
書名　巻次 著者名 出版社
１，２，３，どうぶつえんへ エリック・カール【著】 偕成社
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
１００かいだてのいえ 岩井　俊雄【著】 偕成社
１００まんびきのねこ ワンダ・ガアグ【著】,石井　桃子【訳】 福音館書店
１００万回生きたねこ 佐野　洋子【著】 講談社
１００万回生きたねこ 佐野　洋子【著】 講談社
１０までかぞえられるこやぎ アルフ・プリョイセン【著】,山内　清子【訳】,林　明子【画】 福音館書店
１１ぴきのねこ 馬場　のぼる【著】 こぐま社
１１ぴきのねことあほうどり 馬場　のぼる【著】 こぐま社
１１ぴきのねことぶた 馬場　のぼる【著】 こぐま社
１１ぴきのねことへんなねこ 馬場　のぼる【著】 こぐま社
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
１１ぴきのねこマラソン大会　改訂新版 馬場　のぼる【著】 こぐま社
１４の心をきいて つちだ　よしはる【著】 ＰＨＰ研究所
１４ひきのあきまつり いわむら　かずお【著】 童心社
１４ひきのあさごはん いわむら　かずお【著】 童心社
１４ひきのおつきみ いわむら　かずお【著】 童心社
１４ひきのおつきみ いわむら　かずお【著】 童心社
１４ひきのかぼちゃ いわむら　かずお【著】 童心社
１４ひきのこもりうた いわむら　かずお【著】 童心社
１４ひきのさむいふゆ いわむら　かずお【著】 童心社
１４ひきのせんたく いわむら　かずお【著】 童心社
１４ひきのぴくにっく いわむら　かずお【著】 童心社
１４ひきのひっこし いわむら　かずお【著】 童心社
１４ひきのやまいも いわむら　かずお【著】 童心社
１つぶのおこめ デミ【著】,さくま　ゆみこ【訳】 光村教育図書
１ねん１くみの１にち 川島　敏生【写真】 アリス館
１ねんに３６５のたんじょう日プレゼントをもらったベンジャミン ジュディ・バレット【著】,ロン・バレット【画】,まつおか　きょうこ【訳】 偕成社
２ひきのわるいねずみのおはなし ビアトリクス・ポター【著】,石井　桃子【訳】 福音館書店
３６人のパパ イアン・リュック・アングルベール【著】,ひろはた　えりこ【訳】 小峰書店
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
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
５にんのぼく５にんめのぼく かこ　さとし【著】,大竹　伸一【画】 農山漁村文化協会
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
９９９ひきのきょうだいのおとうと 木村　研【著】,村上　康成【画】 ひさかたチャイルド
９９９ひきのきょうだいのおひっこし 木村　研【著】,村上　康成【画】 ひさかたチャイルド
９９９ひきのきょうだいのはるですよ 木村　研【著】,村上　康成【画】 ひさかたチャイルド
ＺＯＯＭ イシュトバン・バンニャイ【著】 ブッキング
アーサーといもうと リリアン・ホーバン【著】,光吉　夏弥【訳】 文化出版局
アーサーのクリスマス・プレゼント リリアン・ホーバン【著】,木島　始【訳】 文化出版局
アーニーっていかしてる エミリー・トンプソン【著】,トム・クーク【画】,せな　あいこ【訳】 評論社
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
あいうえおのき レオ・レオニ【著】,谷川　俊太郎【訳】 好学社
あいうえおばけのおまつりだ うえの　あきお【著】,美濃　瓢吾【画】 長崎出版
アイウエ王とカキクケ公 武井　武雄【原著】,三芳　悌吉【著】 童心社
あいさつ団長 よしなが　こうたく【著】 長崎出版
あいつもともだち 内田　麟太郎【著】,降矢　なな【画】 偕成社
あおいしまのゾウガメどん かこ　さとし【著】 偕成社
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
あかいくつ　改訂 アンデルセン【原著】,かんざわ　としこ【著】,いわさき　ちひろ【画】 偕成社
あかいセミ 福田　岩緒【著】 文研出版
あかいセミ 福田　岩緒【著】 文研出版
あかいそりにのったウーフ 神沢　利子【著】,井上　洋介【画】 ポプラ社
あかいてぶくろ 中尾　彰【著】 童心社
あかいふうせん ラモリス【原著】,岸田　衿子【著】,岩崎　ちひろ【画】 偕成社
あかいリボンのおくりもの 藤田　良子【著】,末崎　茂樹【画】 金の星社
あかちゃんがやってきた エミリー　Ｐ．キングズリー【著】,リチャード・ウォールズ【画】,せな　あいこ【訳】 評論社
あかちゃんからのおくりもの 渡辺　リオ【著】 ポプラ社
あかちゃんてね 星川　ひろ子，星川　治雄【著】, 小学館
あかにんじゃ 穂村　弘【著】,木内　達朗【画】 岩崎書店
あきですよ 柴田　晋吾【著】,津田　真帆【画】 金の星社
あくび 中川　ひろたか【著】,飯野　和好【画】 文渓堂
あけましておめでとう 中川　ひろたか【著】,村上　康成【画】 童心社
あさがお 荒井　真紀【著】 金の星社
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
あしたのぼくは… みやにし　たつや【著】 ポプラ社
あしたもともだち 内田麟太郎 偕成社
あしにょきにょき 深見　春夫【著】 岩崎書店
あそぼう さいとう　やすひさ【著】 教育画劇
あたまにつまった石ころが キャロル・オーティス・ハースト【著】,ジェイムズ・スティーブンソン【画】,千葉　茂樹【訳】 光村教育図書
あたまにつまった石ころが キャロル・オーティス・ハースト【著】,ジェイムズ・スティーブンソン【画】,千葉　茂樹【訳】 光村教育図書
あたらしいおふとん アン・ジョナス【著】,角野　栄子【訳】 あかね書房
あっ、あぶない コリン・マクノートン【著】,オーシロ　笑美【訳】 ほるぷ出版
あっ、オオカミだ！ ステファニー・ブレイク【著】,ふしみ　みさを【訳】 あすなろ書房
あっぱれアスパラ郎 川端　誠【著】 ビーエル出版
アップルおばさんのアップルパイ 竹下　文子【著】,上條　滝子【画】 フレーベル館
アップルパイをつくりましょ マージョリー・プライスマン【著】,角野　栄子【訳】 ビーエル出版
アデレード トミー・ウンゲラー【著】,池内　紀【訳】 ほるぷ出版
あなたをずっとずっとあいしてる 宮西　達也【著】 ポプラ社
あなのなかには… レベッカ・コッブ【著】,長友　恵子【訳】 フレーベル館
アナベルとふしぎなけいと マック・バーネット【著】,ジョン・クラッセン【画】,なかがわ　ちひろ【訳】 あすなろ書房
あのこはだあれ あまん　きみこ【著】,かのめ　かよこ【画】 リーブル（地方小）
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
あひるのジマイマのおはなし ビアトリクス・ポター【著】,石井　桃子【訳】 福音館書店
あほう村の九助 大川　悦生【著】,福田　庄助【画】 ポプラ社
アボカド・ベイビー ジョン・バーニンガム【著】,青山　南【訳】 ほるぷ出版
あまがえるりょこうしゃ 松岡　たつひで【著】 福音館書店
あまくておいしいこいのものがたり ジョナス・リベイロ【著】,タチアナ・パイヴァ【画】,おびか　ゆうこ【訳】 光村教育図書
あめだま 新美　南吉【著】,長野　ヒデ子【画】,保坂　重政【編】 にっけん教育出版社
あめのひ ユリー・シュルヴィッツ【著】,矢川　澄子【訳】 福音館書店
あめのひのトランペット 安房　直子【著】,葉　祥明【画】 金の星社
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
アメリカワニです、こんにちは モーリス・センダック【著】,神宮　輝夫【訳】 ＮＮ１９９９０３１６５９００００００００
あらいぐま洗車センター 岡林　ちひろ【著】,おおさわ　ちか【画】 長崎出版
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
アランの歯はでっかいぞこわーいぞ ジャーヴィス∥著,青山南∥訳 ビーエル出版
アリーとふしぎなきのみ 米山　永一【著】 フレーベル館
ありがとう 川端　誠【著】 理論社
ありがとう、フォルカーせんせい パトリシア・ポラッコ【著】,香咲　弥須子【訳】 岩崎書店
ありがとう、フォルカーせんせい パトリシア・ポラッコ【著】,香咲　弥須子【訳】 岩崎書店
ありがとうともだち 内田　麟太郎【著】,降矢　なな【画】 偕成社
アリからみると 桑原　隆一【著】,栗林　慧【写真】 福音館書店
アリからみると 桑原　隆一【著】,栗林　慧【写真】 福音館書店



アリとくらすむし 島田　たく【写真】 ポプラ社
ありとすいか たむら　しげる【著】 ポプラ社
アルバートの感謝祭 レスリー・トライオン【著】,川端　誠【訳】 ビーエル出版
アレクサンダとぜんまいねずみ レオ・レオニ【著】,谷川　俊太郎【訳】 好学社
アレクサンダとぜんまいねずみ レオ・レオニ【著】,谷川　俊太郎【訳】 好学社
アレクセイと泉のはなし 本橋　成一【著】 アリス館
あれこれたまご とりやま　みゆき【著】,中の　滋【画】 福音館書店
あわぶくかいじゅうモクモクだい 浅野　ななみ【著】,米山　永一【画】 金の星社
アンジェロ デビッド・マコーレイ【著】,千葉　茂樹【訳】 ほるぷ出版
アンジュール ガブリエル・バンサン【著】 ビーエル出版
アンジュール ガブリエル・バンサン【著】 ビーエル出版
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
アンナの赤いオーバー ハリエット・ジィーフェルト【著】,アニタ・ローベル【画】,松川　真弓【訳】 評論社
アンネ・フランク ジョゼフィーン・プール【著】,アンジェラ・バレット【画】,片岡　しのぶ【訳】 あすなろ書房
いいからいいから 長谷川　義史【著】 絵本館
いいからいいから　２ 長谷川　義史【著】 絵本館
イエペはぼうしがだいすき 石亀　泰郎【写真】,文化出版局編集部【著】 文化出版局
いさごむしのよっ子ちゃん 早船　ちよ【著】,市川　禎男【画】 新日本出版社
いじわるなないしょオバケ ティエリー・ロブレヒト【著】,フィリップ・ホーセンス【画】,野坂　悦子【訳】 文渓堂
イソップどうわ　１ イソップ【原著】,川崎　洋【著】,黒井　健【画】,他【画】 小学館
いたいのいやだかゆいのごめん かこ　さとし【著】,藤本　四郎【画】 農山漁村文化協会
いたずらカラスのハンス ヴィルヘルム・ブッシュ【著】,上田　真而子【訳】 岩波書店
いたずら王子バートラム アーノルド・ローベル【著】,ゆもと　かずみ【訳】 偕成社
いたずら子犬ポシャンとポトム ヴィルヘルム・ブッシュ【著】,上田　真而子【訳】 岩波書店
いただきまーす・ごちそうさま 五味　太郎【著】 岩崎書店
イタチとみずがみさま 内田　麟太郎【著】,山本　孝【画】 岩崎書店
いちがんこく 川端　誠【著】 クレヨンハウス
いちごばたけでつかまえた 清水　達也【著】,土田　義晴【画】 教育画劇
いちにちおばけ ふくべ　あきひろ【著】,かわしま　ななえ【画】 ＰＨＰ研究所
いちにちおもちゃ ふくべ　あきひろ【著】,かわしま　ななえ【画】 ＰＨＰ研究所
いちにちこんちゅう ふくべ　あきひろ【著】,かわしま　ななえ【画】 ＰＨＰ研究所
いちにちどうぶつ ふくべ　あきひろ【著】,かわしま　ななえ【画】 ＰＨＰ研究所
いちにちのりもの ふくべ　あきひろ【著】,かわしま　ななえ【画】 ＰＨＰ研究所
いちにちぶんぼうぐ ふくべ　あきひろ【著】,かわしま　ななえ【画】 ＰＨＰ研究所
いちにちむかしばなし ふくべ　あきひろ【著】,かわしま　ななえ【画】 ＰＨＰ研究所
いちばんたかいのだあれ マイケル・グレイニエツ【著】,ほその　あやこ【訳】 金の星社
いっきょくいきまぁす 長谷川　義史【著】 ＰＨＰ研究所
いっしょだよ 小寺卓矢【写真・文】 アリス館
いっしょにきしゃにのせてって ジョン・バーニンガム【著】,長田　弘【訳】 ほるぷ出版
いっすんぼうし いもと　ようこ【著】 金の星社
いっすんぼうし 石井　桃子【著】,秋野　不矩【画】 福音館書店
いっすんぼうし 令丈　ヒロ子【著】,堀川　理万子【画】 講談社
いったいぜんたいどうなってたことか ケン・レイニイ【著】,いまえ　よしとも【訳】 ビーエル出版
いっぴきおおかみのそろり 福田　岩緒【著】 教育画劇
いっぽんの木のそばで Ｇ．ブライアン・カラス【著】,石津　ちひろ【訳】 ビーエル出版
いつもちこくのおとこのこ ジョン・バーニンガム【著】,たにかわ　しゅんたろう【訳】 あかね書房
いつもみていた ジャネット・ウィンター【著】,まえざわ　あきえ【訳】 福音館書店
いなばのしろうさぎ いもと　ようこ【著】 金の星社
イヌカウコドモ 金森　美智子【著】,スギヤマ　カナヨ【画】 童話屋
いのしし 前川　貴行【著】 アリス館
いのちとからだのなぞなぞなんだ かこ　さとし【著】,清原　一秀【画】 農山漁村文化協会
いのちのカプセルまゆ 新開　孝【著】 ポプラ社
いのちのつながり 中村　運【著】,佐藤　直行【画】 福音館書店
いのちのまつり 草場　一壽【著】,平安座　資尚【画】 サンマーク出版
いのちは見えるよ 及川　和男【著】,長野　ヒデ子【画】 岩崎書店
いのちをいただく 内田　美智子【著】,魚戸　おさむ 講談社
いもいもほりほり 西村　敏雄【著】 講談社
いもほりコロッケ おだ　しんいちろう【著】,こば　ようこ【画】 講談社
いもむしってね… 澤口　たまみ【著】,あずみ虫【画】 福音館書店
いやだいやだのスピンキー ウィリアム・スタイグ【著】,おがわ　えつこ【訳】 セーラー出版
いるかのカーフ ロバート　Ａ．モリス【著】,マモル・フナイ【画】,杉浦　宏【訳】 文化出版局
いろいろおふろはいり隊！ 穂高　順也【著】,西村　敏雄【画】 教育画劇
いろいろこねこ マーガレット・ワイズ・ブラウン【著】,アリス・プロベンセン，マーティン・プロベンセン【画】, 講談社
いろいろへんないろのはじまり アーノルド・ローベル【著】,まきた　まつこ【訳】 冨山房
いろはにほへと 今江　祥智【著】,長谷川　義史【画】 ビーエル出版
ウーフはあかちゃんみつけたよ 神沢　利子【著】,井上　洋介【画】 ポプラ社
ウエズレーの国 ポール・フライシュマン【著】,ケビン・ホークス【画】,千葉　茂樹【訳】 あすなろ書房
うえへまいりまぁす 長谷川　義史【著】 ＰＨＰ研究所
うきわねこ 蜂飼　耳【著】,牧野　千穂【画】 ブロンズ新社
うさぎおばさんのとくべつりょうり おぼ　まこと【著】 ぎょうせい
うさぎさんてつだってほしいの シャーロット・ゾロトウ【著】,モーリス・センダック【画】,こだま　ともこ【編】 冨山房
