
書名　巻次 著者名 出版社
あいうえおうさま 寺村　輝夫【著】,和歌山　静子，杉浦　範茂【画】, 理論社
あいうえおっとせい 谷川　俊太郎【著】,白根　美代子【画】 さえら書房
あおがえる 朝鮮青年社
あおくんときいろちゃん レオ・レオーニ【著】,藤田　圭雄【訳】 至光社
あさになったのでまどをあけますよ 荒井　良二【著】 偕成社
あしたのてんきははれくもりあめ 野坂　勇作【著】 福音館書店
あっぱれアスパラ郎 川端　誠【著】 ビーエル出版
あのときすきになったよ 薫　くみこ【著】,飯野　和好【画】 教育画劇
あのやまこえてどこいくの ひろかわ　さえこ【著】 アリス館
あまがえるりょこうしゃ 松岡　たつひで【著】 福音館書店
あめふりのおおさわぎ デイビッド・シャノン【著】,小川　仁央【訳】 評論社
あらまっ！ ケイト・ラム【著】,エイドリアン・ジョンソン【画】,石津　ちひろ【訳】 小学館
アリからみると 桑原　隆一【著】,栗林　慧【写真】 福音館書店
ありとすいか たむら　しげる【著】 ポプラ社
あれこれたまご とりやま　みゆき【著】,中の　滋【画】 福音館書店
アンジュール ガブリエル・バンサン【著】 ビーエル出版
アントン・ベリーのながいたび 天沼　春樹【著】,出久根　育【画】 すずき出版
石の卵 山田　英春【著】 福音館書店
いちがんこく 川端　誠【著】 クレヨンハウス
１ねん１くみの１にち 川島　敏生【写真】 アリス館
一休さん 杉山　亮【著】,長野　ヒデ子【画】 小学館
いっすんぼうし いもと　ようこ【著】 金の星社
いなばのしろうさぎ いもと　ようこ【著】 金の星社
犬になった王子 君島　久子【著】,後藤　仁【画】 岩波書店
いのちをいただく 内田　美智子【著】,魚戸　おさむ 講談社
いのちは見えるよ 及川　和男【著】,長野　ヒデ子【画】 岩崎書店
いもむしってね… 澤口　たまみ【著】,あずみ虫【画】 福音館書店
うきわねこ 蜂飼　耳【著】,牧野　千穂【画】 ブロンズ新社
うさぎのユック 絵門　ゆう子【著】,山中　翔之郎【画】 金の星社
うそつきのつき 内田　麟太郎【著】,荒井　良二【画】 文渓堂
海のいのち 立松　和平【著】,伊勢　英子【画】 ポプラ社
うらしまたろう いもと　ようこ【著】 金の星社
オー・スッパ 越野　民雄【著】,高畠　純【画】 講談社
おうちにいれちゃだめ！ ケヴィン・ルイス【著】,ディヴィッド・エルコリーニ【画】,長友　恵子【訳】 フレーベル館
おおおかさばき 川端　誠【著】 クレヨンハウス
おおきなかぶ トルストイ【著】,内田　莉莎子【訳】,佐藤　忠良【画】 福音館書店
おおきな木 シェル・シルヴァスタイン【著】,村上　春樹【訳】 あすなろ書房
おかあさんどこいったの？ レベッカ・コッブ【著】,おーなり　由子【訳】 ポプラ社
おかしなゆきふしぎなこおり 片平　孝【写真】 ポプラ社
おじいちゃんがおばけになったわけ キム・フォップス・オーカソン【著】,エヴァ・エリクソン【画】,菱木　晃子【訳】 あすなろ書房
おじいちゃんとのやくそく 石津　ちひろ【著】,松成　真理子【画】 光村教育図書
おしりたんてい トロル【著】 ポプラ社
おしりたんていププッおおどろぼうあらわる！ トロル【著】 ポプラ社
おしりたんていププッきえたおべんとうのなぞ！ トロル【著】 ポプラ社
