら かずお いわむら かずお

し 79 １４ひきのせんたく 童心社 いわむら かずお いわむら かずお

し 80 １４ひきのぴくにっく 童心社 いわむら かずお いわむら かずお

し 81 １４ひきのさむいふゆ 童心社 いわむら かずお いわむら かずお

し 82 １４ひきのやまいも 童心社 いわむら かずお いわむら かずお

し 83 １４ひきのあさごはん 童心社 いわむら かずお いわむら かずお

し 84 １４ひきのとんぼいけ 童心社 いわむら かずお いわむら かずお

し 85 １４ひきのひっこし 童心社 いわむら かずお いわむら かずお

し 86 １１ぴきのねことあほうどり こぐま社 馬場 のぼる 馬場 のぼる

し 87 しずかなおはなし 福音館書店 サムイル・マルジャーク ウラジミル・レーベデフ

し 88 しょうぼうじどうしゃ じぷた 福音館書店 渡辺 茂男 山本 忠敬

し 89 しげみむら おいしいむら 福音館書店 カズコ・G・ストーン カズコ・G・ストーン

し 91 しんせつなともだち 福音館書店 方 軼羣 村山 知義

し 93 しろいうさぎとくろいうさぎ 福音館書店 ガース・ウイリアムズ ガース・ウイリアムズ

し 94 自然・きらきら３ さわがにべんべ 偕成社 七尾 純 久保 秀一

し 95 自然・きらきら５ ひっこしやどかり 偕成社 七尾 純 久保 秀一

し 96 自然・きらきら８ れんげのおきゃくさま 偕成社 七尾 純 久保 秀一

し 97 自然・きらきら９ すいかごろりん 偕成社 七尾 純 久保 秀一

し 98 自然・きらきら１３ こぎつねこんこん 偕成社 七尾 純 久保 秀一

し 101 したのどうぶつえん くもん出版 あき びんご あき びんご

し 102 １１ぴきのねことあほうどり こぐま社 馬場 のぼる 馬場 のぼる

し 103 １１ぴきのねこ マラソン大会 こぐま社 馬場 のぼる 馬場 のぼる

し 104 十二支のお節料理 BL出版 川端 誠 川端 誠

し 106 白いのはらのこどもたち 理論社 たかどの ほうこ たかどの ほうこ

し 107 しんかんせんでいこう 偕成社 斉藤 洋

し 108 じめんのうえとじめんのした 福音館書店 アーマ・E・ウェバー アーマ・E・ウェバー

し 109 しぜん４ あげは フレーベル館 矢島 稔 河野 修宏

し 110 しぜん４ あり フレーベル館 久保田 敏 河野 修宏

し 111 新 自然・きらきら１２ おちばひらひら 偕成社 七尾 純 久保 秀一

し 112 新 自然・きらきら１ はるをさがしに 偕成社 七尾 純 久保 秀一

し 113 新 自然・きらきら２ はたらきありさん 偕成社 七尾 純 久保 秀一

し 114 新 自然・きらきら３ いただきます 偕成社 七尾 純 久保 秀一

し 115 新 自然・きらきら５ あまやどり 偕成社 七尾 純 久保 秀一

し 116 新 自然・きらきら６ ざりがにちょっきん 偕成社 七尾 純 久保 秀一

し 117 新 自然・きらきら７ あおむしくん 偕成社 七尾 純 久保 秀一

し 118 新 自然・きらきら８ にらめっこ 偕成社 七尾 純 久保 秀一

し 119 新 自然・きらきら９ かくれんぼ 偕成社 七尾 純 久保 秀一

し 120 新 自然・きらきら１０ なつのよる 偕成社 七尾 純 久保 秀一

し 121 新 自然・きらきら１１ コスモスさいた 偕成社 七尾 純 久保 秀一

し 133 しつもん おしゃべりさん リーブル さとう しのぶ さとう しのぶ

し 135 じごくのそうべえ 童心社 たじま ゆきひこ たじま ゆきひこ

し 136 十二支のはじまり 教育画劇 岩崎 京子 二俣 英五郎

し 137 しろくまのパンツ ブロンズ新社 tupera tupera tupera tupera 亀山 達矢　中川 敦子

し 138 しっぽ しっぽ しっぽ ひかりのくに 松岡 節 いもと ようこ

し 139 しぜん いちご フレーベル館 斎藤 雅緒

し 140 しぜん ざりがに フレーベル館 寺越 慶司

し 141 しぜん かめ フレーベル館 大片 忠明



し 144 １０ぴきのおばけのたんじょうび ひかりのくに にしかわ おさむ にしかわ おさむ

し 146 シライですが．．． タリーズコーヒージャパン ナオココナッツ ナオココナッツ

し 147 しょくぱんまん フレーベル館 やなせ たかし やなせ たかし

し 148 絵本 地獄 じごく 風濤社

し 149 十二支のお節料理 BL出版 川端 誠 川端 誠

し 150 しもばしら 岩崎書店 伊地知 英信 細島 雅代

し 151 しゅっぱつしんこう！ 福音館書店 山本 忠敬 山本 忠敬

し 152 しょうぼうじどうしゃ じぷた 福音館書店 渡辺 茂男 山本 忠敬

し 153 新幹線のたび ～はやぶさ・のぞみ・さくらで日本縦断～ 講談社 コマ ヤスカン コマ ヤスカン

し 154 しんかんせんでビューン 視覚デザイン研究所 視覚デザイン研究所 くにすえ たくし

し 155 じっちょりん の あるくみち 文渓堂 かとう あじゅ かとう あじゅ

し 156 十二支のはじまり 佼成出版社 谷 真介 赤坂 三好

し 157 七ふくじんと おしょうがつ 教育画劇 山末 やすえ 伊東 美貴

し 158 しもばしら 福音館書店 野坂 勇作 野坂 勇作

し 159 じゃがいも 福音館書店 荒井 真紀 荒井 真紀 かがくのとも

し 160 チックタック じかんてなあに？ 偕成社 ベス・ユーマン・グレイク ハーベイ・ワイス

し 161 育てて、発見！ 「ジャガイモ」 福音館書店 真木 文絵 石倉 ヒロユキ

し 162 寿命図鑑 いろは出版 やまぐち かおり

し 163 しろつめくさ あかつめくさ 福音館書店 澤口 たまみ 安井 寿磨子 かがくのとも９月号

し 164 しごとば ブロンズ新社 鈴木 のりたけ 鈴木 のりたけ

し 165 続々 しごとば ブロンズ新社 鈴木 のりたけ 鈴木 のりたけ

し 166 新幹線 しゅうぱつ！ 福音館書店 鎌田 歩 鎌田 歩

し 167 シロナガスクジラ 福音館書店 加藤 秀弘 大片 忠明

し 168 １４ひきのもちつき 童心社 いわむら かずお いわむら かずお

し 169 したきりすずめ 童心社 松谷 みよ子 片山 健

し 170 しろくまのパンツ ブロンズ新社 tupera tupera tupera tupera 亀山 達矢　中川 敦子

し 171 しょうがっこうが だいすき 学習研究社 うい えがらし みちこ

し 172 しごとば ブロンズ新社 鈴木 のりたけ 鈴木 のりたけ

し 173 しんごうきピコり あかね書房 ザ・キャビンカンパニー ザ・キャビンカンパニー

し 174 しゅわしゅわ村のゆかいなおくりもの 偕成社 くせ さなえ くせ さなえ

し 175 しろくまちゃんのほっとけーき こぐま社 わかやま けん わかやま けん

し 176 七五三 すくすく おいわいの日！ 文溪堂 ますだ ゆうこ たちもと みちこ

し 177 飼育係長 好学社 よしなが こうたく よしなが こうたく

す 3 ずっとそばに・・・ 岩崎書店 いもと ようこ いもと ようこ

す 5 すってん ころりん 福音館書店 なかの ひろたか なかの ひろたか ０・１・２絵本

す 6 すき セーラー出版 トクメ・ボガッキー トクメ・ボガッキー

す 8 すうちゃんのカッパ 偕成社 とづか かよこ とづか かよこ

す 10 スイミー 好学社 レオ・レオニ レオ・レオニ

す 12 すきすき ちゅー！ 徳間書店 イアン・ホワイブラウ ロージー・リーヴ

す 13 スースーとネルネル 偕成社 荒井 良二 荒井 良二

す 16 スーホーの白い馬 福音館書店 大塚 勇三 赤羽 末吉

す 17 すりすり ももんちゃん 童心社 とよた かずひこ とよた かずひこ

す 18 ずーっとずっとだいすきだよ 評論社 ハンス・ウィルヘルム ハンス・ウィルヘルム

す 23 すてきなプレゼント 文渓堂 またの あつこ またの あつこ

す 25 すてきな 三にんぐみ 偕成社 トミー=アンゲラー トミー=アンゲラー

す 26 すいどう 福音館書店 百木 一朗 百木 一朗 かがくのとも１１月号

す 27 す～べりだい PHP研究所 鈴木 のりたけ 鈴木 のりたけ

す 28 すなばばば PHP研究所 鈴木 のりたけ 鈴木 のりたけ

す 29 すいか！ 小峰書店 石津 ちひろ 村上 康成

す 31 ずんずんほりほり おいもほり フレーベル館 おおい じゅんこ おおい じゅんこ ころころえほん１０

す 32 スプーンさん ブロンズ新社 中川 ひろたか 100%ORANGE



す 33 すいかのプール 岩崎書店 アンニョン・タル アンニョン・タル 訳　斎藤真理子

す 34 すずめのうんどうぼうしつくります すずき出版 西本 鶏介 黒井 健 こどものくに　10月号

す 35 すずちゃんののうみそ 岩崎書店 竹山 美奈子 三木 葉苗 監修　宇野洋太

す 36 す～べりだい PHP研究所 鈴木 のりたけ 鈴木 のりたけ ５月新刊

せ 1 せかいでさいしょのクリスマス サンパウロ 小野 かおる 小野 かおる

せ 3 せかいでにばんめのうまごや 中央出版 なかがわ さちこ なかむら ゆき

せ 5 聖書物語 ドンボスコ ロイス・ロック クリスティナ・バリ

せ 7 せかいいちおおきなクリスマスツリー PHP研究所 おおはら ひでき たくの だいすけ

せ 8 ぜったいについていかないよ！ あかね書房 嶋﨑 政男 すみとも ななみ じぶんでじぶんをまもろう１

せ 9 せっけんマン PHP研究所 山脇 恭 山口 みねやす

せ 11 せかいのこどもたちのはなし はがぬけたらどうするの？ フレーベル館 セルピー・ビーラー ブライアン・カステ

せ 13 せんろはつづく まだつづく 金の星社 竹下 文子 鈴木 まもる

せ 16 せかいのあいさつ 福音館書店 長 新太 長 新太

せ 19 セルコ 福音館書店 内田 莉莎子 ワレンチン・ゴルディチューク

せ 20 ぜったいにがっこうにはいかないからね フレーベル館 ローレン・チャイルド ローレン・チャイルド

せ 21 セキセイインコのかいかた そだてかた 岩崎書店 小宮 輝之 大野 彰子 大野 弘子

せ 22 せとうちたいこさん えんそくにいきたい 童心社 長野 ヒデ子 長野 ヒデ子

せ 25 せつぶんだ まめまきだ 教育画劇 桜井 信夫 赤坂 三好

せ 26 聖書ものがたり ドンボスコ社 マリ・エレーヌ・デルヴァル ユリーズ・ヴェンセル

せ 27 せかいいちの ねこ 白泉社 ヒグチユウコ ヒグチユウコ

せ 28 せつぶん ワイワイ まめまきの日！ ぶんけい ますだ ゆうこ たちもと みちこ

せ 29 ぜったいに おしちゃダメ？ サンクチュアリ出版 ビル・コッター ビル・コッター

せ 30 世界がみえる 地図の絵本 あすなろ出版 ブライアン・デルフ ブライアン・デルフ

せ 31 せかいのひとびと 評論社 ピーター・スピアー ピーター・スピアー 訳 松川 真弓

せ 32 せつぶん わいわい まめまきの日！ ぶんけい ますだ ゆうこ たちもと みちこ

せ 33 ぜったい あけちゃダメッ！ 永岡書店 アンディ・リー ヒース・マッケンジー 訳 林木林

せ 34 ぜったいに おしちゃダメ？ サンクチュアリ出版 ビル・コッター ビル・コッター

せ 35 ぜったい あけちゃダメッ！ 永岡書店 アンディ・リー ヒース・マッケンジー 訳 林木林

せ 36 せんろはつづく 金の星社 竹下 文子 鈴木まもる

そ 2 ぞうのエルマー１ ぞうのエルマー BL出版 デビッド・マッキー デビッド・マッキー

そ 3 ぞうのボタン 冨山房 うえの のりこ うえの のりこ

そ 4 そらまめくんのぼくのいちにち 小学館 なかや みわ なかや みわ

そ 5 ぞうくんのさんぽ 福音館書店 なかの ひろたか なかの ひろたか

そ 6 育てて、しらべる 日本のいきものずかん１ クワガタムシ 集英社 高家 博成

そ 7 育てて、しらべる 日本のいきものずかん２ カエル 集英社 福山 欣司

そ 8 育てて、しらべる 日本のいきものずかん３ ザリガニ 集英社 中谷 勇

そ 9 育てて、しらべる 日本のいきものずかん４ ダンゴムシ 集英社 布村 昇

そ 10 育てて、しらべる 日本のいきものずかん５ カブトムシ 集英社 野村 裕

そ 11 育てて、しらべる 日本のいきものずかん６ カメ 集英社 矢部 隆

そ 12 育てて、しらべる 日本のいきものずかん７ イモムシ 集英社 中 秀司

そ 13 育てて、しらべる 日本のいきものずかん８ メダカ 集英社 岩松 鷹司

そ 14 育てて、しらべる 日本のいきものずかん９ ヤドカリ 集英社 奥野 淳兒

そ 15 育てて、しらべる 日本のいきものずかん１０ ヤモリ 集英社 疋田 勉

そ 16 育てて、しらべる 日本のいきものずかん１１ なくむし 集英社 大谷 剛

そ 17 育てて、しらべる 日本のいきものずかん１２ ナマズ 集英社 前畑 政善

そ 18 ぞうのババール 評論社 ジャン・ド・ブリュノフ ジャン・ド・ブリュノフ

そ 20 それいけ しょうぼうしゃ 講談社 ティボル・ゲルゲイ ティボル・ゲルゲイ

そ 21 ぞうのエルマー１ ぞうのエルマー BL出版 デビッド・マッキー デビッド・マッキー

そ 22 そらのき 岩崎書店 北見 葉胡 北見 葉胡

そ 26 そらとぶクレヨン 金の星社 竹下 文子 鈴木 まもる

そ 27 そら、にげろ 偕成社 赤羽 末吉 赤羽 末吉



そ 28 そらまめとわらとすみ すずき出版 川上 越子 川上 越子

そ 29 それいけ！ねずみくんのチョッキ ポプラ社 なかえ よしお うえの のりこ

そ 32 そらまめくんのぼくのいちにち 小学館 なかや みわ なかや みわ

そ 33 そらいろのたね 福音館書店 なかがわ りえこ おおむら ゆりこ

そ 34 そらいろのたね 福音館書店 なかがわ りえこ おおむら ゆりこ

そ 35 ぞうのホートン ひとだすけ 偕成社 ドクター・スース ドクター・スース

そ 37 ぞうくんのあめふりさんぽ 福音館書店 なかの ひろたか なかの ひろたか

そ 38 そのつもり 講談社 荒井 良二 荒井 良二

そ 39 そりあそび 福音館書店 さとう わきこ さとう わきこ

そ 40 それしか ないわけ ないでしょう 白泉社 ヨシタケ シンスケ ヨシタケ シンスケ

そ 41 ぞうきばやしの すもうたいかい 福音館書店 広野 多珂子 廣野 研一

そ 42 そらの ふしぎ みつけた 学習研究社 がっけんのかがくえほん

そ 43 ぞろりぞろちと やさいがね 偕成社 ひろかわ さえこ ひろかわ さえこ

そ 44 そらまめくんのベッド 福音館書店 なかや みわ なかや みわ

そ 45 ぞうくんのゆびにんぎょう すずき出版 きむら ゆういち にしはま かおり こどものくに　ひまわり版　３月号



№ タイトル 出版社 作者(文章) 作者(絵) 備考

た 1 たまごのあかちゃん 福音館書店 かんざわ としこ やぎゅう げんいちろう

た 2 たいようもつきも フランチェスコのうた 日本基督教団出版局 キャサリン・パターソン パメラ・ドルトン

た 4 だいじょうぶかなあ海や山 女子パウロ会 エレナ・パスカリ ティナ・マクノートン

た 5 だいじょうぶかなあ海や山 女子パウロ会 エレナ・パスカリ ティナ・マクノートン

た 6 たあくん 偕成社 間所 ひさこ 長谷川 知子

た 9 たろうのおでかけ 福音館書店 村山 桂子 堀内 誠一

た 10 ダンゴムシ アリス館 今森 光彦 今森 光彦 やあであえたね１

た 11 ダンゴムシ アリス館 今森 光彦 今森 光彦 やあであえたね１

た 14 だいちゃんのよろいかぶと 彩雛会 倉吉 哲司 法嶋 かよ

た 15 ダンプえんちょうやっつけた 童心社 ふるた たるひ たばた せいいち

た 16 ダンゴムシ 小峰書店 本間 正樹 菊池 東太 はじめての飼育と栽培３

た 18 たこやきかぞく 講談社 にしもと やすこ にしもと やすこ

た 19 たこのぼうやがついてきた 小峰書店 ダン・ヤッカリーノ ダン・ヤッカリーノ

た 23 だいすき、ママ！ 主婦の友社 マーガレット・ワイルド スティーブン・マイケル・キング

た 27 野の草ノート 文化出版局 いわさ ゆうこ いわさ ゆうこ

た 28 タンゲくん 福音館書店 片山 健 片山 健

た 29 だるまさんがころんだ 小峰書店 小沢 正 武井 武雄

た 31 たなばた 福音館書店 君島 久子 初山 滋

た 32 たこあそび 岩崎書店 新坂 和男 新坂 和男

た 33 だいじなとどけもの 福音館書店 E・H・ミナリックス モーリス・ゼンダック

た 34 たぬきのおつきみ 岩崎書店 内田 麟太郎 山本 孝

た 36 たかいたかい 徳間書店 ジェズ・オールラバ ジェズ・オールラバ

た 37 だるまだ！ 長崎出版 高畠 那生 高畠 那生

た 41 たべたのだあれ 文化出版局 五味 太郎 五味 太郎

た 43 たんぽぽ 学習研究社 かんきょうえほん プチセレクション１

た 45 だるまさんの ブロンズ新書 かがくい ひろし かがくい ひろし

た 47 だるまちゃんとかみなりちゃん 福音館書店 加古 里子 加古 里子

た 49 だいくとおにろく 福音館書店 松居 直 赤羽 末吉

た 50 たたかえ 恐竜トリケラトプス 旅立ち前夜の巻 小峰書店 黒川 みつひろ 黒川 みつひろ

た 52 タッキーはチアリーダー 文渓堂 H・レスター L・マンシンガー

た 54 たっちゃんのながぐつ こぐま社 わかやま けんじ わかやま けんじ

た 58 だめだめすいか ひさかたチャイルド 白土 あつこ 白土 あつこ

た 60 だんごむし フレーベル館 市村 昇 寺越 慶司 しぜん４

た 62 だんまりこおろぎ 偕成社 エリック・カール エリック・カール

た 64 タイヤがゴロゴロ 絵本館 いとう ひろし いとう ひろし

た 66 たろうのおでかけ 福音館書店 村山 桂子 堀内 誠一

た 70 たまごのなかにいるのはだあれ？ 福音館書店 ミア・ボサダ ミア・ボサダ

た 71 だいちゃんのよろいかぶと 彩雛会 倉吉 哲司 法嶋 かよ

た 72 だから！ねずみくんのチョッキ ポプラ社 なかえ よしを 上野 紀子 ねずみくんの絵本２５

た 73 だるまさんが ブロンズ新書 かがくい ひろし かがくい ひろし