うさぎたちのにわ レオ・レオニ【著】,谷川　俊太郎【訳】 好学社
うさぎちゃんうみへいく せな　けいこ【著】 金の星社
うさぎちゃんスキーへいく せな　けいこ【著】 金の星社
うさぎちゃんつきへいく せな　けいこ【著】 金の星社
ウサギとカメ 蜂飼　耳【著】,たしろ　ちさと【画】 岩崎書店
うさぎのくれたバレエシューズ 安房　直子【著】,南塚　直子【画】 小峰書店
うさぎのみみはなぜながい 北川　民次【著】 福音館書店
うさぎのユック 絵門　ゆう子【著】,山中　翔之郎【画】 金の星社
うさぎをつくろう レオ・レオニ【著】,谷川　俊太郎【訳】 好学社
うさたろうのばけもの日記 せな　けいこ【著】 童心社
うしはどこでも「モ～！」 エレン・スラスキー・ワインスティーン【著】,ケネス・アンダーソン【画】,桂　かい枝【訳】 すずき出版
うそ 中川　ひろたか【著】,ミロコ　マチコ【画】 金の星社
うそ・つき 木曽　秀夫【著】 フレーベル館
うそつきのつき 内田　麟太郎【著】,荒井　良二【画】 文渓堂
うたうしじみ 児島　なおみ【著】 偕成社
うたうしじみ 児島　なおみ【著】 偕成社
うたがみえるきこえるよ エリック・カール【著】,森　比左志【訳】 偕成社
うたがみえるきこえるよ エリック・カール【著】,森　比左志【訳】 偕成社
うたっておどっておなかでラビコ やすい　すえこ【著】,なかの　ひろたか【画】 フレーベル館
うちがいっけんあったとさ ルース・クラウス【著】,モーリス・センダック【画】,わたなべ　しげお【訳】 岩波書店
うちにかえったガラゴ 島田　ゆか【著】 文渓堂
うちのなまくらさん ポール・ジェラティ【著】,せな　あいこ【訳】 評論社
うちゅうスケート たむら　しげる【著】 リブロポート
うどんのうーやん 岡田　よしたか【著】 ブロンズ新社
うまやのそばのなたね 新美　南吉【著】,鈴木　靖将【画】 新樹社
うまれたよ！カイコ 新開　孝【写真】,小杉　みのり【著】 岩崎書店
うまれたよ！カタツムリ 武田　晋一【写真】,ボコヤマ　クリタ【著】 岩崎書店
うまれたよ！カメ 関　慎太郎【写真】 岩崎書店
うまれたよ！クワガタムシ 山口　進【写真】 岩崎書店
うまれてきた子ども 佐野　洋子【著】 ポプラ社
うみの１００かいだてのいえ 岩井　俊雄【著】 偕成社
うみのかくれんぼ ひさかたチャイルド
うみのでんしゃぼくらの江ノ電 中島　章作【著】 小峰書店
うみをあげるよ 山下　明生【著】,村上　勉【画】 偕成社
うめじいのたんじょうび かがくい　ひろし【著】 講談社
うらしまたろう 松谷　みよ子【著】,岩崎　ちひろ【画】 偕成社
うらしまたろう 大川　悦生【著】,村上　幸一【画】 ポプラ社



うらしまたろう 令丈　ヒロ子【著】,たなか　鮎子【画】 講談社
うらしまたろう いもと　ようこ【著】 金の星社
うりこひめ 松谷　みよ子，つかさ　おさむ【著】, 童心社
ウリボウなかよしだいかぞく 結城　モイラ【著】,福田　幸広【写真】 ポプラ社
うんがにおちたうし フィリス・クラシロフスキー【著】,ピーター・スパイアー【画】,みなみもと　ちか【訳】 ポプラ社
うんちレストラン 新開　孝【写真】,伊地知　英信【著】 ポプラ社
うんどうかいをはじめます 宮川　ひろ【著】,たなか　まきこ【画】 新日本出版社
えいごえほんぞうさんのピクニック 村上　勉【著】 あかね書房
えすがたあねさま 大川　悦生【著】,梅田　俊作【画】 ポプラ社
えものはどこだ 五味　太郎【著】 岩崎書店
エリック・カールの動物さんぽ エリック・カール【著】,ゆあさ　ふみえ【訳】 偕成社
エルマー！エルマー！ デビッド・マッキー【著】,きたむら　さとし【訳】 ビーエル出版
エルマーがとんだ デビッド・マッキー【著】,きたむら　さとし【訳】 ビーエル出版
エルマーとエルドーおじいちゃん デビッド・マッキー【著】,きたむら　さとし【訳】 ビーエル出版
エルマーとカンガルー デビッド・マッキー【著】,きたむら　さとし【訳】 ビーエル出版
エルマーとちょうちょ デビッド・マッキー【著】,きたむら　さとし【訳】 ビーエル出版
エルマーとまいごのクマ デビッド・マッキー【著】,きたむら　さとし【訳】 ビーエル出版
エルマーのたけうま デビッド・マッキー【著】,きたむら　さとし【訳】 ビーエル出版
エルマーのゆきあそび デビッド・マッキー【著】,きたむら　さとし【訳】 ビーエル出版
えんそくおにぎり 宮野　聡子【著】 講談社
えんそくのおみやげは 宮川　ひろ【著】,たなか　まきこ【画】 新日本出版社
えんそくバス 中川　ひろたか【著】,村上　康成【画】 童心社
えんぴつびな 長崎　源之助【著】,長谷川　知子【画】 金の星社
えんぴつびな 長崎　源之助【著】,長谷川　知子【画】 金の星社
えんぴつびな 長崎　源之助【著】,長谷川　知子【画】 金の星社
えんまとおっかさん 内田　麟太郎【著】,山本　孝【画】 岩崎書店
おうじょさまとなかまたち アローナ・フランケル【著】,もたい　なつう【訳】 すずき出版
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
オー・スッパ 越野　民雄【著】,高畠　純【画】 講談社
おおおかさばき 川端　誠【著】 クレヨンハウス
オオカミがきた 蜂飼　耳【著】,ささめや　ゆき【画】 岩崎書店
オオカミグーのはずかしいひみつ きむら　ゆういち【著】,みやにし　たつや【画】 童心社
オオカミさん、いまなんじ？ デビ・グリオリ【著】,長友　恵子【訳】 すずき出版
おおかみと七ひきのこやぎ ヤコブ・グリム，ウィルヘルム・グリム【著】,フェリクス・ホフマン【画】, 福音館書店
おおきくなりすぎたくま リンド・ワード【著】,渡辺　茂男【訳】 ほるぷ出版
おおきなおおきなたまご 篠崎　三朗【著】 ぎょうせい
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
おおきなきがほしい 佐藤　さとる【著】,村上　勉【画】 偕成社
おおきなきがほしい 佐藤　さとる【著】,村上　勉【画】 偕成社
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
オーラのたび イングリ・ドーレア，エドガー・ドーレア【著】,吉田　新一【訳】, 福音館書店
おかあさん、げんきですか。 後藤　竜二【著】 ポプラ社
おかあさん、げんきですか。 後藤　竜二【著】 ポプラ社
おかあさんだいすき　改版 まーじょりー・ふらっく【著】,大沢　昌助【画】,光吉　夏弥【編訳】 岩波書店
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
おかあさんの紙びな 長崎　源之助【著】,山中　冬児【画】 岩崎書店
おかあさんの紙びな 長崎　源之助【著】,山中　冬児【画】 岩崎書店
おかあさんはおこりんぼうせいじん スギヤマ　カナヨ【著】 ＰＨＰ研究所
おかあちゃんがつくったる 長谷川　義史【著】 講談社
おかえし 村山　桂子【著】,織茂　恭子【画】 福音館書店
おかぐら 脇　明子【著】,小野　かおる【画】 福音館書店
おかぐら 脇　明子【著】,小野　かおる【画】 福音館書店
おかぐら 脇　明子【著】,小野　かおる【画】 福音館書店
おきんの花かんざし 宮脇　紀雄【著】,井口　文秀【画】 金の星社
おこだでませんように くすのき　しげのり【著】,石井　聖岳【画】 小学館
おこる 中川　ひろたか【著】,長谷川　義史【画】 金の星社
おさるとぼうしうり エズフィール・スロボドキーナ【著】,まつおか　きょうこ【訳】 福音館書店
おさんぽぽいぽい 角野　栄子【著】,井上　洋介【画】 福音館書店
おじいさんとらいおん ジャック・デュケノワ【著】,大澤　晶【訳】 ほるぷ出版
おじいさんのはしご 花之内　雅吉【著】 岩崎書店
おじいちゃん ジョン・バーニンガム【著】,谷川　俊太郎【訳】 ほるぷ出版
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
おじいちゃんちのたうえ さこ　ももみ【著】 講談社
おじいちゃんとかくれんぼ ロブ・ルイス【著】,かねはら　みずひと【訳】 ほるぷ出版
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 長谷川　義史【著】 ビーエル出版
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 長谷川　義史【著】 ビーエル出版
おじいちゃんのごくらくごくらく 西本　鶏介【著】,長谷川　義史【画】 すずき出版
おじいちゃんの口笛 ウルフ・スタルク【著】,アンナ・ヘグルンド【画】,菱木　晃子【訳】 ほるぷ出版
おじいちゃんわすれないよ ベッテ・ウェステラ【著】,ハルメン・ファン・ストラーテン【画】,野坂　悦子【訳】 金の星社
おじさんのかさ 佐野　洋子【著】 講談社
おじさんのかさ 佐野　洋子【著】 講談社
おじさんのつえ 五味　太郎【著】 岩崎書店
おしゃべりくれよん パトリシア・ハバード【著】,Ｇ．ブライアン・カラス【画】,いしづ　ちひろ【訳】 ほるぷ出版
おしゃべりな毛糸玉 沢田　俊子【著】,小泉　るみ子【画】 文研出版
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おしりたんていがふたりいる！？ 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
オスカーのたんじょうパーティ ダン・エリオット【著】,ノルマン・シャルティエ【画】,野中　しぎ【訳】 偕成社
おそうじ隊長 よしなが　こうたく【著】 長崎出版
おそうじ隊長 よしなが　こうたく【著】 好学社
おぞうにくらべ 宮野　聡子【著】 講談社
おだんごぱん 瀬田　貞二【訳】,脇田　和【画】 福音館書店
おだんごぱん 瀬田　貞二【訳】,脇田　和【画】 福音館書店
おちびちゃんてよばないで ライザ・アレクサンダー【著】,トム・ブラノン【画】,せな　あいこ【訳】 評論社
おつきさんのき 長　新太【著】 教育画劇
おつきみうさぎ 中川　ひろたか【著】,村上　康成【画】 童心社
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
オットー トミー・ウンゲラー【著】,鏡　哲生【訳】 評論社
おっと合点承知之助 齋藤　孝【著】,つちだ　のぶこ【画】 ほるぷ出版
おでんさむらい　こぶまきのまき 内田　麟太郎【著】,西村　繁男【画】 くもん出版
おでんさむらい　しらたきのまき 内田　麟太郎【著】,西村　繁男【画】 くもん出版
おでんさむらい　ちくわのまき 内田　麟太郎【著】,西村　繁男【画】 くもん出版
おでんさむらい　ひやしおでんのまき 内田　麟太郎【著】,西村　繁男【画】 くもん出版
おとうさん 北沢　杏子【著】 岩崎書店
おとうさんとさんぽ にしかわ　おさむ【著】 教育画劇
おとうさんのおっぱいなぜあるの かこ　さとし【著】 農山漁村文化協会
おとうさんはウルトラマン／おとうさんの休日 みやにし　たつや【著】 学習研究社
おとうさんはまんねんひつ 大津　由紀雄【著】,藤枝　リュウジ【画】 岩波書店
おとうさんびっくり 広瀬　克也【著】 絵本館
おとうさんぼくね… 長谷川　義史【著】 保育社
おとうさんぼくゆめをみたんだ 大西　ひろみ【著】 教育画劇
おどってターニャ パトリシア・リー・ガウチ【著】,市川　里美【画】,竹下　文子【訳】 偕成社
おともだちになってね 岡本　一郎【著】,つちだ　よしはる【画】 金の星社
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



おにころちゃんとりゅうのはな やぎ　たみこ【著】 岩崎書店
オニじゃないよおにぎりだよ シゲタ　サヤカ【著】 えほんの杜
おにたのぼうし あまん　きみこ【著】,岩崎　ちひろ【画】 ポプラ社
おにたのぼうし あまん　きみこ【著】,岩崎　ちひろ【画】 ポプラ社
おにのめん 川端　誠【著】 クレヨンハウス
おにはうち 中川　ひろたか【著】,村上　康成【画】 童心社
おによりつよいおよめさん 井上　よう子【著】,吉田　尚令【画】 岩崎書店
おねだりグウ 梅田　千鶴【著】 フレーベル館
おばあさんのすぷーん 神沢　利子【著】,富山　妙子【画】 福音館書店
おばあちゃんがいるといいのにな 松田　素子【著】,石倉　欣二【画】 ポプラ社
おばあちゃんすごい！ 中川　ひろたか【著】,村上　康成【画】 童心社
おばあちゃんのえほん 谷川　俊太郎【著】,まろい　洋子【画】 リブロポート
おばあちゃんをすてちゃいやだ 福井　達雨【編】,馬嶋　純子【画】 偕成社
おはいんなさいえりまきに 角野　栄子【著】,牧野　鈴子【画】 金の星社
おばけなんてこわくない 中川　ひろたか【著】,村上　康成【画】 童心社
おばけのきもだめし 内田　麟太郎【著】,山本　孝【画】 岩崎書店
おばけのひっこし さがら　あつこ【著】,沼野　正子【画】 福音館書店
おばけの花見 内田　麟太郎【著】,山本　孝【画】 岩崎書店
おはなしばんざい アーノルド・ローベル【著】,三木　卓【訳】 文化出版局
おひさまのおかげです 米山　永一【著】 フレーベル館
おひさまもりでよろしくね やすい　すえこ【著】,秋里　信子【画】 フレーベル館
おふろおばけ 村田　エミコ【著】 大日本図書
おふろだいすき 松岡　享子【著】,林　明子【画】 福音館書店
おへそのあな 長谷川　義史【著】 ビーエル出版
おへそのカニくん 柴田　佐和子【著】,末崎　茂樹【画】 ひくまの出版
おへんじください。 山脇　恭【著】,小田桐　昭【画】 偕成社
おほしさまかいて エリック・カール【著】,さの　ようこ【訳】 偕成社
おまえうまそうだな 宮西　達也【著】 ポプラ社
おみせやさん 角野　栄子【著】,田畑　精一【画】 童心社
おむすびころりん いもと　ようこ【著】 金の星社
おめでとう 川端　誠【著】 理論社
おもしろどうぶつずかん 鈴木　まもる【著】 金の星社
おもちのきもち かがくい　ひろし【著】 講談社
おやつがほーいどっさりほい 梅田　俊作，梅田　佳子【著】, 新日本出版社
おやゆびひめ アンデルセン【原著】,立原　えりか【著】,いわさき　ちひろ【画】 講談社
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
おりがみのはらであそびましょ あまん　きみこ【著】,南塚　直子【画】 小学館
オレゴンの旅 ラスカル【著】,ルイ・ジョス【画】,山田　兼士【訳】 セーラー出版
おれはティラノサウルスだ 宮西　達也【著】 ポプラ社
おんがくねずみジェラルディン レオ・レオニ【著】,谷川　俊太郎【訳】 好学社
おんちょろきょう 木暮正夫 ほるぷ出版
オンロックがやってくる 小野　かおる【著】 福音館書店