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！？トロル【著】 ポプラ社
おしりたんていププッレインボーダイヤをさがせ！ トロル【著】 ポプラ社
おっきょちゃんとかっぱ 長谷川　摂子【著】,降矢　奈々【画】 福音館書店
おどるねこざかな わたなべ　ゆういち【著】 フレーベル館
おなら 長　新太【著】 福音館書店
おにのめん 川端　誠【著】 クレヨンハウス
おにころちゃんとりゅうのはな やぎ　たみこ【著】 岩崎書店
おふろおばけ 村田　エミコ【著】 大日本図書
おへんじください。 山脇　恭【著】,小田桐　昭【画】 偕成社
おむすびころりん いもと　ようこ【著】 金の星社
おやゆびひめ ハンス・クリスチャン・アンデルセン【著】,斉藤　洋【訳】,西巻　茅子【画】 岩崎書店
およぐ なかの　ひろたか【著】 福音館書店
かあさんになったあーちゃん ねじめ　正一【著】,長野　ヒデ子【画】 偕成社
かあさんねずみのおくりもの 谷　真介【著】,赤坂　三好【画】 小峰書店
かいじゅうたちのいるところ モーリス・センダック【著】,じんぐう　てるお【訳】 冨山房
怪僧タマネギ坊 川端　誠【著】 ビーエル出版
かえでの葉っぱ デイジー・ムラースコヴァー【著】,関沢　明子【訳】,出久根　育【画】 理論社
かえるがみえる 馬場　のぼる【画】,まつおか　きょうこ【著】 こぐま社
かえるの竹取ものがたり 俵　万智【著】,斎藤　隆夫【画】 福音館書店



かえんだいこ 川端　誠【著】 クレヨンハウス
学童疎開のこどもたち うえすみひさこ　文・画 技術経済研究所
かぐやひめ いもと　ようこ【著】 金の星社
かぜのこもりうた くどう　なおこ【著】,あべ　弘士【画】 童話屋
かぞえうたのほん 岸田　衿子【著】,スズキ　コージ【画】 福音館書店
かちかちやま いもと　ようこ【著】 金の星社
かばくんのおかいもの ひろかわ　さえこ【著】 あかね書房
かみコップでつくろう よしだ　きみまろ【著】 福音館書店
カムイチカプ 藤村　久和【著】,手島　圭三郎【画】 絵本塾出版
かむさりやまのおまじない 三浦　しをん【原著】,山岡　みね【著】 徳間書店
かもとりごんべえ いもと　ようこ【著】 金の星社
川のいのち 立松　和平【著】,横松　桃子【画】 くもん出版
かんじのえほん漢字の絵本 五味　太郎【著】 岩崎書店
ガンピーさんのドライブ ジョン・バーニンガム【著】,みつよし　なつや【訳】 ほるぷ出版
木のいのち 立松　和平【著】,山中　桃子【画】 くもん出版
木のすきなケイトさん Ｈ．ジョゼフ・ホプキンズ【著】,ジル・マケルマリー【画】,池本　佐恵子【訳】 ビーエル出版
木のすきなケイトさん Ｈ．ジョゼフ・ホプキンズ【著】,ジル・マケルマリー【画】,池本　佐恵子【訳】 ビーエル出版
木のすきなケイトさん Ｈ．ジョゼフ・ホプキンズ【著】,ジル・マケルマリー【画】,池本　佐恵子【訳】 ビーエル出版
キウイじいさん 渡辺　茂男【著】,長　新太【画】 クレヨンハウス
ききみみずきん 木下　順二【著】,初山　滋【画】 岩波書店
ききみみずきん いもと　ようこ【著】 金の星社
きちょうめんななまけもの ねじめ　正一【著】,村上　康成【画】 教育画劇
きっときってかってきて ことばあそびの会【著】,金川　禎子【画】 さえら書房