た 74 だるまさんの ブロンズ新書 かがくい ひろし かがくい ひろし

た 75 だるまさんと ブロンズ新書 かがくい ひろし かがくい ひろし

た 76 だめよ、デイビッド！ 評論社 デイビッド・シャノン デイビッド・シャノン

た 78 だるまちゃん と とらのこちゃん 福音館書店 加古 里子 加古 里子

た 80 タカくんとじてんしゃのペダルくん PHP研究所 うちべ けい うちべ けい

た 81 だいじょうだよ、ゾウさん 文渓堂 ローレンス・ブルギニョン ヴァレリー・ダール

た 82 だるまちゃん と　やまんめちゃん 福音館書店 加古 里子 加古 里子

た 83 ダヤンの おいしいゆめ ほるぷ出版 池田 あきこ 池田 あきこ

た 84 ダヤンの おいしいゆめ ほるぷ出版 池田 あきこ 池田 あきこ

た 85 たなばたさま 金の星社 いもと ようこ いもと ようこ



た 86 たまたま たまご すずき出版 ちば みなこ ちば みなこ こどものくに ひまわり版

た 88 たまおくんは たまごにいちゃん すずき出版 あきやま ただし あきやま ただし こどものくに ひまわり版

た 89 ダンゴムシのゴロリンくん 岩波書店 カズコ・G・ストーン カズコ・G・ストーン くろさわ文庫

た 90 だって・・・ 国土社 石津 ちひろ 下谷 二助

た 91 たっくん ひろちゃんの ちょうちょうとっきゅう 偕成社 かこ さとし かこ さとし

た 92 だいこん だんめん　れんこん ざんねん 福音館書店 加古 里子 加古 里子

た 93 だるまちゃんとてんじんちゃん 福音館書店 加古 里子 加古 里子

た 94 だるまちゃんとにおうちゃん 福音館書店 加古 里子 加古 里子

た 96 たねが とぶ 福音館書店 甲斐 信枝 森田 竜義

た 97 たなばた ウキウキ ねがいごとの日！ 文渓堂 ますだ ゆうこ たちもと みちこ

た 98 だいじょうぶ だいじょうぶ 講談社 いとう ひろし いとう ひろし

た 99 だるまちゃんとかまどちゃん 福音館書店 加古 里子 加古 里子

た 100 だるまちゃんとてんぐちゃん 福音館書店 加古 里子 加古 里子

た 101 だるなちゃんとはやたちゃん 福音館書店 加古 里子 加古 里子

た 102 たこやき ようちえん　たのしい えんそく ポプラ社 さいとう　しのぶ さいとう　しのぶ

た 103 だるまちゃんとうさぎちゃん 福音館書店 加古 里子 加古 里子

た 104 だんごむし の おうち 福音館書店 澤口 たまみ たしろ ちさと

た 105 たいせつな あなたへ 講談社 サンドラ・ポワロ=シェリフ サンドラ・ポワロ=シェリフ

た 106 たなばたプールびらき 童心社 中川 ひろたか 村上 康成

た 107 たんじょうびおめでとう こぐま社 わかやま けん わかやま けん

た 108 たいせつなきみ3 きみはきみらしく いのちのことば社 マックス・ケルード セルジオ・マルティネス 訳 松波 史子

た 109 たいせつなきみ5 いちばんうれしい おくりもの いのちのことば社 マックス・ケルード セルジオ・マルティネス 訳 松波 史子

た 110 たいせつなきみ6 きみへのとくべつな おくりもの いのちのことば社 マックス・ケルード デイビッド・ウェンゼル 訳 松波 史子

た 111 タコやん 福音館書店 富安 陽子 南 伸坊

た 112 たぬきのひみつ 文渓堂 加藤 休ミ 加藤 休ミ

た 113 たりないときは フレーベル館 織田 道代 くわざわ ゆうこ ころころえほん

た 114 だんまりこおろぎ 偕成社 エリック・カール エリック・カール っれｄｓｚ

た 115 たねが とぶ 福音館書店 甲斐 信枝 森田 竜義

た 116 だれだか わかるかい？ーむしのかお 福音館書店 今森 光彦 今森 光彦

た 117 だいじょうぶ だいじょうぶ 講談社 いとう ひろし いとう ひろし

た 118 たなばたのねがいごと 世界文化社 村中 李衣 えがしら みちこ

た 119 たからものをくれたおばけ すずき出版 唯野 元弘 ゴトウ ノリユキ

ち 1 ちいさなき 学習研究社 八百板 洋子 ルーク・クープマン

ち 2 ちいさなき 福音館書店 かんざわ としこ 高森 登志夫

ち 5 ちょうちょのしろちゃん 童心社 高家 博成 仲川 道子

ち 8 ちいさなうさこちゃん 福音館書店 ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ

ち 9 ちょうちょう ひらひら こぐま社 まど みちお にしやま かやこ

ち 10 ちか１００かいだてのいえ 偕成社 いわい としお いわい としお

ち 13 ちいさいモモちゃんえほん モモちゃんのおくりもの 講談社 松谷 みよ子 武田 美穂

ち 14 ちいさいモモちゃんえほん ルウのおうち 講談社 松谷 みよ子 武田 美穂

ち 15 ちいちゃんとかわあそび ほるぷ出版 しみず みちを しみず みちを

ち 16 ちいちゃんとかくれんぼ ほるぷ出版 しみず みちを しみず みちを

ち 17 ちょうちょのしろちゃん 童心社 高家 博成 仲川 道子

ち 26 ちゃっくりがきぃふ 福音館書店 桂 文我 梶山 俊夫 らくご絵本

ち 28 チャーリーのどうぶつえん 講談社 マーカス・フィスター マーカス・フィスター

ち 29 地球はえらい 福音館書店 香原 知志 松岡 達英

ち 30 チリンのすず フレーベル館 やなせ たかし やなせ たかし

ち 31 ちいさいみちこちゃん 福音館書店 なかがわ りえこ やまかわ ゆりこ

ち 36 チョロくんはどきどき１ねんせい PHP研究所 磯 みゆき 磯 みゆき

ち 39 ちいさなもみのき 福音館書店 マーガレット・ワイズ・ブラウン バーバラ・クーニー

ち 40 ちからたろう ポプラ社 いまえ よしとも たしま せいぞう



ち 43 ちいちゃんとかわあそび ほるぷ出版 しみず みちを しみず みちを

ち 44 ちいちゃんのさんぽ ほるぷ出版 しみず みちを しみず みちを

ち 45 ちいちゃんときのぼり ほるぷ出版 しみず みちを しみず みちを

ち 46 ちいちゃんとこどもぶんこ ほるぷ出版 しみず みちを しみず みちを

ち 47 ちいちゃんとじゅうごや ほるぷ出版 しみず みちを しみず みちを

ち 48 ちいちゃんとおみこし ほるぷ出版 しみず みちを しみず みちを

ち 49 ちいちゃんとゆきだるま ほるぷ出版 しみず みちを しみず みちを

ち 50 ちいちゃんのたんじょうび ほるぷ出版 しみず みちを しみず みちを

ち 51 ちいちゃんとまめまき ほるぷ出版 しみず みちを しみず みちを

ち 52 ようちょう ひらひら こぐま社 まど みちお にしやま かやこ

ち 53 ちいさなおおさま 偕成社 三浦 太郎 三浦 太郎

ち 54 ちびゴリラのちびちび ほるぷ出版 ルース・ボーンスタイン ルース・ボーンスタイン

ち 57 ちょっとだけ 福音館書店 瀧村 有子 鈴木 永子

ち 58 ちびうさくん おじいちゃんおばあちゃんのいえにいく PHP研究所 マリー・フランス・フルーリー ファビエンヌ・ボワナール

ち 59 ちいさいきかんしゃ 福音館書店 ロイス・レンスキー ロイス・レンスキー

ち 62 ちょろりんととっけー 福音館書店 降矢 なな 降矢 なな

ち 63 ちびくろ・さんぼ 瑞雲舎 ヘレン・バンナーマン フランク・ドビアス

ち 64 注文の多い料理店 偕成社 宮澤 賢治 しまだ むつこ

ち 66 ちいさな ワオキツネザルのおはなし 徳間書店 オフィーリア・レッドパス オフィーリア・レッドパス

ち 67 チャレンジ ミッケ！① おもちゃばこ 小学館 ウォルター・ウィック ウォルター・ウィック

ち 69 ちいさな てんしの おくりもの ドン・ボスコ社 アリアン・マギー ピーター・レイノルズ

ち 70 ちいさい おうち 岩波書店 バージニア・リー・バートン バージニア・リー・バートン

ち 71 ちがうねん クレヨンハウス ジョン・クラッセン ジョン・クラッセン

ち 72 ちいさな たまねごさん 金の星社 せな けいこ せな けいこ

ち 73 ちょっとだけ まいご BL出版 クリス・ホートン クリス・ホートン

ち 74 チョウのふゆごし 福音館書店 井上 大成 松山 円香 かがくのとも１月号

ち 75 ちいさいモモちゃん ３　あめこんこん 講談社 松任 みよ子 中谷 千代子

ち 76 ちょっとだけ 福音館書店 瀧村 有子 鈴木 永子

ち 77 チャレンジ ミッケ！⑩ まほうと ふしぎの くに 小学館 ウォルター・ウィック ウォルター・ウィック 訳 糸井重里

ち 78 ちいさい イエスの おたんじょうび サン・パウロ くらとみ ちずこ やの しげこ

ち 79 ちびっこといっしょ クリスマス 女子パウロ会 ロイス・ロック カイ・ウィッドソン

つ 2 つきとあそぼう 至光社 谷内 こうた 内藤 初穂

つ 3 つきのオペラ 至光社 ジャック・フレベール ジャクリーヌ・デュエム

つ 4 つみきつんで もっとつんで 徳間書店 土屋 富士夫 土屋 富士夫

つ 5 つながってる！「いのちのまつり」 サンマーク出版 草場 一壽 平安座 資尚

つ 7 つきのよるに 岩崎書店 いもと ようこ いもと ようこ

つ 8 つるにょうぼう 福音館書店 矢川 澄子 赤羽 末吉

つ 9 つきよのかいじゅう 佼成出版 長 新太 長 新太

つ 10 つくる 復刊ドットコム 谷川 俊太郎 福田 岩緒

つ 11 つちたち 学習研究社 ミロコマチコ ミロコマチコ

つ 13 つまんない つまんない 白泉社 ヨシタケ シンスケ ヨシタケ シンスケ

つ 14 つちづくり にわづくり 福音館書店 ケイト・メスナー クリストファー・サイラス・ニール

つ 15 つなみと ゴンと コン 女子パウロ会 帚木 蓬生 小泉 るみ子

つ 16 つみきで とんとん 金の星社 竹下 文子 鈴木 まもる

つ 17 つくってあそぼう くつしたにんぎょうげき 福音館書店 林 由未 林 由未 かがくのとも１２月号

て 2 てんとうむしのてんてんちゃん 童心社 高家 博成 仲川 道子

て 3 てのひらおんどけい 福音館書店 浜口 哲一 杉田 比呂美

て 4 でこちゃんとらすたくん PHP研究所 つちだ のぶこ つちだ のぶこ

て 5 てんさらばさら てんさらばさら 福音館書店 わたり むつこ ましま せつこ

て 7 てぶくろ 福音館書店 エウゲーニー・M・ラチョフ エウゲーニー・M・ラチョフ

て 9 ティガー＝ムービー プーさんの贈りもの 講談社



て 12 でっかいあかいバスがきた 評論社 ジュディ・ヒンドレイ ウィリアム・ベネディクト

て 13 でこちゃん PHP研究所 つちだ のぶこ つちだ のぶこ

て 14 であえてほんとうによかった ポプラ社 宮西 達也 宮西 達也

て 18 でんしゃえほん ビリケン出版 井上 洋介 井上 洋介

て 21 でんわでおはなし 絵本館 五味 太郎 五味 太郎

て 24 てんてんてん 福音館書店 わかやま しずこ わかやま しずこ ０・１・２えほん

て 26 でもすきだよ、おばあちゃん 講談社 スー・ローソン キャロライン・マーガル

て 27 でんしゃでいこう でんしゃでかえろう ひさかたチャイルド 間瀬 なおかた 間瀬 なおかた

て 28 でんしゃはうたう 福音館書店 三宮 麻由子 みねお みつ

て 29 てじな 福音館書店 土屋 富士夫 土屋 富士夫

て 30 てんしとこひつじ 女子パウロ会 ソフィー・パイパー クリスティーナ・ステファンソン

て 32 てるてるぼうずとふりふりぼうず すずき出版 せな けいこ せな けいこ こどものくに チューリップ版

て 33 てんてんむし 童心社 あべ 弘士 あべ 弘士

て 34 てじな 福音館書店 土屋 富士夫 土屋 富士夫

て 35 でんしゃがはしる 福音館書店 山本 忠敬 山本 忠敬

て 36 でんしゃがきました 童心社 三浦 太郎 三浦 太郎

て 38 てづか おさむ　「マンガの神様」といわれた 漫画家 チャイルド本社 山本 省三 水野 ぷりん 絵本版 新こども伝記ものがたり８

て 39 てじな 福音館書店 土屋 富士夫 土屋 富士夫 えほんのいりぐち１１

て 40 天女銭湯 ブロンズ新社 ぺク ヒナ ぺク ヒナ 訳 長谷川 義史

て 41 テツコ・プー ふうせんになった おんなのこ 偕成社 児島 なおみ 児島 なおみ

て 42 でんせつのじゃんけんバトル 河出書房新社 ドリュー・デイウォルト アダム・レックス 訳　中川ひろたか

て 43 てがみをかこうとおもったら すずき出版 戸田 和代 齋藤 木綿子 こどものくに　９月号

て 44 てんしき すずき出版 唯野 元弘 中沢 正人 こどものくに　１２月号

て 45 てじな 福音館書店 土屋 富士夫 土屋 富士夫

と 2 どうぶつ 学習研究社 スーパーワイドずかん

と 3 ともだちになった フランシスコとオオカミ 女子パウロ会 ロベルタ・グラッツァーニ パトリツィア・コンテ

と 4 ともだちや 偕成社 内田 麟太郎 降矢 なな

と 5 ともだち ひきとりや 偕成社 内田 麟太郎 降矢 なな

と 6 あしたも ともだち 偕成社 内田 麟太郎 降矢 なな

と 7 ともだち くるかな 偕成社 内田 麟太郎 降矢 なな

と 8 ともだち くるかな 偕成社 内田 麟太郎 降矢 なな

と 9 どんぐまさんとおたんじょうび 至光社 倉冨 千鶴子 柿本 幸造

と 10 どんぐまさんぶるぶる 至光社 倉冨 千鶴子 柿本 幸造

と 11 どんぐまさんにふゆがくる 至光社 倉冨 千鶴子 柿本 幸造

と 12 どんぐまさんはゆうびんやさん 至光社 倉冨 千鶴子 柿本 幸造

と 13 どんぐまさんのかわのたび 至光社 倉冨 千鶴子 柿本 幸造 用途廃止R3.1.20

と 14 とまとのひみつ 福音館書店 山口 進 山口 進

と 15 ともだちや 偕成社 内田 麟太郎 降矢 なな

と 17 とべバッタ 偕成社 田島 征三 田島 征三

と 18 ともだち ひきとりや 偕成社 内田 麟太郎 降矢 なな

と 19 どんはどんどん・・・・・・ ひかりのくに 織田 道代 いもと ようこ

と 20 どろんこ こぶた 文化出版局 アーノルド・ローベル アーノルド・ローベル

と 21 ともだち おまじない 偕成社 内田 麟太郎 降矢 なな

と 23 どんぐまさんのぱん 至光社 倉冨 千鶴子 柿本 幸造

と 28 とべとべあひるの３きょうだい PHP研究所 うすい かなこ うすい かなこ

と 29 とべ かぶとむし 福音館書店 徳田 之久 徳田 之久

と 30 どろんこ こぶた 文化出版局 アーノルド・ローベル アーノルド・ローベル

と 33 どんどこももんちゃん 童心社 とよた かずひこ とよた かずひこ ももんちゃんあそぼう

と 35 とべバッタ 偕成社 田島 征三 田島 征三

と 38 とらねこたっちととらのこぴっぴ PHP研究所 ふじしま あおとし ふじしま あおとし

と 39 どんなにきみがすきだかあててごらん 評論社 サム・マグブラットニィ アニタ・ジェラーム



と 40 ドラキュラーだぞ 小峰書店 せな けいこ せな けいこ

と 41 とっきゅうでいこう（JR編） 偕成社 斉藤 洋

と 43 トイレにいっていいですか あかね書房 寺村 輝夫 和歌山 静子

と 44 どんどんキップ すずき出版 ミノオカ リョウスケ ミノオカ リョウスケ

と 46 みんなうんち 福音館書店 五味 太郎 五味 太郎

と 47 ざりがに 福音館書店 吉崎 正巳 須甲 鉄也

と 50 どんぐりのき PHP研究所 亀岡 亜希子 亀岡 亜希子

と 51 どろんこ こぶた パロル舎 アラン・メッツ アラン・メッツ

と 52 どうぶつ ぴったんことば くもん出版 林 木林 西村 敏雄

と 53 どんなかんじかなあ 自由国民社 中山 千夏 和田 誠

と 55 ともだち 玉川大学出版 谷川 俊太郎 和田 誠

と 56 ともだち ひきとりや 偕成社 内田 麟太郎 降矢 なな

と 57 ともだち ごっこ 偕成社 内田 麟太郎 降矢 なな

と 60 どろだんご 福音館書店 たなか よしゆき のさか ゆうさく

と 61 どろんこももんちゃん 童心社 とよた かずひこ とよた かずひこ ももんちゃんあそぼう

と 62 、 用途廃止R1.5.7

と 63 トイレいけるかな ひさかたチャイルド わらべ きみか わらべ きみか

と 64 どうやってねるのかな 福音館書店 やぶうち まさゆき やぶうち まさゆき

と 67 どこへいってた？ 童話館出版 マーガレット・ワイズ・ブラウン バーバラ・クーニー

と 73 とんことり 福音館書店 筒井 頼子 林 明子

と 74 とりかえっこする 福音館書店 いぬい とみこ 大友 康夫

と 75 どろんこおそうじ 福音館書店 さとう わきこ さとう わきこ ばばばあちゃんのえほん

と 76 ドアがあいて ほるぷ出版 エルンスト・ヤンドゥル ノルマン・ユンゲ

と 77 どうするどうするあなのなか 福音館書店 木村 裕一 高畠 純

と 78 とりかえっこ ポプラ社 さとう わきこ 二俣 英五郎

と 80 とびっきりのパーティー 新学社 斉藤 洋

と 83 ともだちいっぱい ひかりのくに 新沢 としひこ 大島 妙子

と 84 動物 小鳥のかいかた そだてかた 岩崎書店 成島 悦雄 滝波 明生

と 85 とくべつないちにち 講談社 イヴォンヌ・ヤハテンベルフ イヴォンヌ・ヤハテンベルフ

と 87 とべないほたる ハート出版 小沢 昭巳 吉田 むねふみ えほんとべないほたる１

と 88 どんなかんじかなあ 自由国民社 中山 千夏 和田 誠

と 93 父さんの小さかったとき 福音館書店 塩野 米松 松岡 達英

と 94 トリフのクリスマス くもん出版 アンナ・カリー アンナ・カリー

と 96 ともだち おまじない 偕成社 内田 麟太郎 降矢 なな

と 97 どうぞのいす ひさかたチャイルド 香山 美子 柿本 幸造

と 99 どうぶつの目 アリス館 わしお としこ 武市 加代

と 100 どんぐりノート 文化出版局 いわさ ゆうこ 大瀧 玲子

と 101 どうしちゃったの？ねずみくん ポプラ社 なかえ よしを 上野 紀子 ねずみくんの絵本２７

と 102 どろんこおそうじ 福音館書店 さとう わきこ さとう わきこ ばばばあちゃんのえほん

と 103 となりのせきのますだくん ポプラ社 武田 美穂 武田 美穂