お月さまってどんなあじ ミヒャエル・グレイニェク【著】,いずみ　ちほこ【訳】 セーラー出版
お月さまってどんなあじ ミヒャエル・グレイニェク【著】,いずみ　ちほこ【訳】 セーラー出版
お月さんはきつねがすき 神沢　利子【著】,井上　洋介【画】 ポプラ社
お月さんももいろ 松谷　みよ子【著】,井口　文秀【画】 ポプラ社
お正月さんありがとう 内田　麟太郎【著】,山本　孝【画】 岩崎書店
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
かあさんのいす ベラ　Ｂ．ウイリアムズ【著】,佐野　洋子【訳】 あかね書房
がいこつさん 五味　太郎【著】 文化出版局
かいじゅういろごん 高畠　ひろき【著】 フレーベル館
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
かえうたかえうたこいのぼり 石井　聖岳【著】 講談社
かえってきたカエル 中川　ひろたか【著】,村上　康成【画】 童心社
かえってきたさけ フレッド・フレガー【著】,アーノルド・ローベル【画】,杉浦　宏【訳】 文化出版局
かえってきた小おに しみず　みちを【著】,鈴木　義治【画】 岩崎書店
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
かえるの王さま ヤーコプ・ルードヴィヒ・グリム【原著】,ヴィルヘルム・カール・グリム【原著】,矢川　澄子【著】 教育画劇
かえんだいこ 川端　誠【著】 クレヨンハウス
かぐやひめ いもと　ようこ【著】 金の星社
かくれんぼおに 小出　保子【著】 ぎょうせい
かげ 新美　南吉【著】,鈴木　靖将【画】 新樹社
かさこじぞう 岩崎　京子【著】,新井　五郎【画】 ポプラ社
かさこじぞう 岩崎　京子【著】,新井　五郎【画】 ポプラ社
かさじぞう 瀬田　貞二【著】,赤羽　末吉【画】 福音館書店
かさじぞう 瀬田　貞二【著】,赤羽　末吉【画】 福音館書店
かずあそびウラパン・オコサ 谷川　晃一【著】 童心社
ガスパールこいをする アン・グットマン【著】,ゲオルグ・ハレンスレーベン【画】,石津　ちひろ【訳】 ブロンズ新社
かぜがふいたら ルース・パーク【著】,デボラ・ナイランド【画】,前沢　明枝【訳】 朔北社
かぜのこもりうた くどう　なおこ【著】,あべ　弘士【画】 童話屋
かぜひいた もとした　いづみ【著】,なかむら　さちこ【画】 偕成社
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
かたあしだちょうのエルフ おのき　がく【著】 ポプラ社
がたごとがたごと 内田　麟太郎【著】,西村　繁男【画】 童心社
かちかちやま 松谷　みよ子【著】,瀬川　康男【画】 フレーベル館
かちかちやま いもと　ようこ【著】 金の星社
がちょうのペチューニア ロジャー・デュボワザン【著】,松岡　享子【訳】 冨山房
カッパのあいさつ 高畠　那生【著】 長崎出版
かっぱのこいのぼり 内田　麟太郎【著】,山本　孝【画】 岩崎書店
かにむかし 木下　順二【著】,清水　崑【画】 岩波書店
かにむかし 木下　順二【著】,清水　崑【画】 岩波書店
カヌーはまんいん ナサニエル・ベンチリー【著】,アーノルド・ローベル【画】,三木　卓【訳】 文化出版局
カヌーはまんいん ナサニエル・ベンチリー【著】,アーノルド・ローベル【画】,三木　卓【訳】 文化出版局
かばくんのおかいもの ひろかわ　さえこ【著】 あかね書房
かばんうりのガラゴ 島田　ゆか【著】 文渓堂
かぶと３兄弟　五十郎・六十郎・七十郎の巻 宮西　達也【著】 教育画劇
がまんだがまんだうんちっち 梅田　俊作【著】 岩崎書店
カミさま全員集合！ 内田　麟太郎【著】,山本　孝【画】 岩崎書店
かみながひめ 有吉　佐和子【著】,秋野　不矩【画】 ポプラ社
かみなりむすめ 斎藤　隆介【著】,滝平　二郎【画】 岩崎書店
かみなりむすめ 斎藤　隆介【著】,滝平　二郎【画】 岩崎書店
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
カメレオンはどこ？ クレイグ　Ｋ．ストレート【著】,Ｊ．アルエゴ，Ａ．デュウェイ【画】, ほるぷ出版
かもとりごんべえ いもと　ようこ【著】 金の星社
かやねずみのおかあさん つちだ　いさむ【著】 フレーベル館
かようびのよる デヴィッド・ウィーズナー【著】,当麻　ゆか【訳】 徳間書店
からすたろう 八島　太郎【著】 偕成社
からすのおかしやさん かこ　さとし【著】 偕成社
からすのそばやさん かこ　さとし【著】 偕成社
からすのてんぷらやさん かこ　さとし【著】 偕成社
からすのやおやさん かこ　さとし【著】 偕成社
からだっていいな 山本　直英，片山　健【著】, 童心社
カルアシ・チミーのおはなし ビアトリクス・ポター【著】,石井　桃子【訳】 福音館書店
カルイタの伝説 アナ・マリア・デル・カルピオ【著】,デリオ・カルレス【画】,金田　直子【訳】 蝸牛新社
カロリーヌうみへいく　新装版 ピエール・プロブスト【著】,やました　はるお【訳】 ビーエル出版



カロリーヌキャンプにいく　新装版 ピエール・プロブスト【著】,やました　はるお【訳】 ビーエル出版
カロリーヌつきへいく　新装版 ピエール・プロブスト【著】,やました　はるお【訳】 ビーエル出版
カロリーヌのガリバーりょこう　新装版 ピエール・プロブスト【著】,やました　はるお【訳】 ビーエル出版
カロリーヌのだいサーカス　新装版 ピエール・プロブスト【著】,やました　はるお【訳】 ビーエル出版
カロリーヌのゆきあそび　新装版 ピエール・プロブスト【著】,やました　はるお【訳】 ビーエル出版
カロリーヌはめいたんてい　新装版 ピエール・プロブスト【著】,やました　はるお【訳】 ビーエル出版
カロリーヌパリへいく　新装版 ピエール・プロブスト【著】,やました　はるお【訳】 ビーエル出版
カロリーヌほっきょくへいく　新装版 ピエール・プロブスト【著】,やました　はるお【訳】 ビーエル出版
カロリーヌむかしのくにへ　新装版 ピエール・プロブスト【著】,やました　はるお【訳】 ビーエル出版
かわいそうなぞう 土家　由岐雄【著】,武部　本一郎【画】 金の星社
かわいそうなぞう 土家　由岐雄【著】,武部　本一郎【画】 金の星社
かわいそうなぞう 土家　由岐雄【著】,武部　本一郎【画】 金の星社
がわっぱ たかし　よいち【著】,斎藤　博之【画】 岩崎書店
カンガルーの子どもにもかあさんいるの エリック・カール【著】,さの　ようこ【訳】 偕成社
かんじのえほん漢字の絵本 五味　太郎【著】 岩崎書店
がんばれごん 木村　裕一【著】,岡村　好文【画】 偕成社
がんばれねずみのおてつだい 浅野　ななみ【著】,中村　景児【画】 金の星社
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
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
ガンピーさんのふなあそび ジョン・バーニンガム【著】,光吉　夏弥【訳】 ほるぷ出版
きいろいのはちょうちょ 五味　太郎【著】 偕成社
きいろとピンク ウィリアム・スタイグ【著】,おがわ　えつこ【訳】 セーラー出版
キウイじいさん 渡辺　茂男【著】,長　新太【画】 クレヨンハウス
きかんしゃやえもん 阿川　弘之【著】,岡部　冬彦【画】 岩波書店
ききみみずきん 岩崎　京子【著】,若菜　珪【画】 ポプラ社
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
ききみみずきん 木下　順二【著】,初山　滋【画】 岩波書店
ききゅうにのったまほうつかい デイビッド・マッキー【著】,安西　徹雄【訳】 アリス館
きたかぜとたいよう 蜂飼　耳【著】,山福　朱実【画】 岩崎書店
キタキツネのあかちゃん 結城　モイラ【著】,福田　幸広【写真】 ポプラ社
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
きつねとつきみそう こわせ　たまみ【著】,いもと　ようこ【画】 金の星社
きつねとねずみ ヴィタリー・ビアンキ【著】,内田　莉莎子【訳】,山田　三郎【画】 福音館書店
キツネどんのおはなし ビアトリクス・ポター【著】,石井　桃子【訳】 福音館書店
きつねのおきゃくさま あまん　きみこ【著】,二俣　英五郎【画】 サンリード
きつねのかみさま あまん　きみこ【著】,酒井　駒子【画】 ポプラ社
きつねのなんでもや 木曽　秀夫【著】 フレーベル館
きつねのホイティ シビル・ウェッタシンハ【著】,松岡　享子【訳】 福音館書店
きつねの花火 那須田　稔【著】,久米　宏一【画】 ポプラ社
きつねの窓 安房　直子【著】,織茂　恭子【画】 ポプラ社
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
きのこ 埴　沙萠【写真】 ポプラ社
きみがおしえてくれた。 今西　乃子【著】,加納　果林【画】 新日本出版社
きみなんかだいきらいさ ジャニス・メイ・ユードリー【著】,モーリス・センダック【画】,小玉　知子【訳】 冨山房
きみはしっている 五味　太郎【著】 岩崎書店
きみはほんとうにステキだね 宮西　達也【著】 ポプラ社
きもち 谷川　俊太郎【著】,長　新太【画】 福音館書店
きゃっきゃキャベツ いわさ　ゆうこ【著】 童心社
キャベツがたべたいのです シゲタ　サヤカ【著】 教育画劇
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
キャベツくんのおもいで 村上　純子【著】,童　きみか【画】 フレーベル館
ぎゅっとだっこ七五三 内田　麟太郎【著】,山本　孝【画】 岩崎書店
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
きょうのごはん 加藤　休ミ【著】 偕成社
きょうはなんてうんがいいんだろう 宮西　達也【著】 すずき出版
きょうはなんのひ 瀬田　貞二【著】,林　明子【画】 福音館書店
きょうはなんのひ 瀬田　貞二【著】,林　明子【画】 福音館書店
きょうはハロウィン 平山　暉彦【著】 福音館書店
きょうりゅうたち ペギー・パリッシュ【著】,アーノルド・ローベル【画】,杉浦　宏【訳】 文化出版局
きょうりゅうとあそんだジュンくん 小野寺　悦子【著】,宮崎　耕平【画】 教育画劇
きょうりゅうのかいかた くさの　だいすけ【著】,薮内　正幸【画】 岩波書店
ぎょうれつのできるケーキやさん ふくざわ　ゆみこ【著】 教育画劇
ぎょうれつのできるすうぷやさん ふくざわ　ゆみこ【著】 教育画劇
ぎょうれつのできるはちみつやさん ふくざわ　ゆみこ【著】 教育画劇
ぎょうれつのできるパンやさん ふくざわ　ゆみこ【著】 教育画劇
ぎょうれつのできるレストラン ふくざわ　ゆみこ【著】 教育画劇
きらいさきらい 中川　ひろたか【著】,工藤　ノリコ【画】 理論社
きりぎりすくん アーノルド・ローベル【著】,三木　卓【訳】 文化出版局
きんいろのきつね 大川　悦生【著】,赤羽　末吉【画】 ポプラ社
きんいろのしか 唯野　元弘【著】,清水　耕蔵【画】 すずき出版
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
くいしんぼうのグウ 梅田　千鶴【著】 フレーベル館
くいしんぼうのはなこさん 石井　桃子【著】,なかたに　ちよこ【画】 福音館書店
ぐーぐーぺこぺこ 中村　陽子【著】 岩崎書店
くぎになったソロモン ウィリアム・スタイグ【著】,おがわ　えつこ【訳】 セーラー出版
くさびら もとした　いづみ【著】,竹内　通雅【画】 講談社
くしゃくしゃびりびりえん 山田　節子【著】 新日本出版社
くじらだ 五味　太郎【著】 岩崎書店
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
くだものだもの 石津　ちひろ【著】,山村　浩二【画】 福音館書店
くまくん 二宮　由紀子【著】,あべ　弘士【画】 ひかりのくに
くまくん　おやすみ シンディ・ゼッカース【画】,アデレイド・ホール【訳】,中野　完二 文化出版局
くまさんにあげる 神沢　利子【著】,平山　英三【画】 童心社
くまさんのえ、ください 西村　祐見子【著】,土田　義晴【画】 フレーベル館
くまぞうさあーん 高橋　透【著】 ぎょうせい
クマとうさんのこもりうた デビ・グリオリ【著】,山口　文生【訳】 評論社
くまのがっこう あだち　なみ【画】,あいはら　ひろゆき【著】 ブロンズ新社
くまのがっこうおでかけジャッキー あだち　なみ【画】,あいはら　ひろゆき【著】 ブロンズ新社
くまのがっこうジャッキーつきへいく あだち　なみ【画】,あいはら　ひろゆき【著】 ブロンズ新社
くまのがっこうジャッキーのいもうと あだち　なみ【画】,あいはら　ひろゆき【著】 ブロンズ新社
くまのがっこうジャッキーのうんどうかい あだち　なみ【画】,あいはら　ひろゆき【著】 ブロンズ新社
くまのがっこうジャッキーのおせんたく あだち　なみ【画】,あいはら　ひろゆき【著】 ブロンズ新社
くまのがっこうジャッキーのおたんじょうび あだち　なみ【画】,あいはら　ひろゆき【著】 ブロンズ新社
くまのがっこうジャッキーのクリスマス あだち　なみ【画】,あいはら　ひろゆき【著】 ブロンズ新社
くまのがっこうジャッキーのちいさなおはなし あだち　なみ【画】,あいはら　ひろゆき【著】 ブロンズ新社
くまのがっこうジャッキーのトマトづくり あだち　なみ【画】,あいはら　ひろゆき【著】 ブロンズ新社
くまのがっこうジャッキーのはつこい あだち　なみ【画】,あいはら　ひろゆき【著】 ブロンズ新社
くまのがっこうまんまるジャッキー あだち　なみ【画】,あいはら　ひろゆき【著】 ブロンズ新社
くまのこのとしこし 高橋　和枝【著】 講談社
くまの子ウーフのかいすいよく 神沢　利子【著】,井上　洋介【画】 ポプラ社
くまモンたびにっき　東京編 ポプラ社



くもさんおへんじどうしたの エリック・カール【著】,もり　ひさし【訳】 偕成社
くもりガラスのむこうには あまん　きみこ【著】,黒井　健【画】 岩崎書店
クラゲすいぞくかん 村上　龍男【写真】,なかの　ひろみ【著】 ほるぷ出版
クラゲゆらゆら 楚山　いさむ【著】 ポプラ社
グリーンマントのピーマンマン さくら　ともこ【著】,中村　景児【画】 岩崎書店
クリスマスイヴのこと クレメント・ムーア【著】,アニタ・ローベル【画】,松井　るり子【訳】 セーラー出版
クリスマスにはおくりもの 五味　太郎【著】 絵本館
クリスマスのおかいもの たしろ　ちさと【著】 講談社
クリスマスのおくりもの ジョン・バーニンガム【著】,長田　弘【訳】 ほるぷ出版
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