キツネ マーガレット・ワイルド【著】,ロン・ブルックス【画】,寺岡　襄【訳】 ビーエル出版
きつねをつれてむらまつり こわせ　たまみ【著】,二俣　英五郎【画】 教育画劇
きもち 谷川　俊太郎【著】,長　新太【画】 福音館書店
キャベツくん 長　新太【著】 文研出版
キャベツくん 長　新太【著】 文研出版
９９９ひきのきょうだい 木村　研【著】,村上　康成【画】 ひさかたチャイルド
きょうとあしたのさかいめ 最上　一平【著】,渡辺　有一【画】 教育画劇
教室はまちがうところだ 蒔田　晋治【著】,長谷川　知子【画】 子どもの未来社
金のさかな Ａ．プーシキン【著】,松谷　さやか【訳】,ワレーリー・ワシーリエフ【画】 偕成社
きんいろのとき アルビン・トレッセルト【著】,ロジャー・デュボアザン【画】,江國　香織【訳】 ほるぷ出版
きんいろのとけい 片山　令子【著】,柳生　まち子【画】 クレヨンハウス
きんぎょのトトとそらのくも 西巻　茅子【著】 こぐま社
くじらをたすけたピーター Ｃ．ラツシュ【著】,Ｍ．ヘダーウイック【画】,さとり　まりこ【訳】 金の星社
くすのきだんちは１０かいだて 武鹿　悦子【著】,末崎　茂樹【画】 ひかりのくに
くまくん 二宮　由紀子【著】,あべ　弘士【画】 ひかりのくに
くまモンたびにっき　東京編 ポプラ社
雲のてんらん会　新装版 いせ　ひでこ【著】 講談社
クリスマスまであと九日 マリー・ホール・エッツ【著】,アウロラ・ラバスティダ【著】,田辺　五十鈴【訳】 冨山房
クレヨンからのおねがい！ ドリュー・デイウォルト【著】,オリヴァー・ジェファーズ【画】,木坂　涼【訳】 ほるぷ出版
くろねこさんしろねこさん 得田　之久【著】,和歌山　静子【画】 童心社
ことばあそびうた 谷川　俊太郎【著】,瀬川　康男【画】 福音館書店
言葉図鑑　１ 五味　太郎【著】 偕成社
このよでいちばんはやいのは ロバート・フローマン【原著】,天野　祐吉【訳】,あべ　弘士【画】 福音館書店
こびとのくつや ヤーコプ・ルードヴィヒ・グリム，ヴィルヘルム・カール・グリム【原著】,いもと　ようこ【著】,金の星社
こぶたはなこさんのおべんとう くどう　なおこ【著】,いけずみ　ひろこ【画】 童話屋
こぶとりじいさん いもと　ようこ【著】 金の星社
ごめんね、けしごむさん おおはし　なつこ【著】,いしい　よしの【画】 新風舎
ごんごろじゃがいも いわさ　ゆうこ【著】 童心社
こんこんさまにさしあげそうろう 森　はな【著】,梶山　俊夫【画】 ＰＨＰ研究所
こんなおみせしってる？ 藤原　マキ【著】 福音館書店
こんなしっぽでなにするの？ スティーブ・ジェンキンズ，ロビン・ペイジ【著】,佐藤　見果夢【訳】, 評論社
こんや、妖怪がやってくる 君島　久子【著】,小野　かおる【画】 岩波書店
最初の質問 長田　弘【著】,いせ　ひでこ【画】 講談社
サカサかぞくのだんながなんだ 宮西　達也【著】 ほるぷ出版
サカサかぞくのだんなキスがスキなんだ 宮西　達也【著】 ほるぷ出版
サカサかぞくのだんなしぶいぶしなんだ 宮西　達也【著】 ほるぷ出版
さくら 長谷川　摂子【著】,矢間　芳子【画】 福音館書店
ざっそう 甲斐　信枝【著】 福音館書店
さとりくん 五味　太郎【著】 クレヨンハウス
さるかにがっせん いもと　ようこ【著】 金の星社
さるじぞう いもと　ようこ【著】 金の星社