と 104 ともだち 玉川大学出版 谷川 俊太郎 和田 誠

と 110 トラさん、あばれる 光村教育図書 ピーター・ブラウン ピーター・ブラウン

と 111 ともだちのたまご 童心社 さえぐさ ひろこ 石井 勉

と 114 とべ！ちいさいプロペラき 福音館書店 小風 さち 山本 忠敬

と 115 どうぶつえんガイド 福音館書店 あべ 弘士 あべ 弘士

と 116 どうぶつ しんちょうそくてい アリス館 聞かせ屋。 けいたろう 高畠 純

と 117 ともだちになった フランシスコとオオカミ 女子パウロ会 ロベルタ・クラッツァーニ パトリツッア・コンテ くろさわ文庫

と 118 とんでもない アリス館 鈴木 のりたけ 鈴木 のりたけ くろさわ文庫

と 119 トッチくんの カレーようび ポプラ社 まどころ ひさこ やまもと まつこ

と 120 どうする ジョージ！ BL出版 クリス・ホートン クリス・ホートン

と 121 どうぶつびょういん おおいそがし 岩崎書店 シャロン・レンタ シャロン・レンタ



と 122 とこちゃんはどこ 福音館書店 松岡 享子 加古 里子 絵本フェスティバル

と 123 どうぶつえんガイド 福音館書店 あべ 弘士 あべ 弘士

と 124 ドレミファどうぶつコンサート 文研出版 二宮 由紀子 みやざき ひろかず

と 125 どろぼうがっこう ぜんいんだつごく 偕成社 加古 里子 加古 里子

と 126 どろぼうがっこう ぜんいんだつごく 偕成社 加古 里子 加古 里子

と 127 どろぼうがっこう だいうんどうかい 偕成社 加古 里子 加古 里子

と 129 どうぞのいす ひさかたチャイルド 香山 美子 柿本 幸造

と 130 とけいのえほん 戸田デザイン研究所 とだ こうしろう とだ こうしろう

と 131 どしゃぶり 講談社 おーなり 由子 はた こうしろう

と 132 トマトさん 福音館書店 田中 清代 田中 清代

と 133 どんぐりむらの ぼうしやさん 学習研究社 なかや みわ なかや みわ

と 134 どんぐりむらの どんぐりえん 学習研究社 なかや みわ なかや みわ 用途廃止R1.5.7

と 135 どんどこ どん こどものとも 和歌山 静子 和歌山 静子 えほんのいりぐち１０

と 136 動物 学習研究社 学研の図鑑 LIVE

と 137 動物のクイズ図鑑 学習研究社 ニューワイド 学研の図鑑

と 139 どしゃぶり 講談社 おーなり 由子 はた こうしろう

と 140 どうぶつ ジャム フレーベル館 村上 しいこ おくはら ゆめ ころころえほん９

と 141 とりになった きょうりゅうのはなし 改訂版 福音館書店 大島 英太郎 大島 英太郎

と 142 どきどき よぼうちゅうしゃ あかね書房 小林 まさこ おかべ りか

と 143 ともだち しょうかい しょうかい ブロンズ新社 tupera tupera tupera tupera 亀山 達矢　中川 敦子

と 144 トラのじゅうたんに なりたかった トラ 岩崎書店 ジェラルド・ローズ ジェラルド・ローズ 訳 ふしみ みさを

と 145 ドアを あけたら 東京書店 しまだ ともみ しまだ ともみ

と 146 としょかんライオン 岩崎書店 ミシェル・ヌードセン ケビン・ホークス

と 147 といれでちっち ひかりのくに さこ ももみ たかてら かよ ゆっくとすっくの絵本シリーズ

と 148 とべ かぶとむし 福音館書店 得田 之久 得田 之久

と 149 とりになった きょうりゅうのはなし 改訂版 福音館書店 大島 英太郎 大島 英太郎

と 150 どうぶつたちのおひっこし～どうやってはこぶのかな？～ 福音館書店 平山 暉彦 平山 暉彦



№ タイトル 出版社 作者(文章) 作者(絵) 備考

な 1 なぞなぞなーに あきのまき 福音館書店 いまき みち いまき みち

な 2 なぞなぞなーに なつのまき 福音館書店 いまき みち いまき みち

な 3 なぞなぞなーに はるのまき 福音館書店 いまき みち いまき みち

な 4 なぞなぞなーに ふゆのまき 福音館書店 いまき みち いまき みち

な 5 なきむしライオンのクリスマス サンパウロ 矢崎 節夫 倉石 琢也

な 6 なむチンカラトラヤーヤ ほるぷ出版 多田 ちとせ 太田 大八

な 7 なぞなぞえほん１のまき 福音館書店 中川 李枝子 山脇 百合子

な 10 なぞなぞえほん2のまき 福音館書店 中川 李枝子 山脇 百合子

な 11 なぞなぞえほん１のまき 福音館書店 中川 李枝子 山脇 百合子

な 12 なぞなぞえほん１のまき 福音館書店 中川 李枝子 山脇 百合子

な 15 ながいながーい くもん出版 かつらこ かつらこ

な 16 ７月のなぜあぜ チャイルド

な 17 ないた 金の星社 中川 ひろたか 長 新太

な 18 ないしょにしといて PHP研究所 まどころ ひさこ たざわ りえこ

な 19 ないしょにしといて PHP研究所 まどころ ひさこ たざわ りえこ

な 20 なかよしこぐま かけっこするのだいきらい ポプラ社 おの りえん はた こうしろう

な 23 なつのおとずれ PHP研究所 かがくい ひろし かがくい ひろし

な 26 なく虫ずかん 福音館書店 篠原 榮太 松岡 達英

な 28 なんじゃもんじゃははかせのおべんとう 福音館書店 長 新太 長 新太

な 29 ナミチカのきのこがり 童心社 降矢 なな 降矢 なな

な 30 ないた 金の星社 中川 ひろたか 長 新太

な 32 泣いた赤おに 偕成社 浜田 廣介 梶尾 俊夫

な 33 なきむし ようちえん 童心社 長崎 源之助 西村 繁男

な 34 中をそうぞうしてみよ 福音館書店 佐藤 雅彦 ユーフラテス

な 35 なつのおうさま かぶとむし チャイルド サンチャイルド ビックサイエンス１７/７

な 36 なぞなぞ アンデルセン 偕成社 石津 ちひろ 南塚 直子

な 37 なきむし ようちえん 童心社 長崎 源之助 西村 繁男

な 38 なつの おとずれ PHP研究所 かがくい ひろし かがくい ひろし えほんのいりぐち７

な 39 なりたいもの だらけ すずき出版 ジェリー・スピネッリ ジミー・リャオ 訳 ふしみ みさを

な 40 なわとびしましょ 復刻ドットコム 長谷川 義史 長谷川 義史

な 41 ないしょのオリンピック ほるぷ出版 もとした いづみ やまぐち かおり

な 42 なぜなぜクイズ絵本 はる 4月のなぜなぜ チャイルド本社 大木 邦彦 せべ まさゆき 間瀬 なおかた

な 43 なぜなぜクイズ絵本 はる 5月のなぜなぜ チャイルド本社 大木 邦彦 吉見 礼司

な 44 なぜなぜクイズ絵本 なつ 6月のなぜなぜ チャイルド本社 大木 邦彦 せべ まさゆき 間瀬 なおかた

な 45 なまえのないねこ 小峰書店 竹下 文子 町田 尚子

な 46 なぜなぜクイズ絵本 なつ 7月のなぜなぜ チャイルド本社 大木 邦彦 せべ まさゆき 間瀬 なおかた

な 47 なつのキリンピック すずき出版 ねじめ 正一 北村 裕花 こどものくに　ひまわり版　7月号

な 48 なぜなぜクイズ絵本 なつ 8月のなぜなぜ チャイルド本社 大木 邦彦 せべ まさゆき 間瀬 なおかた

な 49 なぜなぜクイズ絵本 あき 9月のなぜなぜ チャイルド本社 大木 邦彦 せべ まさゆき 間瀬 なおかた

な 50 なぜなぜクイズ絵本 あき 10月のなぜなぜ チャイルド本社 大木 邦彦 石崎 美和子 せべ まさゆき 間瀬 なおかた

な 51 なぜなぜクイズ絵本 あき 11月のなぜなぜ チャイルド本社 大木 邦彦 石崎 美和子 吉見 礼司 間瀬 なおかた

な 52 なぜなぜクイズ絵本 ふゆ 12月のなぜなぜ チャイルド本社 大木 邦彦 石崎 美和子 せべ まさゆき 間瀬 なおかた

な 53 中をそうぞうしてみよ 福音館書店 佐藤 雅彦

な 54 なにかがいる 福音館書店 佐藤 雅彦

な 55 ななくさつんで　ーななくさがゆをつくろうー 福音館書店 かわしま ようこ 辻川 奈美 かがくのとも

な 56 なぜなぜクイズ絵本 ふゆ 1月のなぜなぜ チャイルド本社 大木 邦彦 石崎 美和子 吉見 礼司 間瀬 なおかた

な 57 なぜなぜクイズ絵本 ふゆ 2月のなぜなぜ チャイルド本社 大木 邦彦 石崎 美和子 吉見 礼司 間瀬 なおかた

な 58 なぜなぜクイズ絵本 はる 3月のなぜなぜ チャイルド本社 大木 邦彦 石崎 美和子 吉見 礼司 間瀬 なおかた



な 59 なぜなぜクイズずかん 4月 チャイルド本社 大木 邦彦 小堀文彦 5月新刊

な 60 なぜなぜクイズずかん ５月 チャイルド本社 大木 邦彦 小堀文彦 ５月新刊

に 1 にほんごだいすき！ チャイルド ことばの絵本１

に 5 にじいろのさかな 講談社 マーカス・フィスター マーカス・フィスター

に 6 にょろへびやのへびんくん 岩崎書店 すどう あさえ にしむら あつこ

に 7 にこちゃんのママのて 教育画劇 あきやま ただし あきやま ただし

に 11 にわのともだち 偕成社 おおの やよい おおの やよい

に 12 にほんむかしむかし２ せんにんのおしえ 学習研究社 望月 新三郎 清水 耕蔵

に 13 にほんむかしむかし３ ねずみのすもう 学習研究社 渡辺 節子 山本 省三

に 14 にほんむかしむかし４ うらしまたろう 学習研究社 渋谷 勲 高田 勲

に 15 にんじん 福音館書店 せな けいこ せな けいこ

に 16 二ひきのこぐま こぐま社 イーラ イーラ

に 17 にらめっこ！ フレーベル館 木曽 秀夫 木曽 秀夫

に 18 にんじゃじゃ！ 文溪堂 岡本 よしろう 岡本 よしろう

ぬ 1 ぬくぬく 福音館書店 天野 祐吉 梶山 俊夫

ね 1 ねずみのすもう 世界文化社 小澤 俊夫 二俣 英五郎 ワンダー民話館

ね 2 ねずみのよめいり チャイルド 鈴木 悦夫 二俣 英五郎

ね 3 ねずみくんのチョッキ ポプラ社 なかえ よしを 上野 紀子

ね 4 ねずみくんのひみつ ポプラ社 なかえ よしを 上野 紀子

ね 5 ねずみのすもう ほるぷ出版 樋口 淳 二俣 英五郎

ね 6 猫山 岩崎書店 斎藤 隆介 滝平 二郎

ね 8 ねこのかあさんのあさごはん 小学館 どい かや どい かや

ね 10 ねんね アリス館 さえぐさ ひろこ

ね 11 ねずみくんとゆきだるま ポプラ社 なかえ よしを 上野 紀子

ね 12 ねむたいくまさん PHP研究所 武鹿 悦子 宮本 忠夫

ね 13 ねぎぼうずのあさたろう その６ 福音館書店 飯野 和好 飯野 和好

ね 14 ねぎぼうずのあさたろう その7 福音館書店 飯野 和好 飯野 和好 さんぞくまつぼっくりのもんえもんのなみだ

ね 15 ねえねえ すずき出版 内田 麟太郎 長谷川 義史

ね 16 ねずみきょうだいのだいかくれんぼたいかい 教育画劇 まつもと しゅんすけ まつもと しゅんすけ

ね 17 ねぎぼうずのあさたろう その８ 福音館書店 飯野 和好 飯野 和好 にんにくにきちはしる！

ね 18 ねむいねむいねずみはおなかがすいた PHP研究所 ささき まき ささき まき

ね 19 ねむいねむいねずみとねきむしぼうや PHP研究所 ささき まき ささき まき

ね 20 ねむいねむいねずみとおばけたち PHP研究所 ささき まき ささき まき

ね 22 ねこざかな フレーベル館 わたなべ ゆういち わたなべ ゆういち

ね 23 ねぎぼうずのあさたろう その３ 福音館書店 飯野 和好 飯野 和好

ね 24 ねぎぼうずのあさたろう その２ 福音館書店 飯野 和好 飯野 和好

ね 25 ねぎぼうずのあさたろう その１ 福音館書店 飯野 和好 飯野 和好

ね 26 ねぎぼうずのあさたろう その５ 福音館書店 飯野 和好 飯野 和好

ね 27 ねぎぼうずのあさたろう その４ 福音館書店 飯野 和好 飯野 和好

ね 28 ねえどっちがすき 福音館書店 安江 リエ 降矢 奈々

ね 29 ねことらくん 福音館書店 なかがわ りえこ やまわき ゆりこ

ね 30 ねずみさんのながいぱん こぐま社 多田 ヒロシ 多田 ヒロシ

ね 31 ねずみくんのきもち ポプラ社 なかえ よしを 上野 紀子

ね 33 ねこのピート だいすきなしろいくつ ひさかたチャイルド エリック・リトウィン ジェームス・ディーン

ね 34 ネコがすきな船長のおはなし 徳間書店 インガ・ムーア インガ・ムーア

ね 35 眠れる森の美女 角川書店

ね 36 ねすごした サンタクロース 小学館 垣内 磯子 宇野 亜喜良

ね 37 ぬこのピート だいすきな よつばのボタン ひさかたチャイルド エリック・リトウィン ジェームス・ディーン

ね 38 ねむりひめ 福音館書店 せた ていじ フェリクス・ホフマン

ね 39 ねこ どけい 福音館書店 きしだ えりこ やまわき ゆきこ

ね 40 ねずみが ぱくっ！ 白泉社 西村 敏雄 西村 敏雄 くろさわ文庫



ね 41 ねえ だっこして 金の星社 竹下 文子 田中 清代

ね 42 ねずみちゃん と りすちゃん　おしゃべりの まき 学習研究社 どいかや どいかや おはなしプーカ１０

ね 43 ねこ ねこ こねこ 偕成社 ブルノー=ホルスト=ブル ヤーヌス=グラビアンスキー 訳 まえかわ やすお

ね 44 ねこのピート だいすきなおやすみえほん ひさかたチャイルド キンバリー&ジェームス・デーン キンバリー&ジェームス・デーン 訳 大友 剛・長谷川 義史

ね 45 ねこのピート はじめてのがっこう ひさかたチャイルド キンバリー&ジェームス・デーン キンバリー&ジェームス・デーン 訳 大友 剛・長谷川 義史

ね 46 ねこの はなびや フレーベル館 渡部 有一 渡部 有一

ね 47 ねことねずみ 金の星社 いもと ようこ いもと ようこ

ね 48 ねずみくんのチョッキ ポプラ社 なかえ よしを 上野 紀子

ね 49 ねことコップ すずき出版 高橋 徹 高橋 徹 こどものくに　ひまわり版　6月号

ね 50 ねこのピート クリスマスをとどけよう ひさかたチャイルド エリック・リトウィン ジェームス・ディーン 訳 大友 剛

ね 51 ねこはるすばん ほるぷ出版 町田 尚子 町田 尚子

の 3 野の花えほん 春と夏の花 あすなろ出版 前田 まゆみ 前田 まゆみ

の 5 のせてのせて 童心社 松谷 みよ子 東光寺 啓

の 9 ノンタンあそぼうよ７ ノンタン！サンタクロースだよ 偕成社 キヨノ サチコ キヨノ サチコ

の 11 ノアのはこぶね 女子パウロ会 いもと ようこ いもと ようこ

の 12 ノアのはこ船 評論社 松川 真弓 ピーター・スピアー

の 14 ノンタンあそぼうよ２ ノンタンおやすみなさい 偕成社 キヨノ サチコ キヨノ サチコ

の 15 のぼさんの クリスマスツリー 女子パウロ会 倉冨 千鶴子 いしなべ ふさこ

の 16 ノラネコぐんだん パンこうじょう 白泉社 工藤 ノリコ 工藤 ノリコ

の 17 ノラネコぐんだん きしゃぽっぽ 白泉社 工藤 ノリコ 工藤 ノリコ

の 18 のせて のせて 100かいだてのバス ポプラ社 マイク・スミス マイク・スミス

の 19 ノラネコぐんだん おすしやさん 白泉社 工藤 ノリコ 工藤 ノリコ

の 20 ノラネコぐんだん パンこうじょう 白泉社 工藤 ノリコ 工藤 ノリコ

の 21 ノラネコぐんだん アイスのくに 白泉社 工藤 ノリコ 工藤 ノリコ

の 22 ノラネコぐんだん そらをとぶ 白泉社 工藤 ノリコ 工藤 ノリコ

の 23 ノラネコぐんだん おばけのやま 白泉社 工藤 ノリコ 工藤 ノリコ

の 24 ノラネコぐんだん カレーライス 白泉社 工藤 ノリコ 工藤 ノリコ

の 25 のりものいっぱい どこにいくの？ ひさかたチャイルド 間瀬なおかた 間瀬なおかた

の 26 ノラネコぐんだん おすしやさん 白泉社 工藤 ノリコ 工藤 ノリコ



№ タイトル 出版社 作者(文章) 作者(絵) 備考

は 1 歯いしゃのチュー先生 評論社 ウィリアム・スタイグ ウィリアム・スタイグ

は 2 はけたよはけたよ 偕成社 かんざわ としこ にしまき かやこ

は 3 はんぶんあげてね 日本基督教団出版局 きのした あつこ きのした あつこ

は 7 はりねずみのピックル 女子パウロ会 山崎 陽子 いもと ようこ

は 8 はなのかみかざり 岩崎書店 いもと ようこ いもと ようこ

は 11 はじめてのおるすばん 岩崎書店 しみず みちを 山本 まつ子

は 12 ハッピーハッピークリスマス サンパウロ 丸山 明子 丸山 明子

は 13 はいいろのひつじ 中央出版 かながわ さちこ なかむら ゆき

は 16 パンドラのはこ チャイルド 岡 信子 福原 ゆきお チャイルド絵本館 世界の名作２

は 17 はれのひのおはなし 小峰書店 かこ さとし かこ さとし

は 18 はじめてのキャンプ 福音館書店 林 明子 林 明子

は 19 ハリーのだいかつやく ペンギン社 ジーン・ジオン マーガレット・ブロイ・グレアム

は 20 ばったのぴょんこちゃん 童心社 高家 博成 仲川 道子

は 21 はじめての のりものずかん 文渓堂 みやもと つよし

は 22 はらぺこあおむし 偕成社 エリック・カール エリック・カール

は 23 ばべるのとう 至光社 佐久間 彪一 かすや 昌宏

は 25 はじめはりんごのみがいっこ ポプラ社 いとう ひろし いとう ひろし

は 28 葉っぱのフレディ―いのちの旅― 童話屋 レオ・バスカーリア レオ・バスカーリア

は 31 はいはいのんのんどっちゃんこ 小峰書店 かこ さとし かこ さとし

は 35 ばく・くくく 絵本館 五味 太郎 五味 太郎 用途廃止Ｈ29.11.6

は 36 パオちゃんのことばえほん PHP研究所 かながわ みちこ かながわ みちこ

は 39 はじめてのキャンプ 福音館書店 林 明子 林 明子

は 41 はやいぞブンブン 童心社 こもり まこと こもり まこと

は 42 ばったのぴょんこちゃん 童心社 高家 博成 仲川 道子

は 43 ばばばあちゃんのおはなし そりあそび 福音館書店 さとう きわこ さとう きわこ

は 44 ばばばあちゃんのおはなし たいへんなひるね 福音館書店 さとう きわこ さとう きわこ

は 45 ばばばあちゃんのおはなし あめふり 福音館書店 さとう きわこ さとう きわこ

は 46 ばばばあちゃんのおはなし すいかのたね 福音館書店 さとう きわこ さとう きわこ