ぐりとぐら なかがわ　りえこ，おおむら　ゆりこ【著】, 福音館書店
ぐりとぐらのえんそく 中川　李枝子【著】,山脇　百合子【著】 福音館書店
ぐりとぐらのおおそうじ 中川　李枝子【著】,山脇　百合子【画】 福音館書店
ぐりとぐらのおきゃくさま 中川　李枝子，山脇　百合子【著】, 福音館書店
ぐりとぐらのかいすいよく 中川　李枝子【著】,山脇　百合子【画】 福音館書店
ぐるんぐるんつむじかぜ アーノルド・ローベル【著】,ふしみ　みさを【訳】 ほるぷ出版
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
くろうまブランキー 伊東　三郎【著】,堀内　誠一【画】 福音館書店
グロースターの仕たて屋 ビアトリクス・ポター【著】,石井　桃子【訳】 福音館書店
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
ぐんぐんせがのびるひみつ 大久保　友博【画】 少年写真新聞社
くんちゃんのだいりょこう ドロシー・マリノ【著】,石井　桃子【訳】 岩波書店
ゲーム・ブック　Ｎｏ．３ 五味　太郎【著】 偕成社
ゲーム・ブック　Ｎｏ．５ 五味　太郎【著】 偕成社
けがをした恐竜 黒川　みつひろ【著】 こぐま社
げたにばける 新美　南吉【著】,鈴木　靖将【画】 新樹社
ケチャップせんせいありがとう 舟崎　克彦【著】,黒井　健【画】 ポプラ社
けんかのきもち 柴田　愛子【著】,伊藤　秀男【画】 ポプラ社
けんかのきもち 柴田　愛子【著】,伊藤　秀男【画】 ポプラ社
げんききゅうしょくいただきます！ つちだ　よしはる【著】 童心社
げんきだしてヘリーモンスター ダン・エリオット【著】,ジョー・マシュー【画】,野中　しぎ【訳】 偕成社
げんきにごあいさつ 木村　裕一【著】,田中　四郎【画】 偕成社
ケンケンとびのけんちゃん 角野　栄子【著】,大島　妙子【画】 あかね書房
こいぬがうまれるよ ジョアンナ・コール【著】,ジェローム・ウェクスラー【写真】,つぼい　いくみ【訳】 福音館書店
こいぬのうんち クォン　ジョンセン【著】,チョン　スンガク【画】,ピョン　キジャ【訳】 平凡社
こいぬのうんち クォン　ジョンセン【著】,チョン　スンガク【画】,ピョン　キジャ【訳】 平凡社
こうまがうまれたよ 文・長崎源之助　絵・夏目尚吾 童心社
コートニー ジョン・バーニンガム【著】,谷川　俊太郎【訳】 ほるぷ出版
コーネリアス レオ・レオニ【著】,谷川　俊太郎【訳】 好学社
ゴーヤ 亀田　龍吉【著】 あかね書房
コーラルの海 サイモン・パトック【著】,スティーブン・ランバート【画】,かけがわ　やすこ【訳】 小峰書店
こおりのくにのシロクマおやこ 前川　貴行【著】 ポプラ社
ごきげんななめのてんとうむし エリック・カール【著】,森　比左志【訳】 偕成社
ごきげんならいおん ルィーズ・ファティオ【著】,ロジャー・デュボアザン【画】,村岡　花子【訳】 福音館書店
こぐまのたろ きたむら　えり【著】 福音館書店
ここにいたいあっちへいきたい レオ・レオニ【著】,谷川　俊太郎【訳】 好学社
ここにも、こけが… 越智　典子【著】,伊沢　正名【写真】 福音館書店
こころときもちのなぜなぜなぁに かこ　さとし【著】,沢田　真理【画】 農山漁村文化協会
こすずめのぼうけん ルース・エインワース【著】,石井　桃子【訳】,堀内　誠一【画】 福音館書店
コップをわったねずみくん なかえ　よしを【著】,上野　紀子【画】 ポプラ社
ことしのサンタはひげがない 鬼藤　あかね【著】 金の星社
ことばあそびうた 谷川　俊太郎【著】,瀬川　康男【画】 福音館書店
ことばあそびえほん 石津　ちひろ【著】,飯野　和好【画】 のら書店
ことばのえほんＡＢＣ 村上　勉【著】 あかね書房
ことばのくにのマジックショー 中川　ひろたか，大友　剛【著】,大庭　明子【画】, アリス館
ことばのこばこ 和田　誠【著】 瑞雲舎
ことりとねこのものがたり なかえ　よしを【著】,上野　紀子【画】 金の星社
ことりをすきになった山 アリス・マクレーラン【著】,エリック・カール【画】,湯浅　フミエ【訳】 偕成社
ことわざのえほん 西本　鶏介【編著】,高部　晴市【画】 すずき出版
こねこのぴっち ハンス・フィッシャー【著】,石井　桃子【訳】 岩波書店
このあとどうしちゃおう ヨシタケ　シンスケ【著】 ブロンズ新社
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
コバンツアーかぶしきがいしゃ 工藤　ノリコ【著】 偕成社
こびとづかん なばた　としたか【著】 長崎出版
こびとづかん なばた　としたか【著】 長崎出版
こびとのおくりもの 上沢　謙二【著】,荻　太郎【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【原著】,ヴィルヘルム・カール・グリム【原著】,寺村　輝夫【著】 小学館
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
こびとのくつや ヤーコプ・ルードヴィヒ・グリム【原著】,ヴィルヘルム・カール・グリム【原著】,矢川　澄子【著】 教育画劇
こぶたくん ジーン・バン・ルーワン【著】,三木　卓【訳】 童話館出版
こぶたくんにキスキスキス 渡辺　有一【著】 ぎょうせい
こぶたくんのおしっこ 渡辺　有一【著】 ぎょうせい
こぶたくんのすいかじけん 渡辺　有一【著】 ぎょうせい
こぶたのピグリン・ブランドのおはなし ビアトリクス・ポター【著】,まさき　るりこ【訳】 福音館書店
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 松谷　みよ子【著】,瀬川　康男【画】 フレーベル館
こぶとり 大川　悦生【著】,大田　耕士【画】 ポプラ社
こぶとりじいさん いもと　ようこ【著】 金の星社
ゴムあたまポンたろう 長　新太【著】 童心社
ごめんなさい 中川　ひろたか【著】,長　新太【画】 偕成社
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
ごめんねともだち 内田　麟太郎【著】,降矢　なな【画】 偕成社
こもりうた ビー・ピー・ニコル【著】,アニタ・ローベル【画】,松井　るり子【訳】 セーラー出版
ゴリラさんのハンコ ふくだ　すぐる【著】 岩崎書店
ゴリラのジュリアス シド・ホフ　作　　乾侑美子　訳 文化出版局
これはのみのぴこ 谷川　俊太郎【著】,和田　誠【画】 サンリード
こわいことなんかあらへん 福井　達雨【編】 偕成社
こわいよこわいよ ライザ・アレクサンダー【著】,トム・クーク【画】,せな　あいこ【訳】 評論社
コんガらガっちあっちこっちすすめ！の本 ユーフラテス【著】 小学館
コんガらガっちどっちにすすむ？の本 ユーフラテス【著】 小学館
ごんぎつね 新美　南吉【著】,遠藤　てるよ【画】 大日本図書
ごんぎつね 新美　南吉【著】,いもと　ようこ【画】 金の星社
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
こんたのおつかい 田中　友佳子【著】 徳間書店
こんとあき 林　明子【著】 福音館書店
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
こんな冬みつけたよ 三崎　真生子【著】 ポプラ社
こんにちは 川端　誠【著】 理論社
こんにちはあかぎつね エリック・カール【著】,さの　ようこ【訳】 偕成社
こんにちはおてがみです 中川　李枝子【著】,他【著】,山脇　百合子【画】,他【画】 福音館書店
こんぶのぶーさん 岡田　よしたか【著】 ブロンズ新社
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
さあ、たべてやる！ ケイト・マクマラン【著】,ジム・マクマラン【画】,さくま　ゆみこ【訳】 評論社
さあ、ひっぱるぞ！ ケイト・マクマラン【著】,ジム・マクマラン【画】,さくま　ゆみこ【訳】 評論社
さいたさいた とりごえ　まり【著】 金の星社
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
さがしています アーサー・ビナード【著】,岡倉　禎志【写真】 童心社
さかなはさかな レオ・レオニ【著】,谷川　俊太郎【訳】 好学社
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
さっちゃんのまほうのて 田畑　精一【著】 偕成社
さとりくん 五味　太郎【著】 クレヨンハウス
さとりくん 五味　太郎【著】 クレヨンハウス
ザバジャバジャングル ウィリアム・スタイグ【著】,おがわ　えつこ【訳】 セーラー出版
サムさんと１０ぴきのひつじ ミジ・ケリー【著】,ラッセル・エイト【画】,まえざわ　あきえ【訳】 朔北社
さようならカバくん 早乙女　勝元【原著】 金の星社
さよならとんぼ 石亀泰郎 文化出版局
さよならをいえるまで マーガレット・ワイルド【著】,フレヤ・ブラックウッド【画】,石崎　洋司【訳】 岩崎書店
サリーのこけももつみ ロバート・マックロスキー【著】,石井　桃子【訳】 岩波書店
さるかに 松谷　みよ子【著】,瀬川　康男【画】 フレーベル館
さるかに 松谷　みよ子【著】,滝平　二郎【画】 岩崎書店
さるかにがっせん いもと　ようこ【著】 金の星社
さるかにばなし 西郷　竹彦【著】,福田　庄助【画】 ポプラ社
さるじぞう いもと　ようこ【著】 金の星社
さるじぞう 鈴木　喜代春【著】,北島　新平【画】 ほるぷ出版
さるのはなし 唯野　元弘【著】,くすはら　順子【画】 すずき出版
さんすうえほん　１ 伊藤　俊次【著】,山下　ゆうじ【画】 フォックス出版
さんすうえほん　２ 伊藤　俊次【著】,山下　ゆうじ【画】 フォックス出版
サンタさんありがとう 長尾　玲子【著】 福音館書店
さんねん峠 李　錦玉【著】,朴　民宜【画】 岩崎書店
さんねん峠 李　錦玉【著】,朴　民宜【画】 岩崎書店
さんねん峠 李　錦玉【著】,朴　民宜【画】 岩崎書店
さんびきねこのかいぞくごっこ 上野　与志【著】,礒　みゆき【画】 ひさかたチャイルド
さんまいのおふだ 水沢　謙一【著】,梶山　俊夫【画】 福音館書店
さんまいのおふだ 松谷　みよ子，遠藤　てるよ【著】, 童心社
さんまいのおふだ 水沢　謙一【著】,梶山　俊夫【画】 福音館書店
ジークの魔法のハーモニカ ウィリアム・スタイグ【著】,木坂　涼【訳】 セーラー出版
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
ジェレミー・フィッシャーどんのおはなし ビアトリクス・ポター【著】,石井　桃子【訳】 福音館書店
ジオジオのかんむり 岸田　衿子【著】,中谷　千代子【画】 福音館書店
じごくのそうべえ 田島　征彦【著】 童心社
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
しずくのぼうけん マリア・テルリコフスカ【著】,うちだ　りさこ【訳】,ボフダン・ブランコ【画】 福音館書店
しずくのぼうけん マリア・テルリコフスカ【著】,うちだ　りさこ【訳】,ボフダン・ブランコ【画】 福音館書店
したきりすずめ 松谷　みよ子【著】,瀬川　康男【画】 フレーベル館
したきりすずめ 松谷　みよ子【著】,村上　幸一【画】 ポプラ社
したきりすずめ 石井　桃子【著】,赤羽　末吉【画】 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
じっちょりんのふゆのみち かとう　あじゅ【著】 文渓堂
じつはよるのほんだなは 澤野　秋文【著】 講談社
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
しっぽのはたらき 川田　健【著】,薮内　正幸【画】 福音館書店
しっぽのはたらき 川田　健【著】,薮内　正幸【画】 福音館書店
じてんしゃにのるひとまねこざる　改版 Ｈ．Ａ．レイ【著】,光吉　夏弥【訳】 岩波書店
シバ犬のチャイ あおき　ひろえ【著】,長谷川　義史【画】 ビーエル出版
じぶんだけのいろ レオ・レオニ【著】,谷川　俊太郎【訳】 好学社
じぶんでおしりふけるかな 深見　春夫【著】 岩崎書店
しましまのティーシャツをきてみたら… 土屋　富士夫【著】 ＰＨＰ研究所
しまふくろう 山本　純郎，神沢　利子【著】, 福音館書店
しまふくろう 山本　純郎，神沢　利子【著】, 福音館書店
しまふくろうのみずうみ 手島　圭三郎【著】 リブリオ出版
しもばしら 野坂　勇作【著】 福音館書店
しもばしら 細島　雅代【写真】,伊地知　英信【著】 岩崎書店
シャーロットとしろいうま ルース・クラウス【著】,モーリス・センダック【画】,小玉　とも子【訳】 冨山房
しゃしんかんのメリークリスマス 森山　京【著】,林　静一【画】 講談社
ジャックがつくったせかい ルース・ブラウン【著】,浅田　孝二【訳】 大日本図書
ジャックとまめのき いもと　ようこ【著】 金の星社
しゃっくりがいこつ マージェリー・カイラー【著】,Ｓ．Ｄ．シンドラー【画】,黒宮　純子【訳】 セーラー出版
じゃんけんじゃらすけ おだ　のぶお【著】 リブロポート
じゅえきレストラン 新開　孝【写真】 ポプラ社
しゅくだい いもと　ようこ【著】 岩崎書店
じゅげむ 川端　誠【著】 クレヨンハウス
じゅげむ 川端　誠【著】 クレヨンハウス
しょうたとなっとう 星川　ひろ子【著】,星川　治雄【著】 ポプラ社
しょうぼうねこ エスター・アベリル【著】,藤田　圭雄【訳】 文化出版局
しょくぶつ 高森　登志夫【画】,古矢　一穂【著】 福音館書店
ショッピング・バスケット ジョン・バーニンガム【著】,青山　南【訳】 ほるぷ出版
ジョニーのかぞえうた モーリス・センダック【著】,神宮　輝夫【訳】 冨山房
しらぬい たかし　よいち【著】,斎藤　博之【画】 岩崎書店
しらゆきひめ ヤーコプ・ルードヴィヒ・グリム【原著】,ヴィルヘルム・カール・グリム【原著】,矢川　澄子【著】 教育画劇
しらゆきひめ ヤーコプ・ルードヴィヒ・グリム【原著】,ヴィルヘルム・カール・グリム【原著】,寺村　輝夫【著】 小学館
しらゆきひめ ヤーコプ・ルートヴィッヒ・グリム，ヴィルヘルム・カール・グリム【原著】,岩崎　ちひろ【著】, 講談社
シリーズ自然とあそぼう　動物編　１ 中沢　正人【画】 農山漁村文化協会
シリーズ自然とあそぼう　動物編　２ 栗原　徹【画】 農山漁村文化協会
シリーズ自然とあそぼう　動物編　３ 谷口　高司【画】 農山漁村文化協会
シリーズ自然とあそぼう　動物編　４ 沢田　真理【画】 農山漁村文化協会
シリーズ自然とあそぼう　動物編　５ 小林　準治【画】 農山漁村文化協会