３びきのくま レフ・ニコラェヴィチ・トルストイ【著】,バスネツォフ【画】,おがさわら　とよき【訳】 福音館書店
三びきのコブタのほんとうの話 ジョン・シェスカ【著】,レイン・スミス【画】,いくしま　さちこ【訳】 岩波書店
三びきのやぎのがらがらどん マーシャ・ブラウン【画】,せた　ていじ【訳】 福音館書店
ジェイミー・オルークとなぞのプーカ トミー・デ・パオラ【著】,福本　友美子【訳】 光村教育図書
視覚ミステリーえほん ウォルター・ウィック【著】,林田　康一【訳】 あすなろ書房
じごくへいった三人 谷　真介【著】,赤坂　三好【画】 佼成出版社
じしゃくのふしぎ フランクリン　Ｍ．ブランリー【著】,トゥルー・ケリー【画】,かなもり　じゅんじろう【訳】 福音館書店
したのどうぶつえん あき　びんご【著】 くもん出版
七ふくじんとおしょうがつ 山末　やすえ【著】,伊東　美貴【画】 教育画劇
じっちょりんのふゆのみち かとう　あじゅ【著】 文渓堂
しっぽのつり いもと　ようこ【著】 金の星社
しっぽのはたらき 川田　健【著】,薮内　正幸【画】 福音館書店
しもばしら 野坂　勇作【著】 福音館書店
１１ぴきのねこどろんこ 馬場　のぼる【著】 こぐま社
１１ぴきのねこふくろのなか 馬場　のぼる【著】 こぐま社
十二支のお節料理 川端　誠【著】 ビーエル出版
十二支のはじまり 谷　真介【著】,赤坂　三好【画】 佼成出版社
十二支のはじまり 岩崎　京子【著】,二俣　英五郎【画】 教育画劇
しゅくだい いもと　ようこ【著】 岩崎書店
しょうたとなっとう 星川　ひろ子【著】,星川　治雄【著】 ポプラ社
シロナガスクジラより大きいものっているの ロバート　Ｅ．ウェルズ【著】,せな　あいこ【訳】 評論社
しんかんせんの１にち 溝口　イタル【画】 交通新聞社
シンドバッドの冒険 ルドミラ・ゼーマン【著】,脇　明子【訳】 岩波書店
スイミー レオ・レオニ【著】,谷川　俊太郎【訳】 好学社
ずーっとずっとだいすきだよ ハンス・ウィルヘルム【著】,久山　太市【訳】 評論社
すえっこおおかみ ラリー・デーン・ブリマー【著】,ホセ・アルエゴ，アリアンヌ・デューイ【画】, あすなろ書房
せいちゃん 松成　真理子【著】 ひさかたチャイルド
せかいでいちばんつよい国 デビッド・マッキー【著】,なかがわ　ちひろ【訳】 光村教育図書
ぜつぼうの濁点 原田　宗典【著】,柚木　沙弥郎【画】 教育画劇
せんりゅうのえほん 西本　鶏介【編著】,斎藤　隆夫【画】 すずき出版
そうべえふしぎなりゅうぐうじょう たじま　ゆきひこ【著】 童心社
そうべえまっくろけのけ 田島　征彦【著】 童心社
そばせい 川端　誠【著】 クレヨンハウス
そらからみると みねお　みつ【著】 ＰＨＰ研究所
そらとぶねこざかな わたなべ　ゆういち【著】 フレーベル館
だーいすきなものパチリ！ 管　洋志【著】,横浜市立盲特別支援学校の子どもたち【写真】 日本標準
たいくつなトラ しまむら　ゆうこ【著】,たるいし　まこ【画】 福音館書店
だいこんだんめんれんこんざんねん 加古　里子【著】 福音館書店
だいこんどのむかし 渡辺　節子【著】,二俣　英五郎【画】 ほるぷ出版
たがや 川端　誠【著】 クレヨンハウス
だっこだっこのねこざかな わたなべ　ゆういち【著】 フレーベル館
たなばた 君島　久子【著】,初山　滋【画】 福音館書店