は 47 ばばばあちゃんのおはなし いそがしいよる 福音館書店 さとう きわこ さとう きわこ

は 48 ばばばあちゃんのおはなし そりあそび 福音館書店 さとう きわこ さとう きわこ

は 49 はじめてのおつかい 福音館書店 筒井 頼子 林 明子

は 52 はつゆき 岩崎書店 西片 拓史 西片 拓史

は 53 バスにのって 偕成社 荒井 良二 荒井 良二

は 54 パンダくんのおにぎり PHP研究所 いしかわ こうじ いしかわ こうじ

は 55 はじめてのようちえん 新風舎 ジェラルド・スチール オオサワ チカ

は 56 パトカーぱとくん 福音館書店 渡辺 茂男 山本 忠敬

は 57 ハハハのがくたい 福音館書店 たかはし ゆうじ やぎゅう げんいちろう

は 59 はやくねてよ 岩崎書店 あきやま ただし あきやま ただし

は 61 はなさかじいさん チャイルド 鶴見 正夫 田木 宗太 みんなでよもう！１日本の昔話 用途廃止Ｈ29.11.6

は 64 はやくおおきくなりたい PHP研究所 こやま 峰子 やなせ たかし

は 65 花さき山 岩崎書店 斎藤 隆介 滝川 二郎

は 67 パパはウルトラセブン 学習研究社 みやにし たつや みやにし たつや

は 70 はなはしょうじき 新学社 斉藤 洋

は 71 はやくかぜなおってね あかね書房 寺村 輝夫 いもと ようこ

は 72 はだかのおうさま 世界文化社 岩川 進 柿本 幸造 ワンダー名作館４

は 73 パパはウルトラセブン ママだってウルトラセブン 学習研究社 みやにし たつや みやにし たつや

は 74 はっぱのおうち 福音館書店 征矢 清 林 明子

は 77 パンやのろくちゃん 小学館 長谷川 義史 長谷川 義史

は 79 はやいぞ！しんかんせん 小学館

は 80 ばけばけばけばけばけたくん 大日本図書 岩田 明子 岩田 明子



は 82 ババールのしんこんりょこう 評論社 ジャン・ド・ブリュノフ ジャン・ド・ブリュノフ

は 83 はるだ！！もんね 文渓堂 木曽 秀夫 木曽 秀夫

は 84 バイバイ！むしバイキン 中央出版 ドクター・レイコ イブ・タルレ

は 88 はらぺこあおむし 偕成社 エリック・カール エリック・カール

は 90 パンのかけらとちいさなあくま 福音館書店 内田 莉莎子 堀内 誠一

は 91 パパおやすみ 小学館 エルヴィン・モーザー エルヴィン・モーザー

は 92 パパ、お月さまとって！ 偕成社 エリック・カール エリック・カール

は 93 ハムスターのかいかた そだてかた 岩崎書店 成島 悦雄 滝波 明生

は 95 ハリーのセーター 福音館書店 ジーン・ジオン マーガレット・ブロイ・グレアム

は 96 パンダ銭湯 絵本館 tupera tupera tupera tupera

は 97 歯がぬけた PHP研究所 中川 ひろたか 大島 妙子

は 100 バムとケロのさむいあさ 文渓堂 島田 ゆか 島田 ゆか

は 101 バムとケロのにちようび 文渓堂 島田 ゆか 島田 ゆか

は 103 歯がぬけた PHP研究所 中川 ひろたか 大島 妙子

は 106 はみがき あわこちゃん すずき出版 ザ・キャビンカンパニー ザ・キャビンカンパニー こどものくに ひまわり版

は 107 パンツはながれる 福音館書店 林 正博 殿内 真帆

は 108 バムとケロのもりのこや 文渓堂 島田 ゆか 島田 ゆか

は 109 ハサミムシのおやこ ポプラ社 皆越 ようせい 皆越 ようせい

は 111 はじめてのめいさくえほん５ ねずみのすもう 岩崎書店 いもと ようこ いもと ようこ

は 112 はじめてのめいさくえほん６ さるかに 岩崎書店 いもと ようこ いもと ようこ

は 113 はじめてのめいさくえほん８ はなさかじいさん 岩崎書店 いもと ようこ いもと ようこ

は 114 はじめてのめいさくえほん９ ７ひきのこやぎ 岩崎書店 いもと ようこ いもと ようこ

は 115 はじめてのめいさくえほん１１ブレーメンのおんがくたい 岩崎書店 いもと ようこ いもと ようこ

は 116 はじめてのめいさくえほん１２ はだかのおうさま 岩崎書店 いもと ようこ いもと ようこ

は 117 はじめてのめいさくえほん１４ ももたろう 岩崎書店 いもと ようこ いもと ようこ

は 118 はじめてのめいさくえほん１５ つるのおんがえし 岩崎書店 いもと ようこ いもと ようこ

は 119 はーくしょい ポプラ社 せな けいこ せな けいこ

は 120 バムとケロのさむいあさ 文渓堂 島田 ゆか 島田 ゆか

は 121 はっきょい どーん 講談社 やまもと ななこ やまもと ななこ

は 122 はしれ！かもつたちのぎょうれつ 評論社 たむら りゅういち ドナルド・クリューズ

は 123 はなちゃんのみそ汁 講談社 魚戸 おさむ 魚戸 おさむ

は 124 歯がぬけた PHP研究所 中川 ひろたか 大島 妙子

は 125 ばけものつかい クレヨンハウス 川端 誠 川端 誠

は 126 はなむぐり 福音館書店 長谷川 哲雄 長谷川 哲雄 かがくのとも

は 127 はっぱのおうち 福音館書店 征矢 清 林 明子

は 128 はなを ひじほじ いいきもち 偕成社 ダニエラ・クロート・フリッシュ ダニエラ・クロート・フリッシュ

は 129 はらぺこあおむし【英語版】 mpi エリック・カール エリック・カール

は 132 パンダ ともだとたいそう 講談社 いりやま さとし いりやま さとし

は 133 パンダ なりきりたいそう 講談社 いりやま さとし いりやま さとし

は 134 ハッピーイースター くもん出版 ヨシエ ヨシエ

は 135 はらぺこ あおむし 偕成社 エリック・カール エリック・カール

は 136 パンツの はきかた 福音館書店 岸田 今日子 佐野 洋子 えほんのいりぐち４

は 137 ハーニャの庭で 偕成社 どい かや どい かよ

は 138 パパ、お月さまとって！ 偕成社 エリック・カール エリック・カール 訳 もり ひさし

は 139 はみがきれっしゃ しゅっぱつしんこう！ アリス館 くぼ まちこ くぼ まちこ

は 140 はじめての にほんちずえほん パイ インターナショナル

は 141 はなさかじいさん ポプラ社 よしざわ かずお さくらい まこと むかしむかし絵本１５

は 142 ばけばけばけばけばけたくん たんじょうびの巻 大日本図書 岩田 明子 岩田 明子

は 143 ぱぱぱぱ ぱんつ 大日本図書 うえだ しげこ うえだ しげこ

は 144 ぱんぱん でんしゃ フレーベル館 五味 ヒロシ わたなべ あや ころころえほん４

は 145 はーい！ ここです フレーベル館 Ｃｈｉｋｕ Ｃｈｉｋｕ♪ ころころえほん７



は 146 はくぶつかん ブロンズ新社 鈴木 のりたけ 鈴木 のりたけ おでこはめえほん２

は 147 はを みがきましょう フレーベル館 ミスミ ヨシコ ころころえほん６

は 148 ばななせんせい 童心社 得田 之久 やました こうへい

は 149 はないきおばけと くちいきおばけ PHP研究所 いまい かずあき おおの こうへい

は 151 はっはっ はくしょーん 角川書店 あいはら ひろゆき ちゅうがんじ たかむ たあ先生

は 152 パパは ウルトラセブン 学習研究社 みやにし たつや みやにし たつや

は 153 ばけばけばけばけ ばけたくん 大日本図書 岩田 明子 岩田 明子

は 154 パンどろぼう 角川書店 柴田ケイコ 柴田ケイコ

ぱ 155 パン どうぞ 講談社 彦坂 有紀 もりと いずみ

は 156 はりねずみくんのあかいマフラー 講談社 はらだ よしこ はらだ よしこ

は 157 はりねずみくんのクリスマス・イブ 女子パウロ会 クリスティーナ・バトラー ティナ・マクノートン 訳 女子パウロ会

は 158 ハンバーグハンバーグ ほるぷ出版 武田美穂 武田美穂

は 159 バナナです 文化出版局 川端 誠 川端 誠

は 160 よもぎだんご 福音館書店 さとう きわこ さとう きわこ

は 161 ばばばあちゃんのアイスパーティー 福音館書店 さとう きわこ さとう きわこ

は 162 ばばばあちゃんのやきいもたいかい 福音館書店 さとう きわこ さとう きわこ

は 163 ばばばあちゃんのおもちつき 福音館書店 さとう きわこ さとう きわこ

は 164 ばばばあちゃんのなぞなぞりょうりえほん　むしぱんのまき 福音館書店 さとう きわこ さとう きわこ

は 165 ハナペタン フレーベル館 そうま こうへい 安楽 雅志

は 166 はじめての行事えほん PIE International 小川 直之 竹永 絵里

ひ 1 ひまわりさん 佼成出版 くすのき しげのり いもと ようこ

ひ 3 ひとりぼっちのおとこのこ 中央出版 かながわ さちこ なかむら ゆき

ひ 5 びりびり ビリケン出版 東 君平 東 君平

ひ 7 ひつじかいのふえ 女子パウロ会 マックス・ポッリガー ステパン・ザヴィール

ひ 8 ピッツァぼうや セーラー出版 ウィリアム・スタイグ ウィリアム・スタイグ

ひ 9 １００かいだてのいえ 偕成社 いわお としお いわお としお

ひ 10 １００かいだてのいえ 偕成社 いわお としお いわお としお

ひ 12 ぴよちゃんのかくれんぼ 学習研究社 いりやま さとし いりやま さとし

ひ 13 羊飼いの四本のろうそく 新教出版 ゲルダ・マリー・シャイドル マルクス・フィスター

ひ 14 ひょうとくさま ほるぷ出版 岩崎 京子 石倉 欣二

ひ 16 ひとくちぱくり 文渓堂 木曽 秀夫 木曽 秀夫

ひ 17 ひぐまのあき リブリオ出版 手島 圭三郎 手島 圭三郎

ひ 18 ひとあしひとあし 好学社 レオ・レオニ レオ・レオニ

ひ 19 ひとあしひとあし 好学社 レオ・レオニ レオ・レオニ

ひ 20 ひよこのかずはかぞえるな 福音館書店 エドガー・パーリン・ドーレア イングリト・パーリン・ドーレア

ひ 21 ひとまねこざるときいろいぼうし 岩崎書店 H・A・レイ H・A・レイ

ひ 22 １６２ひきのカマキリたち 福音館書店 得田 之久 得田 之久

ひ 24 ひとりでがまんしないよ！いじめにまけない あかね書房 嶋﨑 政男 すみもと ななみ じぶんでじぶんをまもろう２

ひ 25 １００万回生きたねこ 講談社 佐野 洋子 佐野 洋子

ひ 27 ひつじのむくむく 福音館書店 村山 桂子 太田 大八

ひ 29 びっくりまつぼっくり 福音館書店 多田 多恵子 堀川 理万子

ひ 30 びっくりしゃくりくしゃみにおなら 福音館書店 長 新太 長 新太

ひ 32 ひそひそ こそこそ ひさかたチャイルド 武鹿 悦子 柿本 幸造

ひ 33 ひ・み・つ 童心社 たばた せいいち たばた せいいち

ひ 34 ぴかくんめをまわす 福音館書店 松居 直 長 新太

ひ 37 ピンクのぞうをしらないか 絵本館 佐々木 マキ 佐々木 マキ

ひ 38 びっくりカボチャ PHP研究所 天野 義孝 天野 義孝

ひ 39 ピンポーン 偕成社 中川 ひろたか 荒井 良二

ひ 41 びっくり まつぼっくり 福音館書店 多田 多恵子 堀川 理万子

ひ 42 ひまわり 福音館書店 和歌山 静子 和歌山 静子

ひ 43 ひとりぼっちのミャー クリスマスのよるに 女子パウロ会 たしろ ちさと たしろ ちさと



ひ 44 ひとまねこざる びょういんへいく 岩崎書店 マーガレット・レイ H・A・レイ

ひ 45 ピヨピヨ ハッピーバースデー 佼成出版 工藤 ノリコ 工藤 ノリコ

ひ 46 ひつじのショーン　バック・トゥ・ザ・ホーム 金の星社 アードマン・アニメーションズ アードマン・アニメーションズ ひつじたち だいとかいへいく

ひ 47 ピーマンマンとかぜひきキン 岩崎書店 さくら ともこ 中村 景児 ピーマンマンシリーズ

ひ 48 ビロードのうさぎ ブロンズ新社 マージェリィ・W・ビアンコ 酒井 駒子

ひ 49 ピッキーとポッキーのはいくえほん おしょうがつのまき 福音館書店 あらしやま こうざぶろう あんざい みずまる

ひ 50 ピッキーとポッキー 福音館書店 あらしやま こうざぶろう あんざい みずまる

ひ 51 ビックフェイスくん ワニブックス ＤＡＩＧＯ ＤＡＩＧＯ

ひ 52 ひとつめのくに おばけえほん 童心社 せな けいこ せな けいこ 絵本フェスティバル

ひ 54 100にんのサンタクロース 文渓堂 谷口 智則 谷口 智則

ひ 55 ひとまねこざるときいろいぼうし 岩崎書店 H・A・レイ H・A・レイ 光吉 夏弥 訳

ひ 56 ピヨピヨ おばあちゃんのうち 佼成出版 工藤 ノリコ 工藤 ノリコ

ひ 57 ピーマンくん えんにいく 学習研究社 あさくら まや あさくら まや おはなしプーカ３

ひ 58 １００かいだてのいえ 偕成社 いわお としお いわお としお

ひ 59 ピーマンマンとよふかし大まおう 岩崎書店 さくら ともこ 中村 景児

ひ 60 ヒキガエル がいく 岩波書店 パク ジュンチュ パク ジュンチュ 訳 申 明浩　広松 由希子

ひ 62 ひらいたひらいた こぐま社 わかやま けん わかやま けん

ひ 63 ひとりでおとまり 福音館書店 まるやま あやこ まるやま あやこ

ひ 64 100 福音館書店 名久井直子 井上佐由紀

ひ 65 ひまわり 福音館書店 和歌山 静子 和歌山 静子

ひ 66 ピンポンパンポンプー マガジンハウス 古市 憲寿 劇団ひとり 監修　中居正広

ふ 1 ぶんぶくちゃがま チャイルド 鶴見 正夫 若菜 珪 チャイルド絵本館 日本の昔話１

ふ 2 ふしぎなよる 中央出版 かながわ さちこ はやし らん

ふ 3 ふしぎなよる 中央出版 かながわ さちこ はやし らん

ふ 5 ふしぎながちょう チャイルド 西本 鶏介 柿本 幸造 せかいのむかしばなし８

ふ 6 ふるやのもり ほるぷ出版 今村 泰子 清水耕蔵

ふ 7 ファーブルこんちゅう記１あり チャイルド 小林 清之介 金尾 恵子 えほん版

ふ 8 ふしぎな十字架 女子パウロ会 たに しんすけ やぐるま りょう

ふ 9 ふたりはともだち 文化出版局 アーノルド・ロ-ベル アーノルド・ロ-ベル

ふ 11 ふたりはいつも 文化出版局 アーノルド・ロ-ベル アーノルド・ロ-ベル

ふ 12 ぶたたぬききつねねこ こぐま社 馬場 のぼる 馬場 のぼる

ふ 14 ふしぎなよる ドンボスコ ターニャ・イェシュケ サビーネ・ヴァルドマン・ブルン

ふ 16 ぷくちゃんの たくさんだっこ アリス館 ひろかわ さえこ ひろかわ さえこ

ふ 17 　　ｈ。あｚ２わZ 用途廃止R2.2.5

ふ 27 ぶうさんのブー 福音館書店 100％ORANGE 100％ORANGE ０・１・２えほん

ふ 28 ぶーぶーじどうしゃ 福音館書店 山本 忠敬 山本 忠敬 ０・１・２えほん

ふ 30 ふらりではんぶん 絵本館 五味 太郎 五味 太郎

ふ 31 ふしぎなめいろ PHP研究所 深見 春夫 深見 春夫

ふ 32 ぶたぶたさんのおなら ポプラ社 角野 栄子 佐々木 洋子

ふ 35 ふんふんなんだかいいにおい こぐま社 にしまき かやこ にしまき かやこ

ふ 36 ふくろうのそめものや すずき出版 山口 マオ

ふ 37 ブンブンどらいぶ 福音館書店 ミノオカ リョウスケ ミノオカ リョウスケ

ふ 38 ぷんとくちゃんのぼうし アリス館 たしろ ちさと たしろ ちさと

ふ 39 ぶんぶんむしとぞう 福音館書店 マーガレット・ワイズ・ブラウン クレメント・ハード

ふ 40 ふくはうちおにはうち 岩崎書店 内田 麟太郎 山本 孝

ふ 41 ふしぎなじどうはんばいき PHP研究所 岡本 颯子 岡本 颯子

ふ 43 ぶうとこんのさかなつり PHP研究所 よしもと そう よしもと そう

ふ 44 ふしぎなけいたいでんわ PHP研究所 岡本 颯子 岡本 颯子

ふ 45 ふくろうのもり PHP研究所 金子 章 土田 義晴

ふ 46 富士山とひめねずみのチロ PHP研究所 やなぎはら まさこ やなぎはら まさこ

ふ 47 ふゆですよ 金の星社 柴田 晋吾 降矢 なな



ふ 48 ねこのおすしやさん 偕成社 鈴木 まもる 鈴木 まもる

ふ 49 ぶーちゃんとおにいちゃん 白泉社 島田 ゆか 島田 ゆか

ふ 50 ぶたくんのおかいもの 福音館書店 土方 久功 土方 久功

ふ 51 ぷう ポプラ社 舟崎 克彦 中田 弘司

ふ 52 ふるやのもり 福音館書店 瀬田 貞二 田島 征三

ふ 53 ふわふわふとん 福音館書店 カズコ・G・ストーン カズコ・G・ストーン

ふ 54 ふたりだけのキャンプ 童心社 松居 友 高田 知之 イラスト 西山 志真子

ふ 55 ふぶきのあした 講談社 木村 裕一 あべ 弘士 あらしのよるに６

ふ 56 ぶかぶかティッチ 福音館書店 パット・ハッチンス パット・ハッチンス

ふ 59 ふうせんねこ 福音館書店 せな けいこ せな けいこ

ふ 60 ふねくんのたび ポプラ社 いしかわ こうじ いしかわ こうじ

ふ 61 ふゆはふわふわ 小学館 五味 太郎 五味 太郎 きせつのえほん

ふ 62 ぷかぷか コブリン書房 石井 聖岳 石井 聖岳

ふ 63 ブレーメンのおんがくたい 講談社 角野 栄子 ブライアン・ワイルドスミス

ふ 64 フルリーナと山の鳥 岩波書店 ゼリーナ・ヘンツ アロイス・カリジェ

ふ 65 ブルーベリーもりでのプッテのぼうけん 福音館書店 エルサ・ベスコフ エルサ・ベスコフ

ふ 66 フレデリック 好学社 レオ・レオニ レオ・レオニ

ふ 67 ブルーナ わたしほんがよめるの 福音館書店 ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ

ふ 68 ブルーナ もっとほんがよめるの 福音館書店 ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ

ふ 69 ブルーナ くんくんとかじ 福音館書店 ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ

ふ 70 ブルーナ こいぬのくんくん 福音館書店 ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ

ふ 71 ブルーナ ぴーんちゃんとふぃーんちゃん 福音館書店 ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ

