
タ　イ　ト　ル 著　者 出版者

ありとすいか たむら しげる/作・絵 ポプラ社

あるのかな 織田 道代/作　飯野 和好/絵 鈴木出版

いっしょにあそぼ！ 田中 四郎/作 チャイルド本社

いつもいっしょに こんの ひとみ/作　いもと ようこ/絵 金の星社

いろいろバス tupera topera/さく 大日本図書

おおきなかぶ Ａ．トルストイ/再話　内田 莉莎子/訳　　佐藤 忠良/画 福音館書店

おこだでませんように くすのき しげのり/作　石井 聖岳/絵 小学館

おじさんのかさ 佐野 洋子/作・絵 講談社

おしゃれなおたまじゃくし さくら ともこ/ぶん 塩田 守男/え メイト

おばけのてんぷら せな けいこ/作・絵 ポプラ社

おばけのバーバパパ アネット＝チゾン/さく 偕成社

おべんとうばこのうた さいとう しのぶ/構成・絵 チャイルド本社

おべんとうバス 真珠 まりこ/作・絵 チャイルド本社

おまえうまそうだな 宮西 達也/作・絵 ポプラ社

おめんです いしかわ こうじ/作・絵 偕成社

おやおやおやさい 石津 ちひろ/文　山村 浩二/絵 福音館書店

かたあしだちょうのエルフ おのき がく/文・絵 ポプラ社

かばくん 岸田 衿子/さく 福音館書店

からすのパンやさん かこ さとし/絵と文 偕成社

かわいそうなぞう つちや ゆきお/ぶん　たけべ もといちろう/え 金の星社

ガンピーさんのふなあそび ジョン・バーニンガム/さく ほるぷ出版

きつねのでんわボックス 戸田 和代/作　たかす かずみ/絵 金の星社

キャベツくん 長 新太/文・絵 文研出版

きょうりゅうのおおきさ 冨田 幸光/監修　岡本 三紀夫/イラスト チャイルド本社

きょだいなきょだいな 長谷川 摂子/作 福音館書店

きんぎょがにげた 五味 太郎/作 福音館書店

くだものいろいろかくれんぼ いしかわ こうじ/作・絵 ポプラ社

くまのコールテンくん ドン・フリーマン/作 偕成社

くものすおやぶん　とりものちょう 秋山 あゆ子/さく 福音館書店

グリーンマントのピーマンマン さくら ともこ/作　中村 景児/絵 岩崎書店

クリスマス 【大きな園行事えほんシリーズ】 チャイルド本社

大型絵本（50音順）



タ　イ　ト　ル 著　者 出版者

大型絵本（50音順）

ぐりとぐら なかがわ りえこ/〔さく〕　おおむら ゆりこ/〔え〕 福音館書店

ぐりとぐらのえんそく 中川 李枝子/文　山脇 百合子/絵 福音館書店

ぐりとぐらのおきゃくさま 中川 李枝子/文　山脇 百合子/絵 福音館書店

ぐるんぱのようちえん 西内 みなみ/さく 福音館書店

グレート・ワンダーシップへようこそ！ 五味 太郎/作 偕成社

けいろうのひ・きんろうかんしゃのひ 【大きな園行事えほんシリーズ】 チャイルド本社

月ようびはなにたべる？ エリック・カール/え　もり ひさし/やく 偕成社

こすずめのぼうけん ルース・エインズワース/作 福音館書店

三びきのこぶた 瀬田 貞二/やく　山田 三郎/え 福音館書店

三びきのやぎのがらがらどん マーシャ・ブラウン/え　せたていじ/やく 偕成社

サンドイッチサンドイッチ 小西 英子/作 福音館書店

しっぽのはたらき 川田 健/作　薮内 正幸/絵 福音館書店

しゅっぱつしんこう！ 山本 忠敬/作 福音館書店

しりとりのだいすきなおうさま 中村 翔子/作　はた こうしろう/絵 すずき出版

スイミー レオ・レオニ/作 好学社

すっぽんぽんのすけ もとした いずみ/作　荒井 良二/絵 すずき出版

すてきな三にんぐみ トミー＝アンゲラー/さく 偕成社

すみっこのおばけ 武田 美穂/作 ポプラ社

せつぶん 【大きな園行事えほんシリーズ】 チャイルド本社

せんたくかあちゃん さとう わきこ/作・絵 福音館書店

ぞうくんのさんぽ なかの ひろたか/さく・え 福音館書店

そらまめくんのベッド なかや みわ/さく・え 福音館書店

たなばた 【大きな園行事えほんシリーズ】 チャイルド本社

たまごにいちゃん あきやま ただし/作・絵 鈴木出版

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

たまごのえほん いしかわこうじ/作 童心社

たまごをこんこんこん あかま あきこ/作 チャイルド本社

だるまさんが かがくい ひろし/作 ブロンズ新社

だるまさんと かがくい ひろし/作 ブロンズ新社

だるまさんの かがくい ひろし/作 ブロンズ新社

だるまちゃんとかみなりちゃん 加古 里子/さく・え 福音館書店