たのきゅう 川端　誠【著】 クレヨンハウス
田んぼのいのち 立松　和平【著】,横松　桃子【画】 くもん出版
たんぽぽ 平山　和子【著】 福音館書店
たんぽぽヘリコプター まど　みちお【著】,南塚　直子【画】 小峰書店
ちいさいおうち バージニア・リー・バートン【著】,石井　桃子【訳】 岩波書店
ちいさなくれよん 篠塚　かをり【著】,安井　淡【画】 金の星社
ちか１００かいだてのいえ 岩井　俊雄【著】 偕成社
ちゅうしゃなんかこわくない 穂高　順也【著】,長谷川　義史【画】 岩崎書店
注文の多い料理店 宮沢　賢治【著】,島田　睦子【画】 偕成社
ちょろりんととっけー 降矢　なな【著】 福音館書店
チンパンジーとさかなどろぼう ジョン・キラカ【著】,若林　ひとみ【訳】 岩波書店
月夜のバス 杉　みき子【著】,黒井　健【画】 偕成社
つるのおんがえし いもと　ようこ【著】 金の星社
てじなでだましっこ 佐伯　俊男【著】 福音館書店
テスの木 ジェス　Ｍ．ブロウヤー【著】,ピーター　Ｈ．レイノルズ【画】,なかがわ　ちひろ【訳】 主婦の友社
てん ピーター・レイノルズ【著】,谷川　俊太郎【訳】 あすなろ書房
でんしゃでいこうでんしゃでかえろう 間瀬　なおかた【著】 ひさかたチャイルド
どうするティリー？ レオ・レオーニ【著】,谷川　俊太郎【訳】 あすなろ書房
どうぶつげんきにじゅういさん 山本　省三【著】,はせがわ　かこ【画】 講談社
どうぶつさいばんタンチョウは悪代官か？ 竹田津　実【著】,あべ　弘士【画】 偕成社
どうぶつさいばんライオンのしごと 竹田津　実【著】,あべ　弘士【画】 偕成社
どうぶつえんのおいしゃさん 降矢　洋子【著】 福音館書店



どうぶつえんのみんなの１日 福田　豊文【写真】,なかの　ひろみ【著】 アリス館
とうろうながし 松谷　みよ子【著】,丸木　俊【画】 偕成社
となりのせきのますだくん 武田　美穂【著】 ポプラ社
とべしろふくろう 新坂　和男【著】 岩崎書店
トマトのひみつ 山口　進【著】 福音館書店
ともだちをたすけたゾウたち わしお　としこ【著】,遠山　繁年【画】 教育画劇
とらとほしがき パク　ジェヒョン【著】,おおたけ　きよみ【訳】 光村教育図書
とりになったきょうりゅうのはなし 大島　英太郎【著】 福音館書店
どろぼうがっこうぜんいんだつごく かこ　さとし【著】 偕成社
どろんこそうべえ たじま　ゆきひこ【著】 童心社
どんぐり こうや　すすむ【著】 福音館書店
どんぐりと山ねこ 宮沢　賢治【著】,徳田　秀雄【画】 講談社
どんなときもきみを アリスン・マギー【著】,パスカル・ルメートル【画】,のざか　えつこ【訳】 岩崎書店
どんなにきみがすきだかあててごらん サム・マクブラットニィ【著】,アニタ・ジェラーム【画】,小川　仁央【訳】 評論社
ないたあかおに 浜田　廣介【著】,野村　たかあき【画】 講談社
長ぐつをはいたねこ ハンス・フィッシャー【著】,やがわ　すみこ【訳】,シャルル・ペロー【原著】 福音館書店
なすの与太郎 川端　誠【著】 ビーエル出版
なつのいけ 塩野　米松【著】,村上　康成【画】 ひかりのくに
なつのいちにち はた　こうしろう【著】 偕成社
なにをかこうかな マーグレット・レイ【著】,Ｈ．Ａ．レイ【画】,中川　健蔵【訳】 文化出版局
生麦生米生卵 齋藤　孝【編】,長谷川　義史【著】 ほるぷ出版