ふ 72 ブルーナ ようちえん 福音館書店 ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ

ふ 73 ブルーナ こねこのねる 福音館書店 ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ

ふ 74 ブルーナ じのないえほん 福音館書店 ディック・ブルーナ

ふ 75 ブルーナ うさこちゃんとうみ 福音館書店 ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ

ふ 76 ブルーナ うさこちゃんのたんじょうび 福音館書店 ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ

ふ 77 ブルーナ ゆきのひのうさこちゃん 福音館書店 ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ

ふ 78 ブルーナ ちいさなうさこちゃん 福音館書店 ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ

ふ 79 ブルーナ うさこちゃんひこうきにのる 福音館書店 ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ

ふ 80 ブルーナ うさこちゃんとどうぶつえん 福音館書店 ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ

ふ 81 ブルーナ うさこちゃんのにゅういん 福音館書店 ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ

ふ 82 ブルーナ うさこちゃんとゆうえんち 福音館書店 ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ

ふ 83 ブルーナ まる、しかく、さんかく 福音館書店 ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ

ふ 84 ブルーナ ちいさなさかな 福音館書店 ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ

ふ 85 ブルーナ きいろいことり 福音館書店 ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ

ふ 86 ブルーナ サーカス 福音館書店 ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ

ふ 87 ブルーナ ふしぎなたまご 福音館書店 ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ

ふ 88 ブルーナ しろ、あか、きいろ 福音館書店 ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ

ふ 89 ブルーナ うさこちゃんとじてんしゃ 福音館書店 ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ

ふ 90 ブルーナ おひゃくしょうのやん 福音館書店 ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ

ふ 95 プレーンズ２ ファイアー＆レスキュー 角川書店

ふ 96 ふしぎな くつやさん すずき出版 もとした いづみ 田中 六大 こどものくに ひまわり版

ふ 97 ふゆじたくのおみせ 福音館書店 ふくざわ ゆみこ ふくざわ ゆみこ

ふ 98 ぶーぶーじどうしゃ 福音館書店 山本 忠敬 山本 忠敬 ０・１・２えほん

ふ 99 ふしぎなほし サンパウロ 篠崎 三朗 篠崎 三朗

ふ 100 ブタヤマさんたらブタヤマさん 文研出版 長 新太 長 新太

ふ 102 ふゆめ がっしょうだん 福音館書店 長 新太 富成 忠夫　茂木 透

ふ 103 ぶららんこ PHP研究所 鈴木 のりたけ 鈴木 のりたけ

ふ 104 ブタとタコのダンス 学習研究社 長 新太 長 新太 おはなしプーカ７

ふ 105 ふゆって どんな ところなの？ 学習研究社 工藤 ノリコ 工藤 ノリコ おはなしプーカ７



ふ 106 ブルドーザと なかまたち 福音館書店 山本 忠敬 山本 忠敬 えほんのいりぐち１２

ふ 107 ブルーナ わたし ほんが よめるの 福音館書店 ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ 訳まつおか きょうこ

ふ 108 ブルーナ ようちえん 福音館書店 ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ 訳いしい ももこ

ふ 109 ブルーナ しろ、あか、きいろ 福音館書店 ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ 訳まつおか きょうこ

ふ 110 ブルーナまる、しかく、さんかく 福音館書店 ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ 訳まつおか きょうこ

ふ 111 ブルーナ さーかす 福音館書店 ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ 訳いしい ももこ

ふ 112 ブルーナ じのないえほん 福音館書店 ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ 訳いしい ももこ

ふ 113 ブルーナ うさこちゃん ひこうきにのる 福音館書店 ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ 訳いしい ももこ

ふ 114 ブルーナ うさこちゃんの にゅういん 福音館書店 ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ 訳いしい ももこ

ふ 115 ブルーナ うさこちゃんと どうぶつえん 福音館書店 ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ 訳いしい ももこ

ふ 116 ブルーナ ふしぎなたまご 福音館書店 ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ 訳いしい ももこ

ふ 117 ブルーナ きいろい ことり 福音館書店 ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ 訳いしい ももこ

ふ 118 ブルーナ こいぬの くんくん 福音館書店 ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ 訳まつおか きょうこ

ふ 119 ブルーナ くんくんと かじ 福音館書店 ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ 訳まつおか きょうこ

ふ 120 ブルーナうさこちゃんと うみ 福音館書店 ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ 訳いしい ももこ

ふ 121 ブルーナ ちいさな さかな 福音館書店 ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ 訳いしい ももこ

ふ 122 ブルーナ ゆきのひの うさこちゃん 福音館書店 ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ 訳いしい ももこ

ふ 123 ブルーナ わたし ほんが よめるの 福音館書店 ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ 訳いしい ももこ