シリーズ自然とあそぼう　動物編　６ 大竹　伸一【画】 農山漁村文化協会
シリーズ自然とあそぼう　動物編　７ 川上　洋一【画】 農山漁村文化協会
シリーズ自然とあそぼう　動物編　９ 樋口　大寒【画】 農山漁村文化協会
しりたがりのこひつじ アーノルド・サンドガード【著】,エリック・カール【画】,くどう　なおこ【訳】 偕成社
しりたがりやのこぶたくん ジーン・バン・ルーワン【著】,三木　卓【訳】 童話館出版
しりっぽおばけ ジョアンナ・ガルドン【著】,ポール・ガルドン【画】,代田　昇【訳】 ほるぷ出版
しりとりあそびえほん 石津　ちひろ【著】,荒井　良二【画】 のら書店
しりとりしましょ！ さいとう　しのぶ【著】 リーブル（地方小）
しりとりのだいすきなおうさま 中村　翔子【著】,はた　こうしろう【画】 すずき出版
しろいうさぎとくろいうさぎ ガース・ウィリアムズ【著】,まつおか　きょうこ【訳】 福音館書店
しろいくに 田島　征三【著】,村田　清司【画】 偕成社
しろいゴリラとくろいゴリラ こやま　峰子【著】,渡辺　あきお【画】 金の星社
ジローとぼく 大島　妙子【著】 偕成社
しろがくろのパンダです。 平田　昌広【著】,平田　景【画】 国土社
しろくまくんなにがきこえる ビル・マーチン【著】,エリック・カール【画】,大附　瑞枝【訳】 偕成社
シロナガスクジラ ジェニ・デズモンド【著】,福本　由紀子【訳】 ビーエル出版
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
ジンジャーとピクルズやのおはなし ビアトリクス・ポター【著】,石井　桃子【訳】 福音館書店
しんぞうとひげ しまおか　ゆみこ【著】,モハメッド・チャリンダ【画】 ポプラ社
しんでくれた 谷川　俊太郎【著】,塚本　やすし【画】 佼成出版社
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
すいか！ 石津　ちひろ【著】,村上　康成【画】 小峰書店
ずいとん先生と化けの玉 那須　正幹【著】,長谷川　義史【画】 童心社



ずいとん先生と化けの玉 那須　正幹【著】,長谷川　義史【画】 童心社
スイミー レオ・レオニ【著】,谷川　俊太郎【訳】 好学社
スイミー レオ・レオニ【著】,谷川　俊太郎【訳】 好学社
スイミー レオ・レオニ【著】,谷川　俊太郎【訳】 好学社
ずーっとしあわせ ピーター・シス【著】,二宮　由紀子【訳】 ビーエル出版
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
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
スープづくりあじくらべ 加古　里子【著】,谷　俊彦【画】 農山漁村文化協会
スーホの白い馬 大塚　勇三【著】,赤羽　末吉【画】 福音館書店
ズーム、エジプトをゆめみて ティム・ウィン・ジョーンズ【著】,エリック・ベドウズ【画】,遠藤　育枝【訳】 ビーエル出版
ズーム、海をゆめみて ティム・ウィン・ジョーンズ【著】,エリック・ベドウズ【画】,遠藤　育枝【訳】 ビーエル出版
ズーム、北極をゆめみて ティム・ウィン・ジョーンズ【著】,エリック・ベドウズ【画】,遠藤　育枝【訳】 ＮＮ１９９５０１２６２５００００００００
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
すきすきだいすき ピョートル・ウィルコン【著】,ヨゼフ・ウィルコン【画】,いずみ　ちほこ【訳】 セーラー出版
すきなひときらいなわたし かこ　さとし【著】,高松　良己【画】 農山漁村文化協会
スキャリーおじさんのうちゅういちすてきなはなし リチャード・スキャリー【著】,ふしみ　みさを【訳】 ビーエル出版
スキャリーおじさんのせかいいちおかしいはなし リチャード・スキャリー【著】,ふしみ　みさを【訳】 ビーエル出版
スキャリーおじさんのたのしいものしりえほん リチャード・スキャリー【著】,ふしみ　みさを【訳】 ビーエル出版
スキャリーおじさんのどうぶつたちのメリークリスマス リチャード・スキャリー【著】,キャサリン・ジャクソン【著】,ふしみ　みさを【訳】 ビーエル出版
スキャリーおじさんのにぎやかなビジータウン リチャード・スキャリー【著】,奥田　継夫【訳】 ビーエル出版
スキャリーおじさんのミミズのローリーたのしいいちにち リチャード・スキャリー【著】,ハック・スキャリー【著】,ふしみ　みさを【訳】 ビーエル出版
スキャリーおじさんのゆかいなおやすみえほん リチャード・スキャリー【著】,ふしみ　みさを【訳】 ビーエル出版
スキャリーおじさんのゆかいなどうぶつどうわ リチャード・スキャリー【著】,ふしみ　みさを【訳】 ビーエル出版
すすめ！皇帝ペンギン ジャン・リュック・クードレイ【著】,フィリップ・クードレイ【画】,とき　ありえ【訳】 理論社
スタンレイとローダ ローズマリー・ウェルズ【著】,大庭　みな子【訳】 文化出版局
すっぽんぽんのすけ もとした　いづみ【著】,荒井　良二【画】 すずき出版
すっぽんぽんのすけ　せんとうへいくのまき もとした　いづみ【著】,荒井　良二【画】 すずき出版
すっぽんぽんのすけ　デパートへいくのまき もとした　いづみ【著】,荒井　良二【画】 すずき出版
すてきなバスケット 森山　京【著】,鈴木　幸枝【画】 フレーベル館
すてきなよるに ヴォルフ・エァルブルッフ【著】,上野　陽子【訳】 ビーエル出版
すてきな三にんぐみ　改訂版 トミー・アンゲラー【著】,今江　祥智【訳】 偕成社
ストライプ デヴィッド・シャノン【著】,清水　奈緒子【訳】 セーラー出版
ストライプ デヴィッド・シャノン【著】,清水　奈緒子【訳】 セーラー出版
すばらしいとき ロバート・マックロスキー【著】,わたなべ　しげお【訳】 福音館書店
すみっこのおばけ 武田　美穂【著】 ポプラ社
すみません 川端　誠【著】 理論社
すみれ島 今西　祐行【著】,松永　禎郎【画】 偕成社
すみ鬼にげた 岩城　範枝【著】,松村　公嗣【画】 福音館書店
スモールさんののうじょう ロイス・レンスキー【著】,わたなべ　しげお【訳】 福音館書店
ずるいねこのおはなし ビアトリクス・ポター【著】,まさき　るりこ【訳】 福音館書店
スルスルスルリンウンチをだすぞ すみもと　ななみ【画】 少年写真新聞社
せいちゃん 松成　真理子【著】 ひさかたチャイルド
せいめいのれきし バージニア・リー・バートン【著】,石井　桃子【訳】 岩波書店
せかいいちうつくしいぼくの村 小林　豊【著】 ポプラ社
せかいいちおおきなうち レオ・レオニ【著】,谷川　俊太郎【訳】 好学社
せかいいちのはなし 北　彰介【著】,山口　晴温【画】 金の星社
せかいいちのはなし 北　彰介【著】,山口　晴温【画】 金の星社
せかいいちのぼうし 深見　春夫【著】 岩崎書店
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
せかいのはてってどこですか アルビン・トゥレッセルト【著】,ロジャー・デュボアザン【画】,三木　卓【訳】 童話館出版
せかいのパンちきゅうのパン 加古　里子【著】,栗原　徹【画】 農山漁村文化協会
ぜったいがっこうにはいかないからね　新装版 ローレン・チャイルド【著】,木坂　涼【訳】 フレーベル館
ぜったいたべないからね　新装版 ローレン・チャイルド【著】,木坂　涼【訳】 フレーベル館
せつぶんのひのおにいっか 青山　友美【著】 講談社
ぜつぼうの濁点 原田　宗典【著】,柚木　沙弥郎【画】 教育画劇
せなかをとんとん 最上　一平【著】,長谷川　知子【画】 ポプラ社
ゼラルダと人喰い鬼 トミー・ウンゲラー【著】,たむら　りゅういち，あそう　くみ【訳】, 評論社
せんたくかあちゃん さとう　わきこ【著】 福音館書店
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
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
ぞうからかうぞ 石津　ちひろ【著】,藤枝　リュウジ【画】 ビーエル出版
ぞうのエルマー デビッド・マッキー【著】,きたむら　さとし【訳】 ビーエル出版
ぞうのエルマーのかくれんぼ デイビット・マッキー【著】,きたむら　まさお【訳】 大日本絵画
ぞうのさんすう ヘルメ・ハイネ【著】,いとう　ひろし【訳】 あすなろ書房
ゾウの森とポテトチップス 横塚眞己人【しゃしんとぶん】 そうえん社
ゾウの森とポテトチップス 横塚眞己人【しゃしんとぶん】 そうえん社
そうべえごくらくへゆく たじま　ゆきひこ【著】 童心社
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
そのとき王さまは おぼ　まこと【著】 ぎょうせい
そばせい 川端　誠【著】 クレヨンハウス
ソフィーのやさいばたけ ゲルダ・ミューラー【著】,ふしみ　みさを【訳】 ビーエル出版
ソメコとオニ 斎藤　隆介【著】,滝平　二郎【画】 岩崎書店
そらいろのたね 中川　李枝子【著】,おおむら　ゆりこ【画】 福音館書店
そらからきたさかな 多田　ヒロシ【著】 金の星社
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
そらの１００かいだてのいえ 岩井　俊雄【著】 偕成社
そらまめくんのベッド なかや　みわ【著】 福音館書店
そらをあるくしろいぞう 唯野　元弘【著】,ひだか　のり子【画】 すずき出版
そらをとびたいエラスモサウルス 木暮　正夫【著】,赤坂　三好【画】 教育画劇
そらをとぶふね 西郷　竹彦【著】,滝平　二郎【画】 岩崎書店
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
ターちゃんとペリカン ドン・フリーマン【著】,西園寺　祥子【訳】 ほるぷ出版
だいおういかのいかたろう ザ・キャビンカンパニー【著】 すずき出版
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
だいくとおにろく 松居　直【著】,赤羽　末吉【画】 福音館書店
だいくとおにろく 松居　直【著】,赤羽　末吉【画】 福音館書店
だいくとおにろく 松居　直【著】,赤羽　末吉【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
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
だいすき ハンス・ハーヘン，モニック・ハーヘン【著】,マーリット・テーンクヴィスト【画】, 金の星社
だいすき、でも、でもね 二宮　由紀子【著】,市居　みか【画】 文研出版
だいすきのしるし あらい　えつこ【著】,おかだ　ちあき【画】 岩崎書店
たいせつなこと マーガレット・ワイズ・ブラウン【著】,レナード・ワイスガード【画】,うちだ　ややこ【訳】 フレーベル館
タイのお百姓さん クリク・ユーンプン【著】,黒木　悠【訳】 蝸牛新社
タガメのいるたんぼ 内山　りゅう【写真】 ポプラ社
たがや 川端　誠【著】 クレヨンハウス
だくちるだくちる 阪田　寛夫【著】,長　新太【画】 福音館書店
たけとんぼありがとう しみず　みちを【著】,福田　岩緒【画】 教育画劇
たこのオクト エブリン・ショー【著】,ラルフ・カーペンティア【画】,杉浦　宏【訳】 文化出版局
たこをあげるひとまねこざる　改版 マーガレット・レイ【著】,Ｈ．Ａ．レイ【画】,光吉　夏弥【訳】 岩波書店
たこをあげるひとまねこざる　改版 マーガレット・レイ【著】,Ｈ．Ａ．レイ【画】,光吉　夏弥【訳】 岩波書店
だじゃれどうぶつえん 中川　ひろたか【著】,高畠　純【画】 絵本館
だじゃれ日本一周 長谷川　義史【著】 理論社
ただしい？！クマのつかまえかた クレア・フリードマン【著】,アリソン・エッジソン【画】,しらい　すみこ【訳】 ひさかたチャイルド
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
だって… 石津　ちひろ【著】,下谷　二助【画】 国土社



だって…　学校の巻 石津　ちひろ【著】,下谷　二助【画】 国土社
だってだってのおばあさん　新装版 佐野　洋子【著】 フレーベル館
たつのおとしご ロバート　Ａ．モリス【著】,アーノルド・ローベル【画】,杉浦　宏【訳】 文化出版局
タテゴトアザラシのおやこ 結城　モイラ【著】,福田　幸広【写真】 ポプラ社
たなばた 君島　久子【著】,初山　滋【画】 福音館書店
たなばたまつり 松成　真理子【著】 講談社
ダニエルのふしぎな絵 バーバラ・マクリントック【著】,福本　友美子【訳】 ほるぷ出版
たぬきのおつきみ 内田　麟太郎【著】,山本　孝【画】 岩崎書店
たのきゅう 川端　誠【著】 クレヨンハウス
たのしいたてもの 青山　邦彦【著】 教育画劇
たのしいふゆごもり 片山　令子【著】,片山　健【画】 福音館書店
たべもんどう 鈴木　のりたけ【著】 ブロンズ新社
たまごとひよこ ミリセント　Ｅ．セルサム【著】,竹山　博【画】,松田　道郎【訳】 福音館書店
たまごのはなし ダイアナ・アストン【著】,シルビア・ロング【画】,千葉　茂樹【訳】 ほるぷ出版
だめよ、デイビッド デイビッド・シャノン【著】,小川　仁央【訳】 評論社
だめよ、デイビッド デイビッド・シャノン【著】,小川　仁央【訳】 評論社
だるまちゃんとかみなりちゃん 加古　里子【著】 福音館書店
だるまちゃんとてんぐちゃん 加古　里子【著】 福音館書店
ダレ・ダレ・ダレダ 越野　民雄【著】,高畠　純【画】 講談社
だれかたすけて 角野　栄子【著】,宇野　亜喜良【画】 国土社
たろとなーちゃん きたむら　えり【著】 福音館書店
たろのえりまき きたむら　えり【著】 福音館書店
タンゲくん 片山　健【著】 福音館書店
ダンゴムシ 皆越　ようせい【著】 あかね書房
ダンゴムシ 今森　光彦【著】 アリス館
ダンゴムシ 今森　光彦【著】 アリス館
ダンゴムシ 今森　光彦【著】 アリス館
ダンゴムシみつけたよ 皆越　ようせい【写真】 ポプラ社
たんじょうかいのプレゼント 宮川　ひろ【著】,たなか　まきこ【画】 新日本出版社
たんじょうびのふしぎなてがみ エリック・カール【著】,もり　ひさし【訳】 偕成社
たんじょう日っていいな レイ・シィファード【著】,トム・クーク【画】,せな　あいこ【訳】 評論社
だんだんのぼれば 多田　ヒロシ【著】 教育画劇
だんちのこいぬダン せき　ともゆき【著】,まつもと　きょうこ【画】 ハート出版
たんぼのカエルのだいへんしん 内山　りゅう【写真】 ポプラ社
たんぽぽ 平山　和子【著】 福音館書店
たんぽぽ 平山　和子【著】 福音館書店
たんぽぽ 荒井　真紀【著】 金の星社
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