にげろ！ねこざかな わたなべ　ゆういち【著】 フレーベル館
ニコラスどこにいってたの？ レオ・レオーニ【著】,谷川　俊太郎【訳】 あすなろ書房
にじ さくらい　じゅんじ【著】,いせ　ひでこ【画】 福音館書店
にじいろのさかなしましまをたすける マーカス・フィスター【著】,谷川　俊太郎【訳】 講談社
忍者にんにく丸 川端　誠【著】 ビーエル出版
ねこざかな わたなべ　ゆういち【著】 フレーベル館
ねこざかなとうみのおばけ わたなべ　ゆういち【著】 フレーベル館
ねこざかなのおしっこ わたなべ　ゆういち【著】 フレーベル館
ねこざかなのたまご わたなべ　ゆういち【著】 フレーベル館
ねこざかなのはなび わたなべ　ゆういち【著】 フレーベル館
ねずみじょうど 瀬田　貞二【著】,丸木　位里【画】 福音館書店
ねずみのよめいり いもと　ようこ【著】 金の星社
ねずみくんとおてがみ なかえ　よしを【著】,上野　紀子【画】 ポプラ社
ねずみくんとホットケーキ なかえ　よしを【著】,上野　紀子【画】 ポプラ社
ねずみくんのクリスマス なかえ　よしを【著】,上野　紀子【画】 ポプラ社
ねずみくんのしりとり なかえ　よしを【著】,上野　紀子【画】 ポプラ社
ねずみくんのチョッキ なかえ　よしを【著】,上野　紀子【画】 ポプラ社
ねむりのはなし ポール・シャワーズ【著】,ウェンディ・ワトソン【画】,こうやま　じゅん【訳】 福音館書店
ねむるねこざかな わたなべ　ゆういち【著】 フレーベル館
のぞく 天野　祐吉【著】,後藤田　三朗【写真】,大社　玲子【画】 福音館書店
のんびりオウムガイとせっかちアンモナイト 三輪　一雄【著】 偕成社
バーナムの骨 トレイシー　Ｅ．ファーン【著】,ボリス・クリコフ【画】,片岡　しのぶ【訳】 光村教育図書
はがぬけたらどうするの セルビー・ビーラー【著】,ブライアン・カラス【画】,こだま　ともこ【訳】 フレーベル館
はこぶ 鎌田　歩【著】 教育画劇
はたらく自動車ずかん 成美堂出版
鉢の木 たかし　よいち【著】,石倉　欣二【画】 ポプラ社
初雪のふる日 安房　直子【著】,こみね　ゆら【画】 偕成社
はなをくんくん ルース・クラウス【著】,マーク・シーモント【画】,きじま　はじめ【訳】 福音館書店
はなのあなのはなし 柳生　弦一郎【著】 福音館書店
はなのみち 岡　信子【著】,土田　義晴【画】 岩崎書店
はなさかじいさん いもと　ようこ【著】 金の星社
バムとケロのさむいあさ 島田　ゆか【著】 文渓堂
はやおきふっくらパンやさん 山本　省三【著】,はせがわ　かこ【画】 講談社
はるがきた ジーン・ジオン【著】,マーガレット・ブロイ・グレアム【画】,こみや　ゆう【訳】 主婦の友社
はるですよふくろうおばさん　新装版 長　新太【著】 講談社
はるにあえたよ 原　京子【著】,はた　こうしろう【画】 ポプラ社
ばんごはんはねこざかな わたなべ　ゆういち【著】 フレーベル館
ハンタイおばけ トム・マックレイ【著】,エレナ・オドリオゾーラ【画】,青山　南【訳】 光村教育図書
パンやのろくちゃん 長谷川　義史【著】 小学館
ピーマンマンとよふかし大まおう さくら　ともこ【著】,中村　景児【画】 岩崎書店
火の鳥 斎藤　隆介【著】,滝平　二郎【画】 岩崎書店
光の旅かげの旅 アン・ジョナス【著】,内海　まお【訳】 評論社