ふ 124 ふまんがあります PHP研究所 ヨシタケシンスケ ヨシタケシンスケ

ふ 125 ぶーぶーじどうしゃ 福音館書店 山本 忠敬 山本 忠敬

ふ 126 ふーってして 角川書店 松田 奈那子 松田 奈那子

ふ 127 ふしぎなにじ 福音館書店 わたなべ ちなつ わたなべ ちなつ

へ 1 ペネロペ ひとりでふくをきる 岩崎書店 アン・グットマン ゲオルグ・ハレンスレーベン ペネロペ

へ 3 ペット 学習研究社

へ 8 メリークリスマスおおかみさん 女子パウロ会 みやにし たつや みやにし たつや

へ 9 めがねうさぎの クリスマスったらクリスマス ポプラ社 せな けいこ せな けいこ

へ 10 ペカンの木のぼったよ 福音館書店 青木 道代 浜田 桂子

へ 11 へっひゃひゃーん すずき出版 わたなべ さもじろう わたなべ さもじろう

へ 12 べべべんべんとう 教育画劇 さいとう しのぶ さいとう しのぶ

へ 13 へんへんへん PHP研究所 みやもと ただお みやもと ただお

へ 14 ぺんぎんほいくえん 福音館書店 松谷 さやか M・ミトゥーリチ

へ 20 へんしーん ねずみくん ポプラ社 なかえ よしを 上野 紀子 ねずみくんの絵本３１

へ 22 へんぜると ぐれーてる チャイルド こわせ たまみ 福原 ゆきお せかいのむかしばなし３

へ 23 へんぜると ぐれーてる チャイルド こわせ たまみ 福原 ゆきお せかいのむかしばなし 傑作愛蔵版

へ 24 ペネロペ イースターエッグをさがす 岩崎書店 アン・グットマン ゲオルグ・ハレンスレーベン

へ 25 べべべんべんとう 教育画劇 さいとう しのぶ さいとう しのぶ

へ 26 へんな かお 白泉社 大森 裕子 大森 裕子 くろさわ文庫

へ 27 ペネロペ あいさつできるかな 岩崎書店 アン・グットマン ゲオルグ・ハレンスレーベン

へ 28 ぺんぎんたいそう 福音館書店 齊藤 槙 齊藤 槙 ０．１．２.えほん

へ 29 へんてこはみがきこ 学習研究社 みやにし たつや みやにし たつや

へ 30 へんてこもりにいこうよ 偕成社 たかどの ほうこ たかどの ほうこ

へ 31 ヘンテコ シャンプー 学習研究社 みやにし たつや みやにし たつや おはなしプーカ６

へ 32 へいわってどんなこと？ 童心社 浜田 桂子 浜田 桂子

へ 33 へんしん たんてい 金の星社 あきやま ただし あきやま ただし

へ 34 へんしんマラソン 金の星社 あきやま ただし あきやま ただし

へ 35 へんしんおばけ 金の星社 あきやま ただし あきやま ただし

へ 36 へっこ ぷっと たれた 童心社 こが ようこ 降矢 なな

へ 37 ぺんぎんの たまごにいちゃん すずき出版 あきやま ただし あきやま ただし

へ 38 へんしん かいじゅう 金の星社 あきやま ただし あきやま ただし

へ 39 へんしん おんせん 金の星社 あきやま ただし あきやま ただし

へ 40 へんしん おんせん 金の星社 あきやま ただし あきやま ただし



へ 41 へんしん オバケ 金の星社 あきやま ただし あきやま ただし

へ 42 べべべんべんとう 教育画劇 さいとう しのぶ さいとうしのぶ

へ 43 へいわとせんそう ブロンズ新社 たにかわ しゅんたろう Noritake

へ 44 へんしんトンネル 金の星社 あきやま ただし あきやま ただし

へ 45 へんなおにぎり 福音館書店 長 新太 長 新太

ほ 1 ぼくはきみがすき 至光社 いもと ようこ いもと ようこ

ほ 4 ぼくとかあさん 金の星社 いもと ようこ いもと ようこ

ほ 5 ぼくがおおきくなったら 佼成出版 いもと ようこ いもと ようこ

ほ 7 ほんとうのクリスマス 女子パウロ会 森 一弘 太田 大八

ほ 8 ぽちのきたうみ 至光社 岩崎 ちひろ 岩崎 ちひろ

ほ 9 ぼくのかぞく 集英社 ジェーン・デニッツ・スミス サンフォード・ホッフマン

ほ 10 ぼくものがたり 金の星社 いもと ようこ いもと ようこ

ほ 11 ぼくのくれよん 講談社 長 新太 長 新太

ほ 12 ぼくはまる 至光社 南本 樹 南本 樹

ほ 13 ほしをおいかけて ドンボスコ フランチェスカ・ポスカ ジュリアーノ・フェーリ

ほ 14 星ふる夜のシモン 女子パウロ会 イブ・タルレ イブ・タルレ

ほ 17 星空キャンプ 講談社 村上 康成 村上 康成

ほ 19 ぼうし 福音館書店 せがわ やすお せがわ やすお

ほ 20 ぼくにピアノがひけたら 講談社 栗山 邦正 栗山 邦正

ほ 25 ぼくもうなかない あかね書房 守屋 正恵 いもと ようこ くりのきえんのおともだち８

ほ 26 ぼくやってみるよ あかね書房 寺村 輝夫 いもと ようこ

ほ 28 ぼくがあかちゃんだったとき 教育画劇 浜田 桂子 浜田 桂子

ほ 30 干し柿 あかね書房 西村 豊 西村 豊

ほ 32 ほーら大きくなったでしょ こねこ 評論社 アンジェラ・ロイストン ジェーン・バートン

ほ 34 ぼくたちのコンニャク先生 小学館 星川 ひろ子 星川 ひろ子

ほ 36 ぼくんちどうぶつえん 童心社 正道 かおる 大島 妙子

ほ 37 ぼくのまわりの大切なこと 評論社 ブライアン・モーセズ マイク・ゴードン

ほ 38 ボリボン 福音館書店 マレーク・ベロニカ マレーク・ベロニカ

ほ 42 ほたるホテル 福音館書店 カズコ・G・ストーン カズコ・G・ストーン

ほ 44 ぼくだけしってる ザリベエのひみつ ポプラ社 木村 裕一 井上 洋介 磯 みゆき

ほ 45 ぼくのえんそく 岩崎書店 穂高 順也 長谷川 義史

ほ 63 ぼく、あぶらぜみ 福音館書店 得田 久之 たかはし きよし

ほ 64 ぼちぼちいこか 偕成社 マイク・セイラー ロバート・グロスマン

ほ 67 ぼくのかえりみち BL出版 ひがし ちから ひがし ちから

ほ 69 ボタンちゃん まて まて チャイルド はせがわ かこ はせがわ かこ

ほ 70 ぼくだけのごちそう すずき出版 きむら ゆういち きむら ゆういち

ほ 71 ぼくのだいすきなともだち すずき出版 西本 鶏介 野村 たかあき

ほ 72 ぼくのどうぶつえん すずき出版 ねじめ 正一 山村 浩二

ほ 73 ぼくは まいごじゃない 岩崎書店 板橋 雅弘 シゲリ カツヒコ

ほ 74 ボサいぬくんの かゆーいいちにち くもん出版 デイビッド・ベッドフォード グウィネス・ウィリアムソン

ほ 75 ぼくはあるいたまっすぐまっすぐ ペンギン社 坪井 郁美 林 明子 マーガレット･ワイズ･ブラウン

ほ 76 ぼくと ごろた すずき出版 赤羽 じゅんこ 竹内 通雅 こどものくに ひまわり版

ほ 77 ポテトむらの コロッケまつり 教育画劇 竹下 文子 出口 かずみ くろさわ文庫

ほ 78 ぼうし とったら Gakken tupera tupera tupera tupera

ほ 79 ぼくの くれよん 講談社 長 新太 長 新太

ほ 80 ほっぷ すてっぷ かぶとむし 福音館書店 増田 純子 増田 純子 ０．１．２.えほん

ほ 81 ぼくのかわいくないいもうと ポプラ社 浜田 桂子 浜田 桂子

ほ 82 ほしじいたけ ほしばあたけ 講談社 石川 基子 石川 基子

ほ 83 ボタンちゃん PHP研究所 小川 洋子 岡田 千晶

ほ 84 ぼくのトイレ PHP研究所 鈴木 のりたけ 鈴木 のりたけ

ほ 85 ぼくのふとん PHP研究所 鈴木 のりたけ 鈴木 のりたけ



ほ 86 ぼくがラーメンをたべてるとき 教育画劇 長谷川 義史 長谷川 義史

ほ 87 ぼく、だんごむし 福音館書店 得田 之久 たかはし きよし

ほ 88 ぽっとんころころ どんぐり 童心社 いわさ ゆうこ いわさ ゆうこ

ほ 89 ぼくのパン わたしのパン 福音館書店 神沢 利子 林 明子

ほ 90 ほんとうのことをいってもいいの？ BL出版 パトリシア・C・マキサック ジゼル・ポター 訳福本由紀子

ほ 91 ぼく、けんかしないもん すずき出版 おおはし えみこ こば ようこ こどものくに ひまわり版　４月号

ほ 92 ほしをみつめて三人の王さまのたび 女子パウロ会 エリッヒ・ジョーズ マレン・ブリスバルター 訳 女子パウロ会

ほ 93 ほんとのおおきさ動植物 Gakken 高岡 昌江 柏原 晃夫 監修　小宮輝之



№ タイトル 出版社 作者(文章) 作者(絵) 備考

ま 1 まいごのまいごのとまとぼうや 高崎保育専門学校出版局 井桁 真由美 井桁 真由美

ま 2 まっかなせーたー 至光社 いわむら かずお いわむら かずお

ま 3 まほうのふで チャイルド 西本 鶏介 太田 大八

ま 4 まるごとたべたい 偕成社 山脇 恭 小田桐 昭

ま 5 まりあさまといっしょ 女子パウロ会 すずき えつろう はせがわ まさこ

ま 6 まりあさまといっしょ 女子パウロ会 すずき えつろう はせがわ まさこ

ま 7 まっちうりのしょうじょ チャイルド 藤田 圭雄 伊東 悌夫 せかいのむかしばなし９

ま 8 まりあのこもりうた 女子パウロ会 中村 倫明 千田 たかみち

ま 9 まっかなせーたー 至光社 いわむら かずお いわむら かずお

ま 10 まほうのえのぐ 福音館書店 林 明子 林 明子

ま 11 まっかなまっかな木 北海道新聞社 みうら あやこ おかもと よしこ

ま 13 ママぞうさんのおたんじょうび 学習研究社 高原 典子 ジェンマ・セール

ま 14 ママだいすき こぐま社 まど みちお ましま せつこ

ま 15 まりーちゃんのくりすます 岩波書店 フランソワーズ フランソワーズ

ま 16 ワオとレオンのどっきりやっぱり まちあわせ 長崎出版 きむら ゆういち えむら しんいち

ま 20 まほうのえのぐ 福音館書店 林 明子 林 明子

ま 22 まあちゃんのながいかみ 福音館書店 たかどの ほうこ たかどの ほうこ

ま 25 まゆとブカブカブー 福音館書店 富安 陽子 降矢 なな

ま 32 まっくろネリノ 偕成社 ヘルガ・ガルラー ヘルガ・ガルラー

ま 33 まめうしくんとものまねー PHP研究所 あきやま ただし あきやま ただし

ま 35 まめうしくんとあいうえお PHP研究所 あきやま ただし あきやま ただし

ま 39 まっちうりのしょうじょ 金の星社 いもと ようこ いもと ようこ

ま 42 マーシャとくま 福音館書店 E・ラチョフ M・ブラートフ

ま 44 マックマウスさん 好学社 レオ・レニオ レオ・レニオ

ま 47 まゆとおに 福音館書店 富安 陽子 降矢 なな

ま 48 ママおやすみ 小学館 エルヴィン・モーザー エルヴィン・モーザー

ま 49 まんぷくでぇす PHP研究所 長谷川 義史 長谷川 義史

ま 50 まじょまつりにいこう ポプラ社 せな けいこ せな けいこ

ま 51 まめうしのももいろのはる PHP研究所 あきやま ただし あきやま ただし

ま 53 まじょドッコシショのごきげんなドレス あかね書房 垣内 磯子 市居 みか

ま 54 まちがい ペンギン 河出書房新社 ジャン=リュック・クードレイ フィリップ・クードレイ

ま 55 また ぶたのたね 絵本館 佐々木 マキ 佐々木 マキ

ま 56 まりひめ すずき出版 岩崎 京子 市居 みか こどものくに ひまわり版

ま 57 ますだくんの ランドセル ポプラ社 武田 美穂 武田 美穂

ま 58 まわる おすし ブロンズ新書 長谷川 義史 長谷川 義史 くろさわ文庫

ま 59 まえとうしろ どんなくるま？３ まちで はたらく くるま 偕成社 こわせ もりやす こわせ もりやす

ま 60 まんじゅうこわい クレヨンハウス 川端 誠 川端 誠

ま 61 マトリョーシカちゃん 福音館書店 加古 里子 加古 里子

ま 62 まいにちつかう はしってすごい 少年写真新聞社 やたがいまさあき しばやま ひであき

ま 63 マドレーヌのクリスマス BL出版 ルドウィッヒ・ベーメルマンス ルドウィッヒ・ベーメルマンス

ま 64 まくら の せんにん　そこのあなた の巻 佼成出版社 かがくい ひろし かがくい ひろし

ま 65 マトリョーシカちゃん 福音館書店 加古 里子 加古 里子

ま 66 ママ だいすき こぐま社 まど・みちお ましま せつこ

ま 67 またまた ぶたのたね 絵本館 佐々木 マキ 佐々木 マキ

ま 68 ママがおこるとかなしいの 金の星社 せがわ ふみこ モチヅキ マリ

ま 69 ますだくんの １ねんせい日記 ポプラ社 武田 美穂 武田 美穂

ま 70 まくらのせんにん さんぽみちの巻 佼成出版社 かがくい ひろし かがくい ひろし

ま 71 まないたに りょうりを あげないこと 講談社 シゲタ サヤカ シゲタ サヤカ

ま 72 まこちゃんのぬいぐるみ すずき出版 浦野真樹 田島かおり こどものくに ひまわり版　５月号

ま 73 まほうのでんしレンジ ひかりのくに たかおか まりこ さいとう　しのぶ



ま 74 まざっちゃおう！ フレーベル館 アリー・チャン アリー・チャン 訳　小栗左多里

ま 75 まる！ 福音館書店 佐藤 雅彦 山本 晃士 かがくのとも7月号

ま 76 まなちゃんはおおかみ 偕成社 種村 有希子 種村 有希子

ま 77 まどから おくりもの 偕成社 五味 太郎 五味 太郎

ま 78 まどのむこうのくだものなあに？ 福音館書店 荒井 真紀 荒井 真紀

ま 79 まいごのたまごにいちゃん すずき出版 あきやま ただし あきやま ただし こどものくに　ひまわり版　１月号

ま 80 まじょまじょランド 偕成社 ませぎ りえこ ませぎ りえこ

み 2 みんなかわいい 女子パウロ会 内田 麟太郎 梅田 俊作

み 4 みたみたほんとのクリスマス 女子パウロ会 江口 まひろ わきた あきこ

み 5 みんなまってたクリスマス 女子パウロ会 富永 秀夫 岩崎 京子

み 6 みずうみのイエスさま 女子パウロ会 むらかみ ひろこ つだ みつお

み 7 みにくいあひるのこ チャイルド 高田 敏子 岩本 康之亮 傑作愛蔵版 せかいのむかしばなし

み 8 みんなうんち 福音館書店 五味 太郎 五味 太郎

み 10 ミッケ！ミステリー 小学館 ジーン・マルゾーロ ウォルター・ウィック I SPY ４

み 11 みずうみのたから 講談社 イワン・ガンチョフ イワン・ガンチョフ

み 12 ミミズのふしぎ ポプラ社 皆越 ようせい 皆越 ようせい

み 13 じゃ 用途廃止R2.2.5

み 14 みどりいろのたね 福音館書店 たかどの ほうこ 太田 大八

み 16 みんなおやすみ 金の星社 和木 亮子 いもと ようこ

み 20 みんなげんきで七五三 あかね書房 寺村 輝夫 いもと ようこ くりのきえんのおともだち１１

み 22 メチャクサ アスラン書房 ジョナサン・アレン ジョナサン・アレン

み 23 みんながおしえてくれました 絵本館 五味 太郎 五味 太郎

み 24 水あそび PHP研究所 天野 義孝 天野 義孝

み 25 水のいきものかいかた そだてかた 岩崎書店 浅井 ミノル 浅井 粂男

み 26 みんなでよもう！日本の昔話１ はなさかじいさん チャイルド 鶴見 正夫 滝原 章助

み 27 みんなで読もう！日本・世界の昔話１ ちからたろう チャイルド 片岡 輝 村上 豊

み 28 みんなでよもう！日本・世界の昔話３ ももたろう チャイルド こわせ まなみ 赤坂 三好

み 29 みんなでよもう！日本・世界の昔話５ とらときつね チャイルド 小沢 正 村上 幸一

み 30 みんなでよもう！日本・世界の昔話６ おおさまのみみはろばのみみ チャイルド 岸田 衿子 村上 勉

み 31 みんなでよもう！日本・世界の昔話７ てんぐのかくれみの チャイルド 木暮 正夫 水野 二郎

み 32 みんなでよもう！日本・世界の昔話８ なりうりとせんにん チャイルド 小沢 正 水野 二郎

み 33 みんなでよもう！日本・世界の昔話９ まめたろう チャイルド 今西 祐行 渡辺 三郎

み 34 みんなでよもう！日本・世界の昔話１０ きたかぜのくれたてーぶるかけ チャイルド 筒井 敬介 いわむら かずお

み 35 みんなでよもう！日本・世界の昔話１１ ゆきおんな チャイルド 立原 えりか 滝原 章助

み 36 みんなでよもう！世界の昔話５ へんぜるとぐれーてる チャイルド こわせ まなみ 福原 ゆきお

み 37 みんなでよもう！世界の昔話４ じゃっくとまめのき チャイルド 筒井 敬介 なかの ひろたか

み 38 みんなでよもう！日本・世界の昔話１２ しんでれら チャイルド 大石 真 鈴木　博

み 39 みんなでよもう！日本・世界の昔話１ ちからたろう チャイルド 片岡 輝 村上 豊

み 40 みんなでよもう！世界の昔話１１ じゅうにのつき チャイルド 宮川 やすえ 上野 紀子

み 41 みんなでよもう！世界の昔話９ まっちうりのしょうじょ チャイルド 藤田 圭雄 伊東 悌夫

み 42 みんなでよもう！世界の昔話８ ながぐつをはいたねこ チャイルド 香山 美子 佐野 洋子

み 43 みんなでよもう！世界の昔話６ がりばーのぼうけん チャイルド 谷 真介 草間 俊夫

み 44 みんなでよもう！世界の昔話７ さんびきのこぶた チャイルド 杉山 經一 田端 精一

み 45 みんなでよもう！世界の昔話３ おおあｋみとしちひきのこやぎ チャイルド 小沢 正 渡辺 三郎

み 46 みんなでよもう！世界の昔話２ はだかのおうさま チャイルド 谷 真介 渡辺 和行

み 47 みんなでよもう！世界の昔話１ あかずきん チャイルド 神沢 利子 岩本 康之亮

み 48 みんなでよもう！世界の昔話１ あかずきん チャイルド 神沢 利子 岩本 康之亮

み 49 みんなでよもう！世界の昔話１０ にんぎょひめ チャイルド 高田 敏子 赤坂 三好

み 50 みんなでよもう！世界の昔話４ いそっぷ チャイルド 関根 榮一 北田 卓史

み 51 みんなでよもう！日本の昔話９ かさじぞう チャイルド 大石 真 村上 勉

み 52 みんなでよもう！日本の昔話８ ねずみのすもう チャイルド 杉山 經一 水野 二郎



み 53 みんなでよもう！日本の昔話１２ つるのおんがえし チャイルド 鶴見 正夫 若菜 珪

み 54 みんなでよもう！日本の昔話１０ ききみみずきん チャイルド 関根 榮一 藤川 秀之

み 55 みんなでよもう！日本の昔話１ ももたろう チャイルド こわせ まなみ 赤坂 三好

み 56 みんなでよもう！日本の昔話１ いっすんぼうし チャイルド 関根 榮一 村上 豊

み 57 みんなでよもう！日本の昔話２ におうとどっこい チャイルド 舟崎 克彦 滝原 章助

み 58 みんなでよもう！日本の昔話３ ふしぎないちもんせん チャイルド 谷 真介 二俣 英五郎

み 59 みんなでよもう！日本の昔話４ かちかちやま チャイルド 小沢 正 なかの ひろたか

み 60 みんなでよもう！日本の昔話５ せんりのくつ チャイルド 大石 真 若菜 珪

み 61 みんなでよもう！日本の昔話６ かぐやひめ チャイルド 谷 真介 赤坂 三好

み 62 みんなでよもう！日本の昔話７ おむすびころりん チャイルド 香山 美子 小林 与志

み 63 みんなでよもう！日本の昔話１１ おにはうちふくはそと チャイルド 西本 鶏介 村上 豊

み 77 みんなでよもう！日本の昔話１０ わらしべちょうじゃ チャイルド 奈街 三郎 清水 耕蔵

み 79 みたみたほんとのクリスマス 女子パウロ会 江口 まひろ わきた あきこ

み 80 みんな ともだち 童心社 中川 ひろたか 村上 康成

み 81 みつばちマーヤの冒険 小学館 ワルテマル・ボンゼルス 熊田 千佳慕

み 83 みんなでうたうクリスマス 女子パウロ会 晴佐久 昌英 やなせ たかし

み 84 みんなともだち 教育画劇 二宮 由紀子 海原 泰水

み 85 みんな うれしい クリスマス 女子パウロ会 マックス・ルカド ブルーノ・メルツ

み 86 みんな うれしい クリスマス 女子パウロ会 マックス・ルカド ブルーノ・メルツ

み 87 みずのつぶが あつまると 福音館書店 太田 大輔 太田 大輔 かがくのとも

み 88 みかんの めいさんち すずき出版 平田 昌広 平田 景

み 89 みんな おやすみ 金の星社 和木 亮子 いもと ようこ

み 91 みずとは なんじゃ？ 小峰書店 かこ さとし 鈴木 まもる

み 92 ミーナの ほしのころも サン・パウロ いまおか まち はた のりこ

み 93 みんなが おしえてくれました 絵本館 五味 太郎 五味 太郎

み 94 みんなみーつけた 福音館書店 きしだ えりこ やまわき ゆりこ

み 95 みち ひさかたチャイルド さいとう しのぶ さいとう しのぶ

む 1 むしゃ！むしゃ！むしゃ！ BL出版 カンタス・フレミング G・ブライアン・カラス

む 2 むし 学習研究社

む 3 むすんでひらいて 世界文化社 あかいし ゆみ 左近 蘭子

む 4 むし 学習研究社

む 5 むしたちのおまつり 童心社 得田 之久 久住 卓也

む 6 むしっこサーカス PHP研究所 タカトミ カオ タカトミ カオ

む 7 虫の飼いかた さがしかた 福音館書店 藤丸 篤夫 新開 孝

む 9 むしばいきん ムゥ・シィ・バァのぼうけん PHP研究所 木村 裕一 宮本 えつよし

む 11 ムッシュ・ムニエルとおつきさま 絵本館 佐々木 マキ 佐々木 マキ

む 13 ムッシュ・ムニエルのサーカス 絵本館 佐々木 マキ 佐々木 マキ

む 14 むしばくん だいすき？ あかね書房 七尾 純 今井 弓子