タ　イ　ト　ル 著　者 出版者

大型絵本（50音順）

だるまちゃんとてんぐちゃん 加古 里子/さく・え 福音館書店

ダンゴムシ　みつけたよ 皆越 ようせい/写真・文 ポプラ社

ちいさなきいろいかさ にしまき かやこ/イラスト　もり ひさし/シナリオ 金の星社

ちいさなくれよん 篠塚 かをり/作　安井 淡/絵 金の星社

ちからたろう いまえ よしとも/ぶん　たしま せいぞう/え ポプラ社

ちびくろさんぼ ヘレン・バンナーマン/作　フランク・トビアス/絵 瑞雲社

ちびゴリラのちびちび ルース・ボーンスタイン/さく ほるぷ出版

でんしゃでいこうでんしゃでかえろう 間瀬 なおかた/作・絵 チャイルド本社

でんしゃにのって とよた かずひこ/著 アリス館

どうぞのいす 香山 美子/作　柿本 幸造/絵 チャイルド本社

どうぶついろいろかくれんぼ いちかわ こうじ/作・絵 ポプラ社

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

となりのたぬき せな けいこ/作・絵 鈴木出版

とべバッタ 田島 征三/作 偕成社

ともだちや 内田 麟太郎/作　降矢 なな/絵 偕成社

とんとんとん あきやま ただし/作・絵 金の星社

とんとんとんとん ひげじいさん 藤本 ともひこ/構成・絵 チャイルド本社

なつのいちにち はた こうしろう/作 偕成社

なにをたべてきたの？ 岸田 衿子/文　長野 博一/絵 佼成出版社

にじいろの　さかな マーカス・フィスター/作 講談社

にゃーご 宮西 達也/作・絵 鈴木出版

にんじんとごぼうとだいこん 和歌山 静子/作 鈴木出版

ねずみくんのチョッキ なかえ よしを/作 ポプラ社

ノラネコぐんだん　パンこうじょう 工藤 ノリコ/作 白泉社

のっているのは だあれ？ 新井 洋行/作 偕成社

のりものいろいろかくれんぼ いしかわ こうじ/作・絵 ポプラ社

はじめてのおつかい 筒井 頼子/さく 福音館書店

はじめまして 新沢 としひこ/作 鈴木出版

はっぱのおうち 征矢 清/作　林 明子/え 福音館書店

花さき山 斎藤 隆介/作　滝平 二郎/絵 岩崎書店

はなすもんかー！ 宮西 達也/作・絵 鈴木出版



タ　イ　ト　ル 著　者 出版者

大型絵本（50音順）

パパ、お月さまとって！ エリック＝カール/さく 偕成社

はははのはなし 加古 里子/作 福音館書店

バムとケロのおかいもの 島田 ゆか/作・絵 文溪堂

バムとケロのさむいあさ 島田 ゆか/作・絵 文溪堂

バムとケロのそらのたび 島田 ゆか/作・絵 文溪堂

バムとケロのもりのこや 島田 ゆか/作・絵 文溪堂

はらぺこあおむし エリック・カール/さく 偕成社

バルボンさんのおでかけ とよた かずひこ/著 アリス館

半日村 斎藤 隆介/作　滝平 二郎/絵 岩崎書店

ひさの星 斎藤 隆介/作　岩崎 ちひろ/絵 岩崎書店

ひつじぱん あきやま ただし/作・絵 すずき出版

ひなまつり・こどものひ 【大きな園行事えほんシリーズ】 チャイルド本社

100かいだてのいえ いわい としお/作 偕成社

100にんのサンタクロース 谷口 智則/作･絵 文溪堂

ぴょーん まつおか たつひで/作・絵 ポプラ社

ふしぎなキャンディーやさん みやにし たつや/作・絵　 金の星社

フレデリック レオ・レオニ/作 好学社

へびくんのおさんぽ いとう ひろし/作・絵 鈴木出版

ぼくにげちゃうよ マーガレット・Ｗ．ブラウン/ぶん ほるぷ出版

まどから★おくりもの 五味 太郎/作・絵 偕成社

みんなうんち 五味 太郎/作 福音館書店

めっきらもっきら　どおんどん 長谷川 摂子/作　ふりや なな/画 福音館書店

もこもこもこ 谷川 俊太郎/作 文研出版

もちつき・おしょうがつ 【大きな園行事えほんシリーズ】 チャイルド本社

モチモチの木 斎藤 隆介/作　滝平 二郎/絵 岩崎書店

ももたろう 松居 直/文　赤羽 末吉/画 福音館書店

もりのおふろ 西村 敏雄/作 福音館書店

もりのかくれんぼ 末吉 暁子/作　林 明子/絵 偕成社

もりもりくまさん 長野 ヒデ子/作　スズキ コージ/絵 すずき出版

やさいさん tupera topera/さく 学研プラス

りんごがドスーン 多田 ヒロシ/文・絵 文研出版



タ　イ　ト　ル 著　者 出版者

大型絵本（50音順）

れいぞうこ 新井 洋行／作・絵 偕成社

わにわにのおふろ 小風 さち/ぶん　山口 マオ/え 福音館書店

わんわんわんわん 高畠 純/作 理論社