ビス・ビス・ビス星ものがたり 手塚　治虫【著】 河出書房新社



ひつじぐものむこうに あまん　きみこ【著】,長谷川　知子【画】 文研出版
ひとあしひとあし レオ・レオニ【著】,谷川　俊太郎【訳】 好学社
１つぶのおこめ デミ【著】,さくま　ゆみこ【訳】 光村教育図書
ひとめあがり 川端　誠【著】 クレヨンハウス
１００００００ぼんのブナの木 塩野　米松【著】,村上　康成【画】 ひかりのくに
１００かいだてのいえ 岩井　俊雄【著】 偕成社
ふかいあな キャンデス・フレミング【著】,エリック・ローマン【画】,なかがわ　ちひろ【訳】 あすなろ書房
ふくろうくん アーノルド・ローベル【著】,三木　卓【訳】 文化出版局
ふしぎなともだち たじま　ゆきひこ【著】 くもん出版
ふゆのあさ 村上　康成【著】 ひかりのくに
ふゆめがっしょうだん 長　新太【著】,冨成　忠夫，茂木　透【写真】, 福音館書店
ふるやのもり 瀬田　貞二【著】,田島　征三【画】 福音館書店
プレゼントはなあに 高畠　純【著】 絵本館
フンガくん 国松　エリカ【著】 小学館
へいわってすてきだね 安里　有生【著】,長谷川　義史【画】 ブロンズ新社
へらない稲たば 李　錦玉【著】,朴　民宜【画】 岩崎書店
ホームランを打ったことのない君に 長谷川　集平【著】 理論社
ぼく、だんごむし 得田　之久【著】,たかはし　きよし【画】 福音館書店
ぼくのかえりみち ひがし　ちから【著】 ビーエル出版
ぼくのニセモノをつくるには ヨシタケ　シンスケ【著】 ブロンズ新社
ぼくのふとん 鈴木　のりたけ【著】 ＰＨＰ研究所
ぼくは一ねんせいだぞ 福田　岩緒【著】 童心社
ぼくはうちゅうじん 中川　ひろたか【著】,はた　こうしろう【画】 アリス館
ぼくたちまたなかよしさ ハンス・ウィルヘルム【著】,久山　太市【訳】 評論社
星と月の生まれた夜 ドオウグラス・グティエレス【著】,マリア・フェルナンダ・オリベル【画】,山本　厚子【訳】河出書房新社
ボタンちゃん 小川　洋子【著】,岡田　千晶【画】 ＰＨＰ研究所
ボタンちゃん 小川　洋子【著】,岡田　千晶【画】 ＰＨＰ研究所
ボタンちゃん 小川　洋子【著】,岡田　千晶【画】 ＰＨＰ研究所
北加伊道 関屋　敏隆【著】 ポプラ社
ぽっかぽかだいすきおさるさん 福田　幸広【著】 ポプラ社
ホネホネどうぶつえん 大西　成明【写真】,松田　素子【著】 アリス館
ほんとうのことをいってもいいの？ パトリシア　Ｃ．マキサック【著】,ジゼル・ポター【画】,福本　由紀子【訳】 ビーエル出版
まいごのねこざかな わたなべ　ゆういち【著】 フレーベル館
牧場のいのち 立松　和平【著】,山中　桃子【画】 くもん出版
まさかさかさま動物回文集　新版 石津　ちひろ【著】,長　新太【画】 河出書房新社
魔術師キャッツ Ｔ．Ｓ．エリオット【著】,エロール・ル・カイン【画】,田村　隆一【訳】 ほるぷ出版
街のいのち 立松　和平【著】,横松　桃子【画】 くもん出版
まちんと 松谷　みよ子【著】,司　修【画】 偕成社
まどからおくりもの 五味　太郎【著】 偕成社
まゆとおに 富安　陽子【著】,降矢　なな【画】 福音館書店
まるいちきゅうのまるいちにち エリック・カール,安野　光雅【編】 童話屋
まんじゅうこわい 川端　誠【著】 クレヨンハウス
みずいろのぞう ｎａｋａｂａｎ【著】 ほるぷ出版