む 15 ムーミンの いない いない ばあの えほん 徳間書店 トーベ＆ラルス・ヤンソン トーベ＆ラルス・ヤンソン

む 16 ムーミンの いない いない ばあの えほん 徳間書店 トーベ＆ラルス・ヤンソン トーベ＆ラルス・ヤンソン

む 17 ムーミンのおはなしえほん ともだちをさがそう、ムーミントロール 徳間書店 トーベ＆ラルス・ヤンソン トーベ＆ラルス・ヤンソン

む 18 ムーミンのおはなしえほん ゆきがふるよ、ムーミントロール 徳間書店 トーベ＆ラルス・ヤンソン トーベ＆ラルス・ヤンソン

む 19 ムーミンのおはなしえほん ぼうけんにいこうよ、ムーミントロール 徳間書店 トーベ＆ラルス・ヤンソン トーベ＆ラルス・ヤンソン

む 20 ムーミンのおはなしえほん ゆうれいがこわいの？ムーミントロール 徳間書店 トーベ＆ラルス・ヤンソン トーベ＆ラルス・ヤンソン

む 21 むしたちのうんどうかい 童心社 得田 之久 久住 卓也

む 22 虫の飼いかた さがしかた 福音館書店 藤丸 篤夫 新開 孝

む 23 ６つの色 戸田デザイン研究室 とだ こうしろう とだ こうしろう

む 24 むかしと いまの くらべっこ 学習研究社 がっけんのかがくえほん

め 1 メダカのかいかた そだてかた 岩崎書店 小宮 輝之 浅井 粂男

め 3 めっきらもっきらどおんどん 福音館書店 長谷川 摂子 ふりや なな

め 4 めがねうさぎの クリスマスったらクリスマス ポプラ社 せな けいこ せな けいこ



め 5 めざめのもりのいちだいじ 福音館書店 ふくざわ ゆみこ ふくざわ ゆみこ おおきなクマさんとちいさなヤマネくん

も 1 もも子・ぼくの妹 大日本図書 星 あかり 石倉 欣二

も 4 モモちゃんのひなまつり 彩雛会 倉吉 哲司 法嶋 かよ

も 5 もりのひなまつり 福音館書店 こいで やすこ こいで やすこ

も 6 もりのてぶくろ 福音館書店 八百板 洋子 ナターリヤ・チェルーシナ

も 8 もうはるですね 至光社 いちむら かずお いちむら かずお

も 9 もうはるですね 至光社 いちむら かずお いちむら かずお

も 10 もりのあかちゃん 至光社 いちむら かずお いちむら かずお

も 11 もりのかくれんぼう 偕成社 末吉 暁子 林 明子

も 15 もりのえほん 福音館書店 安野 光雅 安野 光雅

も 16 もこもこもこ 文研出版 たにかわ しゅんたろう もとなが さだまさ

も 17 だあれ？だあれ？ チャイルド わらべ きみか わらべ きみか

も 18 ももんちゃんあーん 童心社 とよた かずひこ とよた かずひこ ももんちゃん あそぼう

も 19 ももんちゃんえーんえーん 童心社 とよた かずひこ とよた かずひこ

も 24 もうじき一年生 岩崎書店 長崎 源之助 山中 冬児

も 25 もぐてんさん 岩崎書店 やぎ たみこ やぎ たみこ

も 30 もぐらさんのいびき ポプラ社 角野 栄子 佐々木 洋子

も 31 もりのむすとのはらのむし 福音館書店 三芳 悌吉 三芳 悌吉

も 35 もけらもけら 福音館書店 山下 洋輔 元永 定正

も 37 もうすぐおしょうがつ あかね書房 寺村 輝夫 いもと ようこ くりのきえんのおともだち１２

も 39 もうおねしょしません あかね書房 寺村 輝夫 いもと ようこ

も 40 もりのはみがき 教育画劇 村山 桂子 山口 みねやす

も 41 もうよわむしじゃない すずき出版 西本 鶏介 宮西 達也

も 44 もしもゆきがあかだったら フレーベル館 エリック・バデユ エリック・バデユ

も 45 もっちゃうもっちゃうもうもっちゃう 徳間書店 土屋 富士夫 土屋 富士夫

も 48 もりでいちばんつよいのは？ 評論社 ジュリア・ドナルドリン アクセル・シェフラー

も 49 もりいちばんのおともだち 福音館書店 ふくざわ ゆみこ ふくざわ ゆみこ

も 50 もったいないばあさん 講談社 真珠 まりこ 真珠 まりこ もったいないばあさんシリーズ

も 53 もったいないばあさん てんごくとじごくのはなし 講談社 真珠 まりこ 真珠 まりこ もったいないばあさんシリーズ

も 54 もったいないばあさん いただきます 講談社 真珠 まりこ 真珠 まりこ もったいないばあさんシリーズ

も 56 もしも、もしもね すずき出版 あさの ますみ 有田 奈央 こどものくに チューリップ版

も 57 もう ぬげない ブロンズ新社 ヨシタケ シンスケ ヨシタケ シンスケ

も 58 もりのおふろ 福音館書店 西村 敏雄 西村 敏雄

も 59 物語の迷路 PHP研究所 香川 元太郎 香川 元太郎

も 60 もりの へなそうる 福音館書店 わたなべ しげお やまわき ゆりこ くろさわ文庫

も 61 ももいろの きりん 福音館書店 中川 李枝子 中川 宗弥

も 62 もったいないばあさんの てんごくとじごくのはなし 講談社 真珠 まりこ 真珠 まりこ

も 63 もりのえほん 福音館書店 安野 光雅 安野 光雅

も 64 モジャキのくすり ほるぷ出版 平田 明子 高畠 純

も 65 もちもち おもち 岩崎書店 庄司 三智子 庄司 三智子

も 66 もとこども ポプラ社 富安 陽子 いとう ひろし

も 67 もうすぐ おしょうがつ 福音館書店 西村 繁男 西村 繁男

も 68 モチモチの木 岩崎書店 斎藤 隆介 滝 平二郎

も 69 ももたろう 福音館書店 松居 直 赤羽 末吉

も 70 もりのおとぶくろ のら書店 わたり むつこ でくね いく

も 71 もったいないばあさん かわをゆく 講談社 真珠 まりこ 真珠 まりこ

も 72 桃太郎が語る 桃太郎 高陵社書店 クゲ ユウジ 岡村 優太 １人称童話シリーズ

も 73 もちつき ペッタン 学習研究社 がっけんのかがくえほん

も 74 もったいない ばあさん 講談社 真珠 まりこ 真珠 まりこ



№ タイトル 出版社 作者(文章) 作者(絵) 備考

や 2 やまこえのこえかわこえて 福音館書店 こいで やすこ こいで やすこ

や 5 ヤンメイズとりゅう 福音館書店 松居 直 関根 喜久子

や 6 やまださんちのてんきよほう 絵本館 長谷川 義史 長谷川 義史

や 7 やまださんちのてんきよほう 絵本館 長谷川 義史 長谷川 義史

や 8 やさいのうえかた そだてかた 岩崎書店 小宮山 洋夫 小宮山 洋夫

や 9 やきいもの日 徳間書店 村上 康成 村上 康成

や 10 やさしいライオン フレーベル館 やなせ たかし やなせ たかし

や 11 やさいのうんどうかいおおさわぎ PHP研究所 さくら ともこ 吉村 司

や 12 やさいのクリスマスおおさわぎ PHP研究所 さくら ともこ 米山 永一

や 16 やまのぼり 福音館書店 さとう わきこ さとう わきこ ばばばあちゃんのおはなし

や 17 やさいのおなか 福音館書店 きうち かつ きうち かつ

や 18 やさいのおなか 福音館書店 きうち かつ きうち かつ

や 19 ヤマセミのうた 童心社 菊池 日出夫 菊池 日出夫

や 21 やさいのがっこう とまとちゃんのたびだち 白泉社 なかや みわ なかや みわ

や 22 やだやだ ベティ すずき出版 スティーブ」・アントニー スティーブ」・アントニー 平田 朋子 訳　くろさわ文庫

や 23 やもじろう と はりきち 佼成出版 降矢 なな 降矢 なな

や 24 やもじろう と はりきち 佼成出版 降矢 なな 降矢 なな

や 25 やさいの おなか 福音館書店 きうち かつ きうち かつ

や 26 やさいの 花 ポプラ社 嶋田 泰子 埴 沙萠

や 27 やまんばの にしき ポプラ社 まつたに みよこ せがわ やすお

や 28 やまのぼり 福音館書店 さとう わきこ さとう わきこ

や 29 やさしいライオン フレーベル館 やなせ たかし やなせ たかし

や 30 ヤママユ －まゆをつくるむし－ 福音館書店 岩渕 真理 岩渕 真理 かがくのとも

や 31 やねうらべやのおばけ 偕成社 しおたに まみこ しおたに まみこ

ゆ 2 ゆきのひのおはなし 小峰書店 かこ さとし かこ さとし

ゆ 3 ゆきのたんじょうび 至光社 岩崎 ちひろ 岩崎 ちひろ

ゆ 4 ゆうだちのともだち 至光社 いわむら かずお いわむら かずお

ゆ 5 ゆきのひはあついあつい 至光社 いわむら かずお いわむら かずお

ゆ 6 ゆきのひのうさこちゃん 福音館書店 ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ ブルーナ

ゆ 7 ゆきのひ 佼成出版 いもと ようこ いもと ようこ

ゆ 8 ゆきのひはあついあつい 至光社 いわむら かずお いわむら かずお

ゆ 9 雪のかえりみち 岩崎書店 藤原 一枝 はた こうしろう

ゆ 10 ゆうびんやさんのホネホネさん 福音館書店 にしむら あつこ にしむら あつこ

ゆ 16 ゆかいなクレヨンぐみ ひさかたチャイルド 真木 文絵 石倉 ヒロユキ

ゆ 17 雪の結晶ノート あすなろ書房 マーク・カッシーノ ジョン・ネルソン

ゆ 18 ゆめどろぼう PHP研究所 みやざき ひろかず みやざき ひろかず

ゆ 19 ゆきのひ 福音館書店 加古 里子 加古 里子

ゆ 21 ゆうちゃんとめんどくさいサイ 福音館書店 西内 ミナミ なかの ひろたか

ゆ 22 ゆらーりももんちゃん 童心社 とよた かずひこ とよた かずひこ ももんちゃん あそぼう

ゆ 26 ゆっくり ゆっくり なまけものくん すずき出版 オームラ トモコ オームラ トモコ こどものくに チューリップ版

ゆ 27 ゆき ゆき ゆき 福音館書店 たむら しげる たむら しげる

ゆ 28 ゆきドラゴン 学習研究社 加藤 志異 アヤ井 アキコ おはなしプーカ２

ゆ 29 ゆびたこ ポプラ社 くせ さなえ くせ さなえ

ゆ 30 ゆげ ゆげ～ 教育画劇 さいとう しのぶ さいとう しのぶ

ゆ 31 ゆきで あそぼう 学習研究社 がっけんのかがくえほん

よ 1 夜空の虹 女子パウロ会 山崎 洋子 森津 和嘉子

よ 2 よるのともだち 至光社 いわむら かずお いわむら かずお

よ 3 よるのともだち 至光社 いわむら かずお いわむら かずお

よ 4 よろこびのひ 女子パウロ会 いもと ようこ いもと ようこ

よ 6 ようこそうみへ 童心社 中川 ひろたか 村上 康成



よ 8 ようちえんがまってるよ！ PHP研究所 こわせ たまみ 秋里 信子

よ 10 ようこそあかちゃん 評論社 ベリンダ・ダウンズ ベリンダ・ダウンズ

よ 11 よるのとこやさん フレーベル館 垣内 磯子 村田 エミコ

よ 12 ようかいオジジおらわれる くもん出版 よなは かんた 山口 みねやす

よ 13 よるくま 偕成社 酒井 駒子 酒井 駒子

よ 14 よるのおるすばん 評論社 マーティン・ワッデル パトリック・ベンソン

よ 15 よみかた絵本 戸田デザイン研究室 とだ こうしろう とだ こうしろう

よ 16 ようちえんのいちにち 佼成出版 おか しゅうぞう ふじた ひおこ

よ 17 よりみちエレベーター 徳間書店 土屋 富士夫 土屋 富士夫

よ 19 よあけ 福音館書店 ユリー・シュルヴィッツ ユリー・シュルヴィッツ

よ 20 妖怪一家 九十九さん 理論社 富安 陽子 山村 浩二

よ 21 ようちえんがばけますよ くもん出版 内田 麟太郎 西村 繁尾

よ 22 ようかいえんの かいすいよく ひさかたチャイルド 白土 あつこ 白土 あつこ

よ 23 妖怪の森 絵巻えほん こぐま社 水木 しげる 水木 しげる

よ 24 妖怪 なぞなぞめぐり 家の中の巻 こぐま社 水木 しげる 水木 しげる

よ 25 よろしく ともだち 偕成社 内田 麟太郎 降矢 はな

よ 26 よるだけパンダ 小学館 大塚 健太 くさか みなこ

よ 27 よるのきかんしゃ、ゆめのきしゃ ひさかたチャイルド シェリー・ダスキー・リンカー トム・リヒテンヘルド 福本 友美子 訳

よ 28 ヨクネル と ひな ブロンズ新社 LEE 酒井 駒子

よ 29 よるくま 偕成社 酒井 駒子 酒井 駒子



№ タイトル 出版社 作者(文章) 作者(絵) 備考

ら 1 ラチとらいおん 福音館書店 マレーグ・ベロニカ マレーグ・ベロニカ

ら 2 ライオンのしごと 偕成社 竹田津 実 あべ 弘士

ら 3 落語絵本 まんじゅうこわい クレヨンハウス 川端 誠 川端 誠

ら 4 落語絵本 まじゅげむ クレヨンハウス 川端 誠 川端 誠

ら 5 ラーメンちゃん 絵本館 長谷川 義史 長谷川 義史

ら 6 ライオンのかお チャイルドブック サンチャイルド ビックサイエンス17/4

り 1 流太くん物語 聖母の騎士社 さきはま ひろみ あかお きよか

り 2 流太くん物語 聖母の騎士社 さきはま ひろみ あかお きよか

り 3 りんごです 文化出版局 川端 誠 川端 誠

り 5 リサ ニューヨークへいく ブロンズ新社 アン・グットマン ゲオルグ・ハレンスレーベン

り 6 リサ ひこうきにのる ブロンズ新社 アン・グットマン ゲオルグ・ハレンスレーベン

り 7 リサとガスパーのクリスマス ブロンズ新社 アン・グットマン ゲオルグ・ハレンスレーベン

り 8 リサとガスパールのローラーブレード ブロンズ新社 アン・グットマン ゲオルグ・ハレンスレーベン

り 10 りんごがコロコロコロリンコ 講談社 三浦 太郎 三浦 太郎

り 11 りんごがドスーン 文研出版 多田 ヒロシ 多田 ヒロシ

り 12 リトル・マーメイド 講談社

り 16 流太くん物語 聖母の騎士社 さきはま ひろみ あかお きよか

り 17 りゆうがあります PHP研究所 ヨシタケ シンスケ ヨシタケ シンスケ

り 18 りんごがひとつ 岩崎書店 ふくだ すぐる ふくだ すぐる えほん・ハートランド11

り 19 りょうりをしてはいけないなべ 講談社 シゲタサヤカ シゲタサヤカ

る 2 ルルちゃんのくつした 福音館書店 せな けいこ せな けいこ

る 3 ルルちゃんのくつした 福音館書店 せな けいこ せな けいこ

る 4 ルランさんのにわ ポプラ社 いとう ひろし いとう ひろし

る 5 ルンバさんと １０５つごちゃん ひかりのくに モカ子 モカ子

る 6 ルラルさんのだいくしごと ポプラ社 いとう ひろし いとう ひろし

ろ 2 ろけっとこざる 岩波書店 H・A・レイ H・A・レイ

ろ 3 ろくべえまってろよ 文研出版 灰谷 健次郎 長 新太

ろ 5 ロボット・カミイ 福音館書店 ふるた たるひ ほりうち せいいち

ろ 6 ロボくんとことり フレーベル館 やなせ たかし やなせ たかし

ろ 7 ろばのこ シャームのクリスマス サン・パウロ くまがい まちこ くまがい まちこ

ろ 8 ろくろっくび 童心社 せな けいこ せな けいこ



№ タイトル 出版社 作者(文章) 作者(絵) 備考

わ 3 わけっこしよう 女子パウロ会 ティッシュ・レイビー ふらんく・えんだーしびぃ

わ 4 わけっこしよう 女子パウロ会 ティッシュ・レイビー ふらんく・えんだーしびぃ

わ 5 わたしがままのこでよかった？ いのちのことば社 リサ・T・バーグレン ローラ・J・ブライアント 用途廃止r3.4.16

わ 7 わくわくにんげん はははのはなし 福音館書店 加古 里子 加古 里子

わ 8 わくわくにんげん おっぱいのひみつ 福音館書店 柳生 弦一郎 柳生 弦一郎 用途廃止Ｈ30.2.5

わ 9 わくわくにんげん ちのはなし 福音館書店 堀内 誠一 堀内 誠一 用途廃止Ｈ30.2.5

わ 17 わりとけっこう 絵本館 中川 ひろたか 長 新太

わ 20 わたしペットをかいたいの PHP研究所 ローレン・チャイルド ローレン・チャイルド

わ 21 わにさんどきっはいしゃさんどきっ 偕成社 五味 太郎 五味 太郎

わ 22 わすれられないおくりもの 評論社 スーザン・バーレイ スーザン・バーレイ

わ 23 わははは！ことばあそびブック あひるのアヒル PHP研究所 中川 ひろたか 村上 康成

わ 24 わははは！ことばあそびブック ミルクくるみ PHP研究所 中川 ひろたか 村上 康成

わ 25 わにわにのごちそう 福音館書店 小風 さち 山口 マオ

わ 26 わにわにのおでかけ 福音館書店 小風 さち 山口 マオ

わ 27 わにわにのおおけが 福音館書店 小風 さち 山口 マオ

わ 28 わにわにのおでかけ 福音館書店 小風 さち 山口 マオ

わ 29 わにわにのおふろ 福音館書店 小風 さち 山口 マオ

わ 32 わたしのワンピース こぐま社 にしまき かやこ にしまき かやこ

わ 34 わくわくにんげん ぼくのぱんわたしのぱん 福音館書店 神沢 利子 林 明子

わ 35 ワンダー民話館 ねずみきょう 世界文化社 武士田 忠 小山 たかこ

わ 36 ワンダー民話館 さんまいのおふだ 世界文化社 小沢 正 廣川 沙映子

わ 37 ワンダー民話館 さるかにがっせん 世界文化社 常光 徹 瀧原 愛治

わ 38 ワンダー民話館 ならなしとり 世界文化社 三輪 映子 梶山 俊夫

わ 39 ワンダー民話館 くらげほねなし 世界文化社 片岡 輝 赤坂 三好

わ 40 ワンダー民話館 たなばた 世界文化社 すずき ゆりいか 篠崎 三朗

わ 41 ワンダー民話館 おやゆびたろう 世界文化社 水谷 章三 長浜 宏

わ 42 ワンダー民話館 いっきゅうさんのとんちばなし 世界文化社 岡本 一郎 塩田 守男

わ 43 ワンダー民話館 かさじぞう 世界文化社 松谷 みよ子 松永 禎郎

わ 44 ワンダー民話館 たにしちょうじゃ 世界文化社 高津 美保子 福原 ゆきお

わ 45 ワンダー民話館 かもとりごんべえ 世界文化社 松谷 みよ子 池田 げんえい

わ 46 ワンダー民話館 ちからたろう 世界文化社 木暮 正夫 田木 宗太

わ 47 ワンダー民話館 ききみみずきん 世界文化社 木暮 正夫 梶山 俊夫

わ 48 ワンダー民話館 うりこひめ 世界文化社 北川 幸比古 石倉 欣二

わ 49 ワンダー民話館 ねこどんとねずみどん 世界文化社 水谷 章三 中沢 正人

わ 50 ワンダー民話館 はなたれこぞうさま 世界文化社 小沢 清子 村上 豊

わ 51 ワンダー民話館 かさじぞう 世界文化社 松谷 みよ子 松永 禎郎

わ 52 ワンダー民話館 ぶんぶくちゃがま 世界文化社 望月 正子 二俣 英五郎

わ 53 ワンダー民話館 はなさかじい 世界文化社 渡辺 節子 岩本 康之亮

わ 54 ワンダー民話館 うぐいすひめ 世界文化社 望月 新三郎 牧野 鈴子

わ 55 ワンダー民話館 かっぱのおたから 世界文化社 松谷 みよ子 小松 修

わ 56 ワンダー民話館 おむすびころりん 世界文化社 望月 正子 村上 豊

わ 57 ワンダー民話館 てんぐのかくれみの 世界文化社 さねとう あきら 赤坂 三好

わ 58 ワンダー民話館 うみのみずはなぜからい 世界文化社 谷 真介 二俣 英五郎

わ 59 ワンダー民話館 アーマンチュー 世界文化社 萩坂 昇 太田 大八

わ 60 ワンダー民話館 たからのげた 世界文化社 望月 新三郎 岩本 康之亮

わ 61 ワンダー民話館 つるのよめさま 世界文化社 櫻井 美紀 朝倉 めぐみ

わ 62 ワンダー民話館 さんねんねたろう 世界文化社 木暮 正夫 村上 豊

わ 63 ワンダー民話館 かちかちやま 世界文化社 水谷 章三 村上 勉

わ 64 ワンダー民話館 きっちょむさんのはなし 世界文化社 望月 正子 清水 耕蔵

わ 65 ワンダー民話館 きつねとかわうそ 世界文化社 松谷 みよ子 小松 修



わ 66 ワンダー民話館 あたまにかきのき 世界文化社 岩倉 千春 渡辺 和行

わ 67 ワンダー民話館 だいくとおにろく 世界文化社 さねとう あきら 米山 永一

わ 68 ワンダー民話館 うらしまたろう 世界文化社 渡辺 節子 せべ まさゆき

わ 69 ワンダー民話館 おむすびころりん 世界文化社 望月 正子 村上 豊

わ 70 ワンダー民話館 へっぴりよめご 世界文化社 剣持 弘子 赤坂 三好

わ 71 ワンダー民話館 おやゆびたろう 世界文化社 水谷 章三 長浜 宏

わ 72 ワンダー民話館 おやゆびたろう 世界文化社 水野 章三 長濱 宏

わ 73 わらべうたであそびましょ！ のら書店 さいとう　しのぶ さいとう　しのぶ

わ 74 ワンダー民話館 したきりすずめ 世界文化社 木暮 正夫 村上 豊

わ 75 わがはいは のっぺらぼう 童心社 富安 陽子 飯野 和好

わ 76 わらべうたであそびましょ！ のら書店 さいとう　しのぶ さいとう　しのぶ

わ 77 わたし 福音館書店 谷川 俊太郎 長 新太

わ 78 わたしも がっこうにいきたいな 徳間書店 アストリッド・リンドグレーン イロン・ヴィークランド

わ 79 わたし と わたし 福音館書店 五味 太郎 五味 太郎 かがくのとも１月号

わ 80 わたし ようちえんに いくの 文化出版局 キャスリーン&ローレンス・アンホールト キャスリーン&ローレンス・アンホールト

わ 81 わんぱくだんの おにわの ようせいたち ひさかたチャイルド ゆきの ゆみこ・上野 与志 末崎 茂樹

わ 82 わらしべちょうじゃ ポプラ社 さいごう たけひこ さとう ちゅうりょう むかしむかし絵本１７

わ 83 わにわにと あかわに 福音館書店 小風 さち 山口 マオ

わ 84 わたしのワンピース こぐま社 にしまき かやこ にしまき かやこ

わ 85 わすれもの BL出版 豊福 まきこ 豊福 まきこ