ちいさいじどうしゃ ロイス・レンスキー【著】,わたなべ　しげお【訳】 福音館書店
ちいさな１ アン・ランド，ポール・ランド【著】,谷川　俊太郎【訳】, ほるぷ出版
ちいさなあかいきかんしゃ 鶴見　正夫【著】,高橋　透【画】 小峰書店
ちいさなあなたへ アリスン・マギー【著】,ピーター・レイノルズ【画】,なかがわ　ちひろ【訳】 主婦の友社
ちいさなオキクルミ 松谷　みよ子【著】,西山　三郎【画】 ほるぷ出版
ちいさなお城 Ａ．トルストイ【著】,Ｅ．ラチョフ【画】,宮川　やすえ【訳】 岩崎書店
ちいさなきいろいかさ 西巻　茅子【画】,森　比左志【著】 金の星社
ちいさなきしゃ 五味　太郎【著】 岩崎書店
ちいさなくも エリック・カール【著】,もり　ひさし【訳】 偕成社
ちいさなくれよん 篠塚　かをり【著】,安井　淡【画】 金の星社
ちいさなちいさなめにみえないびせいぶつのせかい ニコラ・デイビス【著】,エミリー・サットン【画】,越智　典子【訳】 ゴブリン書房
ちいさなろば ルース・エインズワース【著】,石井　桃子【訳】,酒井　信義【画】 福音館書店
ちか１００かいだてのいえ 岩井　俊雄【著】 偕成社
ちからたろう 今江　祥智【著】,田島　征三【画】 ポプラ社
ちからたろう 今江　祥智【著】,田島　征三【画】 ポプラ社
ちからたろう　ビッグブック ぶん・いまえよしとも　え・たしませいぞう ポプラ社
チキチキチキチキいそいでいそいで 角野　栄子【著】,荒井　良二【画】 あかね書房
ちきゅうがウンチだらけにならないわけ 松岡　たつひで【著】 福音館書店
チキンスープ・ライスいり モーリス・センダック【著】,神宮　輝夫【訳】 冨山房
ちくわのわーさん 岡田　よしたか【著】 ブロンズ新社
ちこく姫 よしなが　こうたく【著】 好学社
ちのはなし　改訂版 堀内　誠一【著】 福音館書店
ちびまるこちゃんのあんぜんえほん　２ さくら　ももこ【原著】 金の星社
チビモグちゃんのおつきさま ハイアウィン・オラム【著】,スーザン・バーレイ【画】,角野　栄子【訳】 ほるぷ出版
チムとゆうかんなせんちょうさん エドワード・アーディゾーニ【著】,せた　ていじ【訳】 福音館書店
チャリコロ 宇治　勲【著】 佼成出版社
チャレンジミッケ！　２ ウォルター・ウィック【著】,糸井　重里【訳】 小学館
チャレンジミッケ！　３ ウォルター・ウィック【著】,糸井　重里【訳】 小学館
チャレンジミッケ！　４ ウォルター・ウィック【著】,糸井　重里【訳】 小学館
チャレンジミッケ！　５ ウォルター・ウィック【著】,糸井　重里【訳】 小学館
チャレンジミッケ！　６ ウォルター・ウィック【著】,糸井　重里【訳】 小学館
チャレンジミッケ！　７ ウォルター・ウィック【著】,糸井　重里【訳】 小学館
チャレンジミッケ！　８ ウォルター・ウィック【著】,糸井　重里【訳】 小学館
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
ちょっとまって、きつねさん！ カトリーン・シェーラー【著】,関口　裕昭【訳】 光村教育図書
ちょろりんととっけー 降矢　なな【著】 福音館書店
ちょんまげとんだ 中尾　昌稔【著】,広瀬　克也【画】 くもん出版
チロヌップのきつね たかはし　ひろゆき【著】 金の星社
チロヌップのにじ たかはし　ひろゆき【著】 金の星社
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
つかまったのはだれ 大津　由紀雄【著】,藤枝　リュウジ【画】 岩波書店
つきよのかいじゅう 長　新太【著】 佼成出版社
つきよのりぼん 安井　淡【著】,大塚　たみえ【画】 岩崎書店
つつじのむすめ 松谷　みよ子【著】,丸木　俊【画】 あかね書房
つなみてんでんこはしれ、上へ！ 指田　和【著】,伊藤　秀男【画】 ポプラ社
つまんないつまんない ヨシタケ　シンスケ【著】 白泉社
つみれのまほうとうふのにんじゃ 加古　里子【著】,大工原　章【画】 農山漁村文化協会
つやっつやなす いわさ　ゆうこ【著】 童心社
つよいのはだーれ 木村　裕一【著】,奥田　怜子【画】 偕成社
つりばしわたれ 長崎　源之助【著】,鈴木　義治【画】 岩崎書店
つりめいじんめだる 東　君平【著】 ひくまの出版
つるになった少年 アローン・レイモンド・ミークス【著】,くどう　なおこ【訳】 河出書房新社
つるにょうぼう 神沢　利子【著】,井口　文秀【画】 ポプラ社
つるにょうぼう 神沢　利子【著】,井口　文秀【画】 ポプラ社
つるのおんがえし 松谷　みよ子【著】,岩崎　ちひろ【画】 偕成社
つるのおんがえし 石崎　洋司【著】,水口　理恵子【画】 講談社
つるのおんがえし いもと　ようこ【著】 金の星社
ティギーおばさんのおはなし ビアトリクス・ポター【著】,石井　桃子【訳】 福音館書店
デイビッドがっこうへいく デイビッド・シャノン【著】,小川　仁央【訳】 評論社
デイビッドがやっちゃった！ デイビッド・シャノン【著】,小川　仁央【訳】 評論社
ティラノサウルス 工藤　晃司【著】 大日本図書
てがみがきたよ 奥野　涼子【著】 フレーベル館
できるかな エリック・カール【著】,くどう　なおこ【訳】 偕成社
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
てではなそうきらきら 佐藤　慶子【著】,沢田　としき【画】 小学館
てとてとてとて　新版 浜田　桂子【著】 福音館書店



てとてとてとて　新版 浜田　桂子【著】 福音館書店
てのたんけんあしのぼうけん かこ　さとし【著】,大久保　宏昭【画】 農山漁村文化協会
てびょうしこねこ 牧島　敏乃【著】 金の星社
てぶくろ エウゲーニー　Ｍ．ラチョフ【画】,うちだ　りさこ【訳】 福音館書店
てぶくろ エウゲーニー　Ｍ．ラチョフ【画】,うちだ　りさこ【訳】 福音館書店
てぶくろくん 林　ふみこ【著】,中村　有希【画】 フレーベル館
てん ピーター・レイノルズ【著】,谷川　俊太郎【訳】 あすなろ書房
てんぐ、はなをかむ。 平田　昌広【著】,平田　景【画】 国土社
てんごくのおとうちゃん 長谷川　義史【著】 講談社
てんしさまがおりてくる 五味　太郎【著】 リブロポート
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
でんしゃにのろう 斉藤　洋【著】,田中　六大【画】 講談社
でんでんだいこいのち 今江　祥智【著】,片山　健【画】 童心社
でんでんむしのかなしみ 新美　南吉【著】 大日本図書
てんりゅう しろた　のぼる【著】,北島　新平【画】 岩崎書店
とうさんはタツノオトシゴ エリック・カール【著】,さの　ようこ【訳】 偕成社
どうしてそんなかお？虫 有沢　重雄【著】,今井　桂三【画】 アリス館
どうしてそんなかお？鳥 有沢　重雄【著】,今井　桂三【画】 アリス館
どうしてそんなかお？動物 有沢　重雄【著】,今井　桂三【画】 アリス館
どうしてダブってみえちゃうの？ ジョージ・エラ・リヨン【著】,リン・アヴィル【画】,品川　裕香【訳】 岩崎書店
どうしてなの アンナ・クララ・ティードホルム【著】,菱木　晃子【訳】 ほるぷ出版
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
どうぞのいす 香山　美子【著】,柿本　幸造【画】 ひさかたチャイルド
どうながのプレッツェル マーグレット・レイ【著】,Ｈ．Ａ．レイ【画】,わたなべ　しげお【訳】 福音館書店
どうなってるのこうなってるの 鈴木　まもる【著】 金の星社
どうぶつえんのおいしゃさん 降矢　洋子【著】 福音館書店
どうぶつえんのピクニック アーノルド・ロベル【著】,舟崎　克彦【訳】 岩波書店
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
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
どうぶつにふくをきせてはいけません ジュディ・バレット【著】,ロン・バレット【画】,ふしみ　みさを【訳】 朔北社
どうぶつ句会 あべ　弘士【著】 学習研究社
どうぶつ句会オノマトペ あべ　弘士【著】 学習研究社
とうろうながし 松谷　みよ子【著】,丸木　俊【画】 偕成社
とうろうながし 松谷　みよ子【著】,丸木　俊【画】 偕成社
とおいところへいきたいな モーリス・センダック【著】,じんぐう　てるお【訳】 冨山房
ときそば 川端　誠【著】 クレヨンハウス
ドキドキかんじるしんぞう 木村　倫子【画】 少年写真新聞社
とくべつないちにち イヴォンヌ・ヤハテンベルフ【著】,野坂　悦子【訳】 講談社
とこちゃんはどこ 松岡　享子【著】,加古　里子【画】 福音館書店
どこにいる？だれがいる？さがせ！日本の歴史 青山　邦彦【著】 岩崎書店
どこにいるの、おじいちゃん アメリー・フリート【著】,ジャッキー・グライヒ【画】,平野　卿子【訳】 偕成社
としょかんへいこう 斉藤　洋【著】,田中　六大【画】 講談社
としょかんライオン ミシェル・ヌードセン【著】,ケビン・ホークス【画】,福本　友美子【訳】 岩崎書店
どっかんだいこん いわさ　ゆうこ【著】 童心社
どででんかぼちゃ いわさ　ゆうこ【著】 童心社
とととおっとっと 谷川　俊太郎【著】,小林　和子【画】 さえら書房
となりのせきのますだくん 武田　美穂【著】 ポプラ社
となりのせきのますだくん 武田　美穂【著】 ポプラ社
トビウオのぼうやはびょうきです いぬい　とみこ【著】,津田　櫓冬【画】 金の星社
トビウオのぼうやはびょうきです いぬい　とみこ【著】,津田　櫓冬【画】 金の星社
トビウオのぼうやはびょうきです いぬい　とみこ【著】,津田　櫓冬【画】 金の星社
とべバッタ 田島　征三【著】 偕成社
とべバッタ 田島　征三【著】 偕成社
トマトさん 田中　清代【著】 福音館書店
トマトのひみつ 山口　進【著】 福音館書店
トムとチムのアイスクリーム 大石　真【著】,北田　卓史【画】 ひくまの出版
ともだち 片山　令子【著】,片山　健【画】 ビリケン出版
ともだちおまじない 内田　麟太郎【著】,降矢　なな【画】 偕成社
ともだちくるかな 内田　麟太郎【著】,降矢　なな【画】 偕成社
ともだちできたかな マーガレット・ワイズ・ブラウン【著】,レナード・ワイスガード【画】,各務　三郎【訳】 岩崎書店
ともだちのしるしだよ カレン・リン・ウィリアムズ，カードラ・モハメッド【著】,ダーグ・チャーカ【画】, 岩崎書店
ともだちのしるしだよ カレン・リン・ウィリアムズ，カードラ・モハメッド【著】,ダーグ・チャーカ【画】, 岩崎書店
ともだちはモモー 佐野　洋子【著】 リブロポート
ともだちひきとりや 内田　麟太郎【著】,降矢　なな【画】 偕成社
ともだちや 内田　麟太郎【著】,降矢　なな【画】 偕成社
ともだちや 内田　麟太郎【著】,降矢　なな【画】 偕成社
ともだちや 内田　麟太郎【著】,降矢　なな【画】 偕成社
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
とらねこのママ 渡辺　有一【著】 フレーベル館
とり 安徳　瑛【画】,高野　伸二【著】 福音館書店
ドリー、泳ぎつづけてごらん 俵　万智【訳】,エイミー・ノベスキー【著】,グレース・リー【画】 講談社
トリケラタンクのタイムマシンめいろ 黒川　みつひろ【著】 小峰書店
トリケラトプス 工藤　晃司【著】 大日本図書
トリとボク 長　新太【著】 あかね書房
とりどりのとり 佐々木　マキ【著】 クレヨンハウス
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
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 加古　里子【著】 偕成社
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
どろぼうがっこうだいうんどうかい かこ　さとし【著】 偕成社
どろんこーん 小出　保子【著】 ぎょうせい
どろんここぶた アーノルド・ローベル【著】,岸田　衿子【訳】 文化出版局
どろんこそうべえ たじま　ゆきひこ【著】 童心社
どろんこハリー ジーン・ジオン【著】,マーガレット・ブロイ・グレアム【画】,わたなべ　しげお【訳】 福音館書店
トンカチぼうや いとう　ひろし【著】 クレヨンハウス
どんぐり こうや　すすむ【著】 福音館書店
どんぐりむらのおまわりさん なかや　みわ【著】 学研教育出版
どんぐりむらのぱんやさん なかや　みわ【著】 学研教育出版
どんぐりむらのぼうしやさん なかや　みわ【著】 学研教育出版
とんでけとんでけわがままむし さくら　ともこ【著】,若菜　珪【画】 金の星社
トントコトンがあいずだよ 柴田　晋吾【著】,津田　櫓冬【画】 金の星社
どんなかんじかなあ 中山　千夏【著】,和田　誠【画】 自由国民社
どんなかんじかなあ 中山　千夏【著】,和田　誠【画】 自由国民社
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
どんまい！こめごろう よしなが　こうたく【著】 好学社
ないた 中川　ひろたか【著】,長　新太【画】 金の星社
ないたあかおに 浜田　廣介【著】,野村　たかあき【画】 講談社
ながいおひげのえんちょうせんせい 高田　ひろお【著】,中村　景児【画】 金の星社
ながぐつをはいたねこ ペロー【原著】,奥本　大三郎【著】,馬場　のぼる【画】 小学館
なきむしのおひめさま 織田　信生【著】 リブロポート
なきむしやさんだいしゅうごう かこ　さとし【著】,野沢　まりこ【画】 農山漁村文化協会
なしとりきょうだい 神沢　利子【著】,遠藤　てるよ【画】 ポプラ社
なすの与太郎 川端　誠【著】 ビーエル出版
なぜなぜクイズ絵本１２ 甲斐　正人 チャイルド本社
なぞなぞえほん　１のまき 中川　李枝子【著】,山脇　百合子【画】 福音館書店



なぞなぞねずみくん なかえ　よしを【著】,上野　紀子【画】 ポプラ社
なぞなぞのたび 石津　ちひろ【著】,荒井　良二【画】 フレーベル館
なぞなぞのみせ 石津　ちひろ【著】,なかざわ　くみこ【絵】 偕成社
なつですよ 柴田　晋吾【著】,近藤　薫美子【画】 金の星社
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
なつのおうさま 薫　くみこ【著】,ささめや　ゆき【画】 ポプラ社
なつみはなんにでもなれる ヨシタケ　シンスケ【著】 ＰＨＰ研究所
なにしてあそぶ アンナ・クララ・ティードホルム【著】,菱木　晃子【訳】 ほるぷ出版
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