みずたまのたび アンヌ・クロザ【著】,こだま　しおり【訳】 西村書店
みずたまのたび アンヌ・クロザ【著】,こだま　しおり【訳】 西村書店
みずたまのたび アンヌ・クロザ【著】,こだま　しおり【訳】 西村書店
みずたまレンズ 今森　光彦【著】 福音館書店
みどりいろのたね たかどの　ほうこ【著】,太田　大八【画】 福音館書店
みょうがやど 川端　誠【著】 クレヨンハウス
みんなうんち 五味　太郎【著】 福音館書店
みんなをのせてバスのうんてんしさん 山本　省三【著】,はせがわ　かこ【画】 講談社
みんなはらぺこ 井上　正治
むしたちのうんどうかい 得田　之久【著】,久住　卓也【画】 童心社
むしたちのえんそく 得田　之久【著】,久住　卓也【画】 童心社
むしたちのおんがくかい 得田　之久【著】,久住　卓也【画】 童心社
めぐろのさんま 川端　誠【著】 クレヨンハウス
もぐらバス うちの　ますみ【著】 偕成社
もっと、お話しよう 子供みらい室　家庭のみらい創造委員会・作　古小路浩典・絵　親業訓練協会・監修社団法人　横浜青少年会議所
ものぐさトミー ペーン・デュボア【著】,松岡　享子【訳】 岩波書店
ももたろう 松居　直【著】,赤羽　末吉【画】 福音館書店
ももたろう いもと　ようこ【著】 金の星社
もりのおとぶくろ わたり　むつこ【著】,でくね　いく【画】 のら書店
もりのかくれんぼう 末吉　暁子【著】,林　明子【画】 偕成社
もりでひとりぼっち ボリスラフ・ストエフ



森のともだち 文：たけうちすみこ　絵：うえもといさむ 東京電力
やさいでぺったん よしだ　きみまろ【著】 福音館書店
山のいのち 立松　和平【著】,伊勢　英子【画】 ポプラ社
槍ヶ岳山頂 川端　誠【著】 ビーエル出版
ゆうひのしずく あまん　きみこ【著】,しのとお　すみこ【画】 小峰書店
雪の上のなぞのあしあと あべ　弘士【著】 福音館書店
ゆきのひ 加古　里子【著】 福音館書店
ゆらゆらチンアナゴ 横塚　眞己人【写真】,江口　絵理【著】 ほるぷ出版
妖怪図鑑 常光　徹【著】,飯野　和好【画】 童心社
ようせいアリス デイビッド・シャノン【著】,小川　仁央【訳】 評論社
よつごのこりすはるくんのおすもう 西村　豊【著】 アリス館
淀川ものがたりお船がきた日 小林　豊【著】 岩波書店
よるくまクリスマスのまえのよる 酒井　駒子【著】 白泉社
よわいかみつよいかたち　新版 かこ　さとし【著】 童心社
４ひきのりっぱなこぐま アーノルド・ローベル【著】,こみや　ゆう【訳】 好学社
ライオンとねずみ リーセ・マニケ【著】,大塚　勇三【訳】 岩波書店
ランパンパン マギー・ダフ【著】,ホセ・アルエゴ，アリアンヌ・ドウィ【画】, 評論社
りゆうがあります ヨシタケ　シンスケ【著】 ＰＨＰ研究所
りゅうぐうのおよめさん 松谷　みよ子【著】,朝倉　摂【画】 ポプラ社
ルリユールおじさん いせ　ひでこ【著】 講談社
わたししんじてるの 宮西　達也【著】 ポプラ社
わたしのあかちゃん 澤口　たまみ【著】,津田　真帆【画】 福音館書店
わたしのゆたんぽ きたむら　さとし【画】 偕成社
ワニのライルがやってきた バーナード・ウェーバー【著】,小杉　佐恵子【訳】 大日本図書
ワニくんとパーティーにいったんだ ジュディス・カー【著】,こだま　ともこ【訳】 徳間書店