わ 86 わたしはみんなのおばあちゃん 岩波書店 ジョナサン・トゥイート カレン・ルイス



№ タイトル 出版社 作者 作者 備考

母 1 心のまっすぐな子に育てる本 PHP研究所 小池 能里子 ―

母 2 子育ての知恵しつけのコツ PHP研究所 田中 喜美子 ―

母 3 子どもの成長は6歳までの食事で決まる PHP研究所 スーザン・ロバーツ メルヴィン・ハイマン

母 4 大人も読みたい子どもの絵本 大月書店 奥田 継夫 ―

母 5 直観力の豊かな子どもは幸せだ PHP研究所 ソニア・チョケット ―

母 6 子どもに変化を起こす簡単な習慣 PHP研究所 バーバラ・コロローソ ―

母 7 幸せになれる子どもの秘密 PHP研究所 スティーブ・ビドルフ ―

母 8 子育てがつらくなったとき読む本 PHPエディターズ・グループ 大日向 雅美 ―

母 9 子どもへのまなざし 福音館書店 佐々木 正美 ―

母 10 子どもをのばす９つの性格 PHP研究所 鈴木 秀子 ―

母 11 子どもの気持ちにやさしく響く １２ヵ月のおはなし PHPエディターズ・グループ 藤川 いずみ ―

母 12 赤ちゃん子どもの健康医療辞典 PHP研究所 細谷 亮太 ―

母 13 ありがとう PHP研究所 上之郷 利昭 メモリードグループ

母 14 お母さんの資格＆コンクールガイド PHP研究所 PHP研究所 ―

母 15 佐々木正美の子育てトーク エイデル研究所 佐々木 正美 ―

母 16 ワーキングマザーの子育て心得帳 PHP研究所 マザー・ネットワーク ―

母 17 ｢ダメよ、ダメよ｣が子どもをダメにする PHP研究所 金盛 浦子 ―

母 18 ダダっ子スネっ子に困ったとき読む本 PHP研究所 伊藤 友宣 ―

母 19 子育てママの｢自分時間｣のつくり方 PHP研究所 あらかわ 菜美 ―

母 20 見つける伸ばす子どもの持ち味 PHP研究所 全国私立幼稚園若手設置者園長交流会 ―

母 21 「きょうだい」の上手な育て方 PHP研究所 金盛 浦子 ―

母 22 ちゃんと｢話のきける子｣に PHP研究所 田中 喜美子 NMS研究会

母 23 子どもをちゃんと叱れますか PHP研究所 全国私立幼稚園若手設置者園長交流会 ―

母 24 ｢子育てイライラ｣がなくなる本 PHP研究所 渡辺 康磨 ―

母 25 親と子の心をつなぐ 聴き方・話し方５０の知恵 PHP研究所 所澤 和代 矢島 京子 山本 潤一

母 26 心が軽くなる本 PHP研究所 山崎 房一 ―

母 27 わが子が小学校に通うとき読む本 PHP研究所 三浦 真津美 ―

母 28 上手なほめ方・叱り方 PHP研究所 詫摩 武俊 ―

母 29 やっぱり子どもっていいな 企画室 平田 圭子 ―

母 30 程一彦の 簡単家庭薬膳 PHP研究所 程 一彦 ―

母 31 お母さんのイライラ・プンプンが治る本 PHP研究所 斎藤 茂太 ―

母 32 心の気分は今日も晴れ PHP研究所 平成心理療法研究会 ―

母 34 みんなのためのルールブック 草思社 ロン・クラーク ―

母 35 ぼくは笑顔のママが好き！ PHP研究所 ヒューマン・ギルド ―

母 37 子どもを伸ばす小さな習慣 PHP研究所 成瀬 勝博 ―

母 39 大人も読みたい子どもの絵本 大月書店 奥田 継夫 ―

母 40 どんどんほめればグングン伸びる PHP研究所 山崎 房一 ―

母 41 漢字で食育 PHP研究所 砂田 登志子 ―

母 43 虫歯のない子に育てる本 PHP研究所 倉治 ななえ ―

母 44 幼児期の心を育てるよいしつけ PHP研究所 坂本 洲子 ―

母 45 ちょっとの工夫でお料理上手になれる！ PHP研究所 祐成 二葉 ―

母 46 幼児期の心を育てるよい食事 PHP研究所 坂本 洲子 ―

母 47 母の友４/１５ 福音館書店 雑誌

母 48 母の友５/１５ 福音館書店 雑誌

母 49 母の友６/１５ 福音館書店 雑誌

母 50 母の友７/１５ 福音館書店 雑誌

母 51 母の友８/１５ 福音館書店 雑誌

母 52 母の友９/１５ 福音館書店 雑誌

母 53 母の友１０/１５ 福音館書店 雑誌

母 54 母の友１１/１５ 福音館書店 雑誌



母 55 母の友１２/１５ 福音館書店 雑誌

母 56 母の友１/１５ 福音館書店 雑誌

母 57 母の友２/１５ 福音館書店 雑誌

母 58 母の友３/１５ 福音館書店 雑誌

母 59 母の友４/１６ 福音館書店 雑誌

母 60 母の友５/１６ 福音館書店 雑誌

母 61 母の友６/１６ 福音館書店 雑誌

母 62 母の友７/１６ 福音館書店 雑誌

母 63 この本読んで！　２０１６秋号 出版文化産業振興財団 雑誌

母 64 母の友８/１６ 福音館書店 雑誌

母 65 母の友９/１６ 福音館書店 雑誌

母 66 母の友１０/１６ 福音館書店 雑誌

母 67 母の友１１/１６ 福音館書店 雑誌

母 68 母の友１２/１６ 福音館書店 雑誌

母 69 生活とあそびで育つ子どもたち 大月書店

母 70 母の友１/１７ 福音館書店 雑誌

母 71 母の友２/１７ 福音館書店 雑誌

母 72 母の友３/１７ 福音館書店 雑誌

母 73 母の友４/１７ 福音館書店 雑誌

母 74 母の友５/１７ 福音館書店 雑誌

母 75 母の友６/１７ 福音館書店 雑誌

母 76 母の友７/１７ 福音館書店 雑誌

母 77 母の友８/１７ 福音館書店 雑誌

母 78 この本読んで！　２０１７秋号 出版文化産業振興財団 雑誌

母 79 母の友９/１７ 福音館書店 雑誌

母 80 母の友１０/１７ 福音館書店 雑誌

母 81 母の友１１/１７ 福音館書店 雑誌

母 82 この本読んで！　２０１７冬号 出版文化産業振興財団 雑誌

母 83 母の友１２/１７ 福音館書店 雑誌

母 84 母の友１/１８ 福音館書店 雑誌

母 85 母の友２/１８ 福音館書店 雑誌

母 86 未来のだるまちゃんへ 文芸春秋 かこ さとし かこ さとし 雑誌

母 87 母の友３/１８ 福音館書店 雑誌

母 88 母の友４/１８ 福音館書店 雑誌

母 89 母の友５/１８ 福音館書店 雑誌

母 90 母の友６/１８ 福音館書店 雑誌

母 91 母の友７/１８ 福音館書店 雑誌

母 92 母の友８/１８ 福音館書店 雑誌

母 93 母の友９/１８ 福音館書店 雑誌

母 94 母の友１０/１８ 福音館書店 雑誌

母 95 母の友１１/１８ 福音館書店 雑誌

母 96 母の友１２/１８ 福音館書店 雑誌

母 97 この本読んで！　２０１８秋号 出版文化産業振興財団 雑誌

母 98 母の友１/１９ 福音館書店 雑誌

母 99 母の友２/１９ 福音館書店 雑誌

母 100 母の友３/１９ 福音館書店 雑誌

母 101 母の友４/１９ 福音館書店 雑誌

母 102 母の友５/１９ 福音館書店 雑誌

母 103 母の友６/１９ 福音館書店 雑誌

母 104 母の友７/１９ 福音館書店 雑誌



母 105 母の友８/１９ 福音館書店 雑誌

母 106 母の友９/１９ 福音館書店 雑誌

母 107 母の友１０/１９ 福音館書店 雑誌

母 108 母の友１１/１９ 福音館書店 雑誌

母 109 母の友１２/１９ 福音館書店 雑誌

母 110 母の友１/２０ 福音館書店 雑誌

母 111 母の友２/２０ 福音館書店 雑誌

母 112 母の友３/２０ 福音館書店 雑誌

母 113 母の友４/２０ 福音館書店 雑誌

母 114 母の友５/２０ 福音館書店 雑誌

母 115 母の友6/20 福音館書店 雑誌

母 116 母の友7/20 福音館書店 雑誌

母 117 母の友8/20 福音館書店 雑誌

母 118 母の友9/20 福音館書店 雑誌

母 119 母の友10/20 福音館書店 雑誌

母 120 母の友11/20 福音館書店 雑誌

母 121 母の友12/20 福音館書店 雑誌

母 122 母の友1/21 福音館書店 雑誌

母 123 母の友2/21 福音館書店 雑誌

母 124 母の友3/21 福音館書店 雑誌

母 125 母の友4/21 福音館書店 雑誌　5月新刊

母 126 母の友5/21 福音館書店 雑誌　5月新刊

母 127 母の友6/21 福音館書店 雑誌　5月新刊



№ タイトル 出版社 作者 作者 備考

A 1 A Color of His Own Alfred A. Knopf Leo Lionni Leo Lionni じぶんだけのいろ(絵本)

A 2 All In One : Kids Board Book JAINC 絵で見る こども百科辞典

I 1 I am a Bunny Golden Books Ole Risom Richard Scarry ぼくはうさぎ(絵本)

J 1 Jainco Board Books for Children　Alphabets JAINCO PUBLISHERS こどものための アルファベット絵本

J 2 Jainco Board Books for Children　Numbers JAINCO PUBLISHERS こどものための 数字絵本

J 3 Jainco Board Books for Children　Vehicles JAINCO PUBLISHERS こどものための 乗り物絵本

J 4 Jainco Board Books for Children　Vegetables JAINCO PUBLISHERS こどものための 野菜絵本

J 5 Jainco Board Books for Children　Animals JAINCO PUBLISHERS こどものための 動物絵本

J 6 Jainco Board Books for Children　Fruits JAINCO PUBLISHERS こどものための 果物絵本

J 7 Jainco Board Books for Children　Birds JAINCO PUBLISHERS こどものための 鳥絵本

O 1 Oxford Children's Picture Dictionary OXFORD 絵で見る オックスフォードこども辞典

T 1 The Enormous Turnip OXFORD Adrienne Salgado Adrienne Salgado おおきなカブ(絵本)



№ タイトル 出版社 作者(文章) 作者(絵) 備考

図 1 小学館の図鑑 NEO 花 小学館

図 2 小学館の図鑑 NEO 魚 小学館

図 3 小学館の図鑑 NEO 恐竜 小学館

図 4 小学館の図鑑 NEO 野菜と果物 小学館

図 5 小学館の図鑑 NEO 昆虫 小学館

図 6 小学館の図鑑 NEO 両生類・はちゅう類 小学館

図 7 小学館の図鑑 NEO 危険生物 小学館

図 8 小学館の図鑑 NEO 花 小学館

図 9 小学館の図鑑 NEO 鳥 恐竜の子孫たち 小学館

図 10 小学館の図鑑 NEO 動物 小学館

図 11 小学館の図鑑 NEO まどあけずかん のりもの 小学館

図 12 小学館の図鑑 NEO まどあけずかん 小学館

図 13 めくって学べる もののしくみ図鑑 Gakken

図 14 めくって学べる きかいのしくみ図鑑 Gakken

図 15 いきものずかん 成美堂出版

図 16 こんちゅうずかん 成美堂出版

図 17 きょうりゅうずかん 成美堂出版



№ タイトル 出版社 作者(文章) 作者(絵) 備考

はじめてのはっけん１ からだの本 岳陽舎 ジルベール・ぺロル ジルベール・ぺロル

はじめてのはっけん２ りんごの本 岳陽舎 パスカル・ド・ブルゴアン ピエル・マリ・バラ

はじめてのはっけん３ きのこの本 岳陽舎 クロード・デラフォッス エリアード

はじめてのはっけん４ 魚の本 岳陽舎 クロード・デラフォッス サビーヌ・クラウィツィック

はじめてのはっけん５ みつばちの本 岳陽舎 ウテ・フュール カウル・ソーテ

はじめてのはっけん６ かえるの本 岳陽舎 ダニエル・モアノ ダニエル・モアノ

はじめてのはっけん７ 恐竜の本 岳陽舎 クロード・デラフォッス ジャミ・プルニエール

はじめてのはっけん８ 光の本 岳陽舎 ジャン・ピエール・ベルテ ジルベール・オーブル

はじめてのはっけん９ 数の本 岳陽舎 クロード・デラフォッス ドナルド・グラント

はじめてのはっけん１０ 音楽の本 岳陽舎 クロード・デラフォッス ドナルド・グラント

はじめてのはっけん１１ てんとうむしの本 岳陽舎 パスカル・ド・ブルゴアン ジルベーヌ・ペロル

はじめてのはっけん１４ スポーツの本 岳陽舎 ピエル・マリ・パラ ピエル・マリ・パラ

はじめてのはっけん１５ インターネットの本 岳陽舎 ジャン=フィリップ・シャボ ドナルド・グラント

はじめてのはっけん１６ いぬの本 岳陽舎 パスカル・ド・ブルゴアン アンリ・ガレロン

はじめてのはっけん１７ ねこの本 岳陽舎 パスカル・ド・ブルゴアン アンリ・ガレロン

はじめてのはっけん１８ ちょうちょの本 岳陽舎 クロード・デラフォッス エリアドール

はじめてのはっけん１９ 樹の本 岳陽舎 パスカル・ド・ブルゴアン クリスチャン・ブルタン

はじめてのはっけん２０ じどうしゃの本 岳陽舎 クロード・デラフォッス ソフィー・ニフケ

はじめてのはっけん２１ かぐ・五感の本 岳陽舎 クロード・デラフォッス ソフィー・ニフケ

はじめてのはっけん２２ さわる・五感の本 岳陽舎 クロード・デラフォッス ソフィー・ニフケ

はじめてのはっけん２３ 聴く・五感の本 岳陽舎 クロード・デラフォッス ソフィー・ニフケ

はじめてのはっけん２４ 見る・五感の本 岳陽舎 クロード・デラフォッス ソフィー・ニフケ

はじめてのはっけん２５ 味わう・五感の本 岳陽舎 クロード・デラフォッス ソフィー・ニフケ

大 1 ２１世紀こども地図館 小学館

大 2 世界遺産ふしぎ探検大図鑑 小学館

ポケモンえほん２ でておいでよぜにがめくん 小学館 今国 智章 木村 直代

手話(てことば)の本１ 名詞 くらしの手話 あすなろ書房 井崎 哲也 冬野いちご

手話(てことば)の本２ 名詞 みぢかな手話 あすなろ書房 井崎 哲也 冬野いちご

手話(てことば)の本３ 動詞形容詞 うごきときもちの手話 あすなろ書房 井崎 哲也 冬野いちご

五十音で引ける 手話単語集 日本文芸社 南 瑠霞

日本の昔話１ こぐま社 稲田 和子 筒井 悦子

日本の昔話２ こぐま社 稲田 和子 筒井 悦子

日本の昔話３ こぐま社 稲田 和子 筒井 悦子

大 3 おはなし絵本館１ ももたろう こぶとり 講談社 松谷 みよ子 梶山 俊夫

大 4 おはなし絵本館２ かちかちやま したきりすずめ 講談社 松谷 みよ子 井上 洋介

大 5 おはなし絵本館３ はなさかじじい たべられたやまんば 講談社 松谷 みよ子 二俣 英五郎

大 6 おはなし絵本館４ おむすびころりん うらしまたろう 講談社 松谷 みよ子 いもと ようこ

大 7 おはなし絵本館１０ イソップどうわ 講談社 角野 栄子 いもと ようこ

大 8 おはなし絵本館１３ 赤ずきん ヘンゼルとグレーテル 講談社 ささき たづこ 牧野 鈴子

大 9 おはなし絵本館１４ おおかみと七ひきのこやぎ 金のがちょう 講談社 池田 香代子 西巻 茅子

大 10 おはなし絵本館１８ 三びきのくま ジャックとまめの木 講談社 渡辺 茂男 和歌山 静子

大 11 おはなし絵本館１９ ころころまるパン マーシャとくま やぎのブルーセ 講談社 松谷 さやか さとう わきこ

どろんこハリー 福音館書店 ジーン・ジオン マーガレット・ブロイ・グレアム

どろんこハリー 福音館書店 ジーン・ジオン マーガレット・ブロイ・グレアム

けんちゃんにともだちができた ドンボスコ なかむら たくよ なかむら たくよ

しりとりあそびえほん のら書店 石津 ちひろ 荒井 良二

それでいいよだいじょうぶ 厚生労働省

それでいいよだいじょうぶ 厚生労働省

やまどりのゆめ 群馬県観光局地域創造課

やまどりのゆめ 群馬県観光局地域創造課



どうぶつのおやこ 学習研究社 よいこのくに付録

しゅつエジプト 財団法人 日本聖書協会

きゅうやくのおはなし１０ だびでのおはなし ビデオ ジャポニカ 景山 あき子

きゅうやくのおはなし１１ だにえるとらいおん ビデオ ジャポニカ 景山 あき子 田中 槇子

きゅうやくのおはなし１２ よなのおはなし ビデオ ジャポニカ 景山 あき子

いえすさまのおはなし１ いえすさまのおたんじょう ビデオ ジャポニカ

いえすさまのおはなし１ いえすさまのおたんじょう ビデオ ジャポニカ

いえすさまのおはなし２ こどもころのいえすさま ビデオ ジャポニカ

いえすさまのおはなし２ こどもころのいえすさま ビデオ ジャポニカ

いえすさまのおはなし３ あくまのさそい ビデオ ジャポニカ

いえすさまのおはなし３ あくまのさそい ビデオ ジャポニカ

いえすさまのおはなし４ かなのけっこんしき ビデオ ジャポニカ

いえすさまのおはなし４ かなのけっこんしき ビデオ ジャポニカ

いえすさまのおはなし５ がりらやこのたいりょう ビデオ ジャポニカ

いえすさまのおはなし５ がりらやこのたいりょう ビデオ ジャポニカ

いえすさまのおはなし６ しんせつなさまりあびと ビデオ ジャポニカ

いえすさまのおはなし６ しんせつなさまりあびと ビデオ ジャポニカ

いえすさまのおはなし７ いえすさまとあらし ビデオ ジャポニカ

いえすさまのおはなし７ いえすさまとあらし ビデオ ジャポニカ

いえすさまのおはなし８ いきかえったらざろ ビデオ ジャポニカ

いえすさまのおはなし８ いきかえったらざろ ビデオ ジャポニカ

いえすさまのおはなし９ さいごのばんさん ビデオ ジャポニカ

いえすさまのおはなし９ さいごのばんさん ビデオ ジャポニカ

いえすさまのおはなし１０ いばらのかんむり ビデオ ジャポニカ

いえすさまのおはなし１０ いばらのかんむり ビデオ ジャポニカ

いえすさまのおはなし１１ よみがえり ビデオ ジャポニカ

いえすさまのおはなし１１ よみがえり ビデオ ジャポニカ

いえすさまのおはなし１２ いえすさまはてんごくへ ビデオ ジャポニカ

アーチ・ブック２ かみのははマリア 聖文舎 曽根 綾子 サリー・マシューズ

アーチ・ブック３ さかなにたべられたヨナ 聖文舎 曽根 綾子 ジム・ロバーツ

アーチ・ブック５ イエスにおべんとうをあげたこども 聖文舎 曽根 綾子 ベティ・ウインド

アーチ・ブック７ たねなしパンのおはなし 聖文舎 曽根 綾子 ジム・ロバーツ

アーチ・ブック８ かみのつくったせかい 聖文舎 曽根 綾子 オバタ・スタジオ

アーチ・ブック９ ノアのはこぶね 聖文舎 曽根 綾子 サリー・マシューズ

アーチ・ブック１２ ダビデと三ぼんのや 聖文舎 曽根 綾子 ジム・ロバーツ

アーチ・ブック１４ まいごになったこひつじ 聖文舎 曽根 綾子 ベティ・ウインド

アーチ・ブック１５ ひゃくつぶになったたね 聖文舎 曽根 綾子 ドン・クエーカー

アーチ・ブック１６ きょじんとたたかったしょうねん 聖文舎 曽根 綾子 マリー・ウォーレン

アーチ・ブック１７ ガリラヤのりょうし 聖文舎 曽根 綾子 ビル・ベーム

アーチ・ブック２０ しずみかけたボート 聖文舎 曽根 綾子 クウェッタ･ラダ

アーチ・ブック２１ てんごくのたしざん 聖文舎 曽根 綾子 ジャック・グローバー

アーチ・ブック２２ てんしがうたうよる 聖文舎 曽根 綾子 ベティ・ウインド

アーチ・ブック２３ いえをとびだしたむすこ 聖文舎 曽根 綾子 サリー・マシューズ

アーチ・ブック２４ しんせつなサマリアのひと 聖文舎 曽根 綾子 サリー・マシューズ

アーチ・ブック２８ カナのけっこんしき 聖文舎 高見澤 潤子 ドン・クエーカー

アーチ・ブック２９ イエスにであったパウロ 聖文舎 高見澤 潤子 ドン・クエーカー

アーチ・ブック３２ ダニエルとライオン 聖文舎 高見澤 潤子 サリー・マシューズ

アーチ・ブック３７ せかいいちのおうさまイエス 聖文舎 高見澤 潤子 ベティ・ウインド

アーチ・ブック４０ いわのうえのいえ 聖文舎 高見澤 潤子 サリー・マシューズ

アーチ・ブック４１ いのちのみず 聖文舎 高見澤 潤子 ファイアストーン

アーチ・ブック４６ いえすさまのおたんじょう 聖文舎 高見澤 潤子 ビル・ボイヤー



アーチ・ブック４８ ありがとうをわすれなかったひと 聖文舎 高見澤 潤子 ベティ・ウインド

アーチ・ブック５１ しょうねんサムエル 聖文舎 高見澤 潤子 ドン・クエーカー

アーチ・ブック５２ ゆるさなかったしもべ 聖文舎 高見澤 潤子 サリー・マシューズ

アーチ・ブック５８ ふしぎなほし 聖文舎 高見澤 潤子 ジム・ロバーツ

アーチ・ブック６０ パンとぶどうしゅ 聖文舎 高見澤 潤子 アリス・ハウスナー

アーチ・ブック６１ バラバのはなし 聖文舎 高見澤 潤子 ジム・カミンズ

Nativite ご降誕 ドンボスコ ジャン=ユッグ・マリノー ジャン=シャルル・ルソー

ノアのはこぶね 視聴覚教材研究所

なかまになったイエズス 女子パウロ会 景山 あき子 コンスタンチーノ・ゴメス

イエズスさまといつもいっしょに 中央出版 菊池 多嘉子 湯崎 夫沙子

フランシスコ カトリック映画演劇連盟出版部

主の祈り 一麦出版社

旧約聖書ものがたり３ イエスの誕生 集英社 手塚 治虫 手塚 治虫

ベツレヘムへの道 こぐま社 いっしき よしこ さの ようこ

わたしのせいしょ かみさまのやくそく ドンボスコ L・J・サットガスト N・ブルックス