ナヌークの贈りもの 星野　道夫【著】 小学館
ナホトカのいぬ 金津　正格【著】,井口　文秀【画】 金の星社
なみにきをつけて、シャーリー　改訂新版 ジョン・バーニンガム【著】,辺見　まさなお【訳】 ほるぷ出版
にくはちからげんきのもと 加古　里子【著】,森　英樹【画】 農山漁村文化協会
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 マーカス・フィスター【著】,谷川　俊太郎【訳】 講談社
にじいろのさかな マーカス・フィスター【著】,谷川　俊太郎【訳】 講談社
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
にじいろのさかなとおおくじら マーカス・フィスター【著】,谷川　俊太郎【訳】 講談社
にじいろのしまうま こやま　峰子【著】,やなせ　たかし【画】 金の星社
にじのきつね さくら　ともこ【著】,島田　コージ【画】 ポプラ社
にちよういち 西村　繁男【著】 童心社
ニニロのおとしもの いとう　ひろし【著】 教育画劇
にひきのかえる 新美　南吉【著】,鈴木　靖将【画】 新樹社
ニレの中をはじめて旅した水の話 越智　典子【著】,トメク・ボガツキ【画】 福音館書店
にわとりさんはネ 福井　達雨【編】,止揚学園園生【画】 偕成社
にんぎょひめ アンデルセン【原著】,いもと　ようこ【著】 金の星社
にんじゃごろべえ 矢崎　節夫【著】,島田　コージ【画】 フレーベル館
ぬすまれた月 和田　誠【著】 岩崎書店
ね、ぼくのともだちになって エリック・カール【著】 偕成社
ねえ、いいでしょおかあさん おぼ　まこと【著】 ぎょうせい
ねえおはなししてよ 五味　太郎【著】 岩崎書店
ねがいぼしかなえぼし 内田　麟太郎【著】,山本　孝【画】 岩崎書店
ねこいるといいなあ 佐野　洋子【著】 小峰書店
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
ねことまほうのたこ ヘレン・クーパー【著】,掛川　恭子【訳】 岩波書店
ねこのオーランドー キャスリーン・ヘイル【著】,脇　明子【訳】 福音館書店
ねこのシジミ 和田　誠【著】 ほるぷ出版
ねこのなまえ いとう　ひろし【著】 徳間書店
ねこのまま いわもと　葉月【著】 ポプラ社
ねこの看護師ラディ 渕上　サトリーノ【著】,上杉　忠弘【画】 講談社
ねずみ１．２．３． エレン・ストール・ウォルシュ【著】,たかはし　けいすけ【訳】 セーラー出版
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
ねずみくんねずみくん 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
ねずみじょうど 瀬田　貞二【著】,丸木　位里【画】 福音館書店
ねずみとおうさま コロマ神父【著】,石井　桃子【訳】,土方　重巳【画】 岩波書店
ねずみぬりたて エレン・ストール・ウォルシュ【著】,たかはし　けいすけ【訳】 セーラー出版
ねずみのすもう 樋口　淳【著】,二俣　英五郎【画】 ＮＮ２００００３６０００００００００００
ねずみのよめいり いもと　ようこ【著】 金の星社
ねずみのよめいり こわせ　たまみ【著】,蓬田　康弘【画】 フレーベル館
ねずみのラリーまちへいく さくら　ともこ【著】,おぐら　ひろかず【画】 金の星社
ねずみの歯いしゃさんアフリカへいく ウィリアム・スタイグ【著】,木坂　涼【訳】 セーラー出版
ねないこせかいチャンピオン ショーン・テイラー【著】,ジミー・リャオ【画】,木坂　涼【訳】 すずき出版
ねむいねむいねずみとおつきさま 佐々木　マキ【著】 ＰＨＰ研究所
ねむいねむいねずみともりのおばけ 佐々木　マキ【著】 ＰＨＰ研究所
ねむたくなった ジェーン　Ｒ．ハワード【著】,リン・チェリー【画】,角野　栄子【訳】 あかね書房
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
ねむりんぼじまのおおおとこ たかし　よいち【著】,中村　景児【画】 岩崎書店
ねむるねこざかな わたなべ　ゆういち【著】 フレーベル館
のせてのせて１００かいだてのバス マイク・スミス【著】,ふしみ　みさを【訳】 ポプラ社
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
のねずみくんのすてきなマフラー 間瀬　なおかた【著】 フレーベル館
のねずみチュウチュウおくさんのおはなし ビアトリクス・ポター【著】,石井　桃子【訳】 福音館書店
のはらでいただきます つちだ　よしはる【著】 小峰書店
のろまなローラー 小出　正吾【著】,山本　忠敬【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
のんびり森のぞうさん かわきた　りょうじ【著】,みやざき　ひろかず【画】 岩崎書店
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
ばあばは、だいじょうぶ 楠章子∥著、いしいつとむ∥画 童心社
バーブとおばあちゃん 神沢　利子【著】,織茂　恭子【画】 ひくまの出版
パイがふたつあったおはなし ビアトリクス・ポター【著】,いしい　ももこ【訳】 福音館書店
ばいきんがっこう きむら　ゆういち【著】,田中　四郎【画】 偕成社
はいくのえほん 西本　鶏介【編著】,清水　耕蔵【画】 すずき出版
はいしゃさんにきたのはだれ？ トム・バーバー【著】,リン・チャップマン【画】,ひろはた　えりこ【訳】 小峰書店
はいてほしいくつしたのおはなし いしはら　なまこ【著】 ビーエル出版
はいはいのんのんどっちゃんこ 加古　里子【著】 小峰書店
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
ハガネの歯 クロード・ブージョン【著】,末松　氷海子【訳】 セーラー出版
ばけまつり 広瀬　克也【著】 佼成出版社
はこぶ 鎌田　歩【著】 教育画劇
はじめてのたまご売り ラスカル【著】,イザベル・シャトゥラール【画】,中井　珠子【訳】 ビーエル出版
パジャマおばけのおばけパジャマ 大津　由紀雄【著】,藤枝　リュウジ【画】 岩波書店
はしる！新幹線「かがやき」 鎌田　歩【著】 ＰＨＰ研究所
はしる！新幹線「スーパーこまち」 鎌田　歩【著】 ＰＨＰ研究所
はしる！新幹線「はやぶさ」 鎌田　歩【著】 ＰＨＰ研究所
はしれ！やきにくん 塚本　やすし【著】 ポプラ社
はしれちいさいきかんしゃ イブ・スパング・オルセン【著】,やまのうち　きよこ【訳】 福音館書店
バスがきた 五味　太郎【著】 偕成社
バスにのって 荒井　良二【著】 偕成社
はだかのおうさま アンデルセン【原著】,いもと　ようこ【著】 金の星社
はだかの王さま アンデルセン【原著】,末吉　暁子【著】,赤坂　三好【画】 小学館
はたけしごとにとりかかろう ジョーン・ホルブ【著】,ヒロエ・ナカタ【画】,しみず　なおこ【訳】 評論社
はたらきもののあひるどん マーティン・ワッデル【著】,ヘレン・オクセンバリー【画】,せな　あいこ【訳】 評論社
はたらきもののじょせつしゃけいてぃー バージニア・リー・バートン【著】,石井　桃子【訳】 福音館書店
はちうえはぼくにまかせて ジーン・ジオン【著】,マーガレット・ブロイ・グレアム【画】,もり　ひさし【訳】 ペンギン社
はっきよい畑場所 かがくい　ひろし【著】 講談社
はつてんじん 川端　誠【著】 クレヨンハウス
はっぱじゃないよぼくがいる 姉崎　一馬【著】 アリス館
はっぱじゃないよぼくがいる 姉崎　一馬【著】 アリス館



はなさかじい 松谷　みよ子【著】,瀬川　康男【画】 フレーベル館
はなさかじいさん いもと　ようこ【著】 金の星社
はなづくりのまろ 小出　保子【著】 ぎょうせい
はなとはなのはなし 木曽　秀夫【著】 フレーベル館
バナナ 斎藤　雅緒【画】 フレーベル館
はなのあなのはなし 柳生　弦一郎【著】 福音館書店
はなのすきなうし マンロー・リーフ【著】,ロバート・ローソン【画】,光吉　夏弥【訳】 岩波書店
はなのみち 岡　信子【著】,土田　義晴【画】 岩崎書店
はなはどこにいったの 葉　祥明【著】 教育画劇
ハナミズキのみち 淺沼　ミキ子【著】,黒井　健【画】 金の星社
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
パパ、お月さまとって エリック・カール【著】,もり　ひさし【訳】 偕成社
ババールといたずらアルチュール ロラン・ド・ブリュノフ【著】,矢川　澄子【訳】 評論社
ぱぱごりたんのおおきなせなか 戸田　和代【著】,たかす　かずみ【画】 金の星社
パパのしごとはわるものです 板橋　雅弘【著】,吉田　尚令【画】 岩崎書店
ばばばあちゃんのアイスパーティ さとう　わきこ【著】 福音館書店
ばばばあちゃんのおもちつき さとう　わきこ【著】 福音館書店
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 さとう　わきこ【著】 福音館書店
ばばばあちゃんのなんでもおこのみやき さとう　わきこ【著】 福音館書店
ばばばあちゃんのやきいもたいかい さとう　わきこ【著】 福音館書店
ははははは 五味　太郎【著】 偕成社
パパはわるものチャンピオン 板橋　雅弘【著】,吉田　尚令【画】 岩崎書店
バムとケロのおかいもの 島田　ゆか【著】 文渓堂
バムとケロのおかいもの 島田　ゆか【著】 文渓堂
バムとケロのさむいあさ 島田　ゆか【著】 文渓堂
バムとケロのそらのたび 島田　ゆか【著】 文渓堂
バムとケロのにちようび 島田　ゆか【著】 文渓堂
バムとケロのもりのこや 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
はらっぱ 神戸　光男【著】,西村　繁男【画】 童心社
はらぺこあおむし　ビッグブック エリック・カール 偕成社
はらぺこあおむし　改訂 エリック・カール【著】,もり　ひさし【訳】 偕成社
はらぺこゆうれい せな　けいこ【著】 童心社
ハリセンボンがふくらんだ 鈴木　克美【著】,石井　聖岳【画】 あかね書房
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
はるかぜのたいこ 安房　直子【著】,葉　祥明【画】 金の星社
はるですよ 柴田　晋吾【著】,広野　多珂子【画】 金の星社
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
はるにれ 姉崎　一馬【写真】 福音館書店
はるのともだち 山本　まつ子【著】 新日本出版社
はるをさがしに 七尾　純【著】,久保　秀一【写真】 偕成社
ハロウィンドキドキおばけの日！ ますだ　ゆうこ【著】,たちもと　みちこ【画】 文渓堂
はろるどのふしぎなぼうけん クロケット・ジョンソン【著】,岸田　衿子【訳】 文化出版局
はろるどまほうのくにへ クロケット・ジョンソン【著】,岸田　衿子【訳】 文化出版局
パンケーキをたべるサイなんていない？ アンナ・ケンプ【文】サラ・オギルヴィー【絵】かどのえいこ【訳】 ＢＬ出版
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
ハンダのびっくりプレゼント アイリーン・ブラウン【著】,福本　友美子【訳】 光村教育図書
ハンダのびっくりプレゼント アイリーン・ブラウン【著】,福本　友美子【訳】 光村教育図書
パンダ銭湯 ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ【著】 絵本館
ぱんつくったよ。 平田　昌広【著】,平田　景【画】 国土社
バンビ 福川　祐司【著】 講談社
パンやのろくちゃん 長谷川　義史【著】 小学館
ひ・み・つ たばた　せいいち【著】 童心社
ピーターのいす エズラ・ジャック・キーツ【著】,きじま　はじめ【訳】 偕成社
ピーターラビットのおはなし ビアトリクス・ポター【著】,石井　桃子【訳】 福音館書店
ビーチボール ピーター・シス【著】 ビーエル出版
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
ピエールとライオン モーリス・センダック【著】,神宮　輝夫【訳】 冨山房
ぴかぴかのウーフ 神沢　利子【著】,井上　洋介【画】 ポプラ社
ひげのサムエルのおはなし ビアトリクス・ポター【著】,石井　桃子【訳】 福音館書店
ひこいちばなし 大川　悦生【著】,箕田　源二郎【画】 ポプラ社
ひこいちばなし 大川　悦生【著】,箕田　源二郎【画】 ポプラ社
ひさの星 斎藤　隆介【著】,岩崎　ちひろ【画】 岩崎書店
ビッグバードのたからもの ティッシュ・ソマーズ【著】,マギー・スワンソン【画】,せな　あいこ【訳】 評論社
びっくりたまご レオ・レオニ【著】,谷川　俊太郎【訳】 好学社
びっくりチュウチュウねずみのよめいり さくら　ともこ【著】,島田　コージ【画】 金の星社
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
ひとあしひとあし レオ・レオニ【著】,谷川　俊太郎【訳】 好学社
ひとつめのくに せな　けいこ【著】 童心社
ひとまねこざる　改版 Ｈ．Ａ．レイ【著】,光吉　夏弥【訳】 岩波書店
ひとまねこざるときいろいぼうし　改版 Ｈ．Ａ．レイ【著】,光吉　夏弥【訳】 岩波書店
ひとまねこざるびょういんへいく　改版 マーガレット・レイ【著】,Ｈ．Ａ．レイ【画】,光吉　夏弥【訳】 岩波書店
ひとまねこざるびょういんへいく　改版 マーガレット・レイ【著】,Ｈ．Ａ．レイ【画】,光吉　夏弥【訳】 岩波書店
ひとめあがり 川端　誠【著】 クレヨンハウス
ひなまつりのちらしずし 宮野　聡子【著】 講談社
ひばりの矢 斎藤　隆介【著】,滝平　二郎【画】 岩崎書店
ひまわり 荒井　真紀【著】 金の星社
ひまわりのおか ひまわりをうえた八人のお母さん【著】,葉方　丹【著】,松成　真理子【画】 岩崎書店
ひみつだから！ ジョン・バーニンガム【著】,福本　友美子【訳】 岩崎書店
ひみつのひきだしあけた あまん　きみこ【著】,やまわき　ゆりこ【画】 ＰＨＰ研究所
ひみつひみつのひなまつり 鈴木　真実【著】 講談社
ひめねずみとガラスのストーブ 安房　直子【著】,降矢　なな【画】 小学館
ひめりんごの木の下で 安房　直子【著】,伊藤　正道【画】 クレヨンハウス
ひゅるひゅる せな　けいこ【著】 童心社
びゅんびゅんごまがまわったら 宮川　ひろ【著】,林　明子【画】 童心社
びゅんびゅんごまがまわったら 宮川　ひろ【著】,林　明子【画】 童心社
びょうきじまんやまいくらべ かこ　さとし【著】 農山漁村文化協会
ひょうとくさま 岩崎　京子【著】,石倉　欣二【画】 ほるぷ出版
ぴょんぴょんぱんのかばんです 香山　美子【著】,柿本　幸造【画】 新日本出版社
ピリカ、おかあさんへの旅 越智　典子【著】,沢田　としき【画】 福音館書店
ひろったらっぱ 新美　南吉【著】,鈴木　靖将【画】 新樹社
ファーブル昆虫記あり 小林　清之介【著】,金尾　恵子【画】 ひさかたチャイルド
ファーブル昆虫記おとしぶみ 小林　清之介【著】,森上　義孝【画】 ひさかたチャイルド
ファーブル昆虫記こおろぎ 小林　清之介【著】,たかはし　きよし【画】 ひさかたチャイルド
ファーブル昆虫記たまころがし 小林　清之介【著】,松岡　達英【画】 ひさかたチャイルド
ファーブル昆虫記もんしろちょう 小林　清之介【著】,たかはし　きよし【画】 ひさかたチャイルド
ふうせんばたけのひみつ ジャーディン・ノーレン【著】,マーク・ビーナー【画】,山内　智恵子【訳】 ＮＮ１９９８０６０５３３００００００００
ふうちゃんとチャチャ 松谷　みよ子【著】,遠藤　てるよ【画】 金の星社
ふうちゃんのおたんじょうび 松谷　みよ子【著】,にしまき　かやこ【画】 新日本出版社
ぷうとぷっぷう 鈴木　悦夫【著】,加藤　晃【画】 ひくまの出版
ふえをふく岩 君島　久子【著】,丸木　俊【画】 ポプラ社
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
ふき 斎藤　隆介【著】,滝平　二郎【画】 岩崎書店
ふくはうちおにもうち 内田　麟太郎【著】,山本　孝【画】 岩崎書店
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
ふしぎないねとおひめさま かこ　さとし【著】 偕成社
ふしぎなキャンディーやさん みやにし　たつや【著】 金の星社
ふしぎなキャンディーやさん みやにし　たつや【著】 金の星社
ふしぎなたいこ 石井　桃子【著】,清水　崑【画】 岩波書店
ふしぎなたけのこ 松野　正子【著】,瀬川　康男【画】 福音館書店
ふしぎなでまえ かがくい　ひろし【著】 講談社
ふしぎなともだち たじま　ゆきひこ【著】 くもん出版
ふしぎなともだち サイモン・ジェームズ【著】,小川　仁央【訳】 評論社
ふしぎなナイフ 中村　牧江，林　健造【著】,福田　隆義【画】, 福音館書店
ふしぎなゆきの日 薫　くみこ【著】,さとう　ゆうこ【画】 ポプラ社
ふしぎふしぎ 片山　令子【著】,長　新太【画】 国土社
ぶす 内田　麟太郎【著】,長谷川　義史【画】 ポプラ社
ぶたさんとねずみさん 西川　おさむ【著】 ぎょうせい
ふたりはいっしょ アーノルド・ローベル【著】,三木　卓【訳】 文化出版局
ふたりはいっしょ アーノルド・ローベル【著】,三木　卓【訳】 文化出版局
ふたりはいつも アーノルド・ローベル【著】,三木　卓【訳】 文化出版局
ふたりはいつも アーノルド・ローベル【著】,三木　卓【訳】 文化出版局
ふたりはいつも アーノルド・ローベル【著】,三木　卓【訳】 文化出版局
ふたりはいつも アーノルド・ローベル【著】,三木　卓【訳】 文化出版局
ふたりはいつもともだち もいち　くみこ【著】,つちだ　よしはる【画】 金の星社
ふたりはきょうも アーノルド・ローベル【著】,三木　卓【訳】 文化出版局
ふたりはきょうも アーノルド・ローベル【著】,三木　卓【訳】 文化出版局
ふたりはきょうも アーノルド・ローベル【著】,三木　卓【訳】 文化出版局
ふたりはともだち アーノルド・ローベル【著】,三木　卓【訳】 文化出版局
ふたりはともだち アーノルド・ローベル【著】,三木　卓【訳】 文化出版局
ふたりはともだち アーノルド・ローベル【著】,三木　卓【訳】 文化出版局
ふたりはともだち アーノルド・ローベル【著】,三木　卓【訳】 文化出版局
ぶつくさモンクターレさん サトシン【著】,西村　敏雄【画】 ＰＨＰ研究所
ぶつぶついうのだあれ 神沢　利子【著】,井上　洋介【画】 ポプラ社
ふとりすぎですよサンタさん さくら　ともこ【著】,清宮　哲【画】 岩崎書店
ブナの森は生きている 甲斐　信枝【著】 福音館書店
ふなひき太良 儀間　比呂志【著】 岩崎書店
ブナ林の四季・白神山地 府瀬川　秀司【著】 そうえん社
ふまんがあります ヨシタケ　シンスケ【著】 ＰＨＰ研究所
ふゆですよ 柴田　晋吾【著】,降矢　なな【画】 金の星社
ふゆのあさ 村上　康成【著】 ひかりのくに
ふゆのくまさん ルース・クラフト【著】,エリック・ブレッグバッド【画】,やまだ　しゅうじ【訳】 アリス館
ふゆのはなし エルンスト・クライドルフ【著】,おおつか　ゆうぞう【訳】 福音館書店
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
ふようどのふよこちゃん 飯野　和好【著】 理論社
プルプルのたまご 塩田　守男【著】 教育画劇
ふるやのもり 瀬田　貞二【著】,田島　征三【画】 福音館書店
ふるやのもり 今江　祥智【著】,松山　文雄【画】 ポプラ社
ふるやのもり 今村　泰子【著】,清水　耕蔵【画】 ほるぷ出版
ブレーメンのおんがくたい ヤーコプ・ルードヴィヒ・グリム【原著】,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
ブレーメンのおんがくたい ヤコブ・グリム，ウィルヘルム・グリム【著】,ハンス・フィッシャー【画】, 福音館書店
プレゼントはなあに 高畠　純【著】 絵本館
フレデリック レオ・レオニ【著】,谷川　俊太郎【訳】 好学社
フロプシーのこどもたち ビアトリクス・ポター【著】,石井　桃子【訳】 福音館書店
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
へいわってどんなこと？ 浜田桂子 童心社
へえ六がんばる 北　彰介【著】,箕田　源二郎【画】 岩崎書店
ヘクター・プロテクターとうみのうえをふねでいったら モーリス・センダック【著】,じんぐう　てるお【編】 冨山房
へこき三良 儀間　比呂志【著】 岩崎書店
へちまのへーたろー 二宮　由紀子【著】,スドウ　ピウ【画】 教育画劇
ペツェッティーノ レオ・レオニ【著】,谷川　俊太郎【訳】 好学社
へっこきあねさがよめにきて 大川　悦生【著】,太田　大八【画】 ポプラ社
べべべんべんとう さいとう　しのぶ【著】 教育画劇
へらない稲たば 李　錦玉【著】,朴　民宜【画】 岩崎書店
ペレのあたらしいふく エルサ・ベスコフ【著】,おのでら　ゆりこ【訳】 福音館書店
ベロキラプトル 工藤　晃司【著】 大日本図書
ペンギンかぞくとおそろしい山 藤原　幸一【著】 アリス館
ペンギンのヒナ ベティ・テイサム【著】,ヘレン　Ｋ．デイヴィー【画】,はんざわ　のりこ【訳】 福音館書店
へんしんオバケ あきやま　ただし【著】 金の星社
へんしんクイズ あきやま　ただし【著】 金の星社
へんしんコンサート あきやま　ただし【著】 金の星社
へんしんトイレ あきやま　ただし【著】 金の星社
へんしんとびばこ あきやま　ただし【著】 金の星社
へんしんトンネル あきやま　ただし【著】 金の星社
へんしんプレゼント あきやま　ただし【著】 金の星社
へんしんマジック あきやま　ただし【著】 金の星社
へんしんマラソン あきやま　ただし【著】 金の星社
へんしんマンザイ あきやま　ただし【著】 金の星社
ヘンゼルとグレーテル ヤーコプ・ルードヴィヒ・グリム【原著】,ヴィルヘルム・カール・グリム【原著】,矢川　澄子【著】 教育画劇
ヘンゼルとグレーテル ヤーコプ・ルートビッヒ・グリム，ビルヘルム・カール・グリム【著】,バーナディット・ワッツ【画】, 岩波書店
へんてこ美術館 織茂　恭子【著】 福音館書店
ぼうさまになったからす 松谷　みよ子【著】,司　修【画】 偕成社
ぼうしや 米山　永一【著】 フレーベル館
ほうらやっぱりきつねさん 木村　裕一【著】,中野　弘隆【画】 偕成社
ほうれんそうはないています 鎌田　實【著】,長谷川　義史【画】 ポプラ社
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
ボールのまじゅつしウィリー アンソニー・ブラウン【著】,久山　太市【訳】 評論社
ほがらか森のくぬぎの木 すずき　みゆき【著】,鈴木　まもる【画】 金の星社
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
ぼくがきょうりゅうだったとき まつおかたつひで ポプラ社
ぼくがラーメンたべてるとき 長谷川　義史【著】 教育画劇
ぼくだけのきょうりゅう 今江　祥智【著】,太田　大八【画】 ベネッセコーポレーション
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
ぼくねむくないよ アストリッド・リンドグレーン【著】,イロン・ヴィークランド【画】,ヤンソン　由美子【訳】 岩波書店
ぼくのえんそく 穂高　順也【著】,長谷川　義史【画】 岩崎書店
ぼくのおじさん アーノルド・ローベル【著】,三木　卓【訳】 文化出版局
ぼくのおふろ 鈴木　のりたけ【著】 ＰＨＰ研究所
ぼくのかえりみち ひがし　ちから【著】 ビーエル出版
ぼくのすきなおじさん 長　新太【著】 童心社
ぼくのだいすきなケニアの村 ケリー・クネイン【著】,アナ・フアン【画】,小島　希里【訳】 ビーエル出版
ぼくのだわたしのよ レオ・レオニ【著】,谷川　俊太郎【訳】 好学社
ぼくのちびっこガチョウ 金　近【著】,斎藤　秋男【訳】,いもと　ようこ【画】 ひくまの出版
ぼくのとうきょうえきたんけん 新　冬二【著】,田代　三善【画】 小峰書店
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
ぼくのねこみなかった エリック・カール【著】,大附　瑞枝【訳】 偕成社
ぼくのパパはおおおとこ カール・ノラック【著】,イングリッド・ゴドン【画】,いずみ　ちほこ【訳】 セーラー出版
ぼくのブック・ウーマン ヘザー・ヘンソン【著】,デイビッド・スモール【画】,藤原　宏之【訳】 さえら書房
ぼくのふとん 鈴木　のりたけ【著】 ＰＨＰ研究所
ぼくの村にサーカスがきた 小林　豊【著】 ポプラ社
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
ぼくは一ねんせいだぞ 福田　岩緒【著】 童心社



ぼくは一ねんせいだぞ 福田　岩緒【著】 童心社
ぼくらのきょうしつジャングルだ ますだ　えつこ【著】,ふりや　かよこ【画】 新日本出版社
ぼくらはうまいもんフライヤーズ 岡田　よしたか【著】 ブロンズ新社
ぼくらは赤いうたうさぎ 大津　由紀雄【著】,藤枝　リュウジ【画】 岩波書店
ぼくらは知床探険隊 関屋　敏隆【著】 岩崎書店
ぼくをだいて はた　よしこ【著】 偕成社
ぼくんちカレーライス つちだ　のぶこ【著】 佼成出版社
ぼくんちのティラノサウルス のぶみ【著】 講談社
ぼくんちひっこし 山本　省三【著】,鈴木　まもる【画】 金の星社
ポケモンおもしろめいろ・パズル 嵩瀬　ひろし【著】 小学館
ポケモンをさがせ！ダイヤモンドパール 相原　和典【画】 小学館
ポコちゃんだいすき 木村　裕一【著】,岡村　好文【画】 偕成社
ほしじいたけほしばあたけ 石川　基子【著】 講談社
ほしじいたけほしばあたけカエンタケにごようじん 石川　基子【著】 講談社
ほしじいたけほしばあたけじめじめ谷でききいっぱつ 石川　基子【著】 講談社
ほしになったりゅうのきば 君島　久子【著】,赤羽　末吉【画】 福音館書店
ボタンちゃん 小川　洋子【著】,岡田　千晶【画】 ＰＨＰ研究所
ポチはかせのへんしんじどうしゃ 木村　裕一【著】,エム・ナマエ【画】 偕成社
ポチはかせのぼうしまてまて 木村　裕一【著】,エム・ナマエ【画】 偕成社
ポップコーンをつくろうよ トミー・デ・パオラ【著】,福本　友美子【訳】 光村教育図書
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
ボルカ ジョン・バーニンガム【著】,木島　始【訳】 ほるぷ出版
ぼんちゃんのぼんやすみ あおき　ひろえ【著】 講談社
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
ほんとにほんと ケス・グレイ【著】,ニック・シャラット【画】,よしがみ　きょうた【訳】 小峰書店
ほんとに本はやくにたつ クロード・ブージョン【著】,末松　氷海子【訳】 セーラー出版
ほんとはスイカ 昼田　弥子【著】,高畠　那生【画】 ブロンズ新社
マイク・マリガンとスチーム・ショベル バージニア・バートン【著】,いしい　ももこ【訳】 福音館書店
まいごになっちゃった ライザ・アレクサンダー【著】,トム・クーク【画】,せな　あいこ【訳】 評論社
まいごのアンガス マージョリー・フラック【著】,瀬田　貞二【訳】 福音館書店
まいごのねこざかな わたなべ　ゆういち【著】 フレーベル館
まいごのふくろうくん しのざき　みつお【著】 ぎょうせい
まえむきよこむきうしろむき 鈴木　まもる【著】 金の星社
マクスとモーリツのいたずら ヴィルヘルム・ブッシュ【著】,上田　真而子【訳】 岩波書店
まけうさぎ 斎藤　隆介【著】,まつやま　ふみお【画】 新日本出版社
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
マシューのゆめ レオ・レオニ【著】,谷川　俊太郎【訳】 好学社
まじょとタイムマシン なかえ　よしを【著】,おおくぼ　ひろあき【画】 金の星社
ましろのあさ いもと　ようこ【著】 金の星社
また！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
またもりへ マリー・ホール・エッツ【著】,まさき　るりこ【訳】 福音館書店
まちからうみへはしれ江ノ電 持田　昭俊【著】 小峰書店
まちねずみジョニーのおはなし ビアトリクス・ポター【著】,石井　桃子【訳】 福音館書店
まちんと 松谷　みよ子【著】,司　修【画】 偕成社
まちんと 松谷　みよ子【著】,司　修【画】 偕成社
まっかっかトマト いわさ　ゆうこ【著】 童心社
マッチうりの少女 アンデルセン【原著】,いもと　ようこ【著】 金の星社
マッチ箱日記 ポール・フライシュマン【著】,バグラム・イバトゥーリン【画】,島　式子【訳】 ビーエル出版
まってるまってる 高畠　那生【著】 絵本館
まどからおくりもの 五味　太郎【著】 偕成社
まどからおくりもの 五味　太郎【著】 偕成社
まどをあけると 高橋　透【著】 ぎょうせい
マナティーはやさしいともだち 福田　幸広【著】 ポプラ社
マニマニのおやすみやさん つちだ　のぶこ【著】 偕成社
まほうつかいとドラゴン デイビッド・マッキー【著】,安西　徹雄【訳】 アリス館
まほうつかいとふしぎなおおかん デイビッド・マッキー【著】,安西　徹雄【訳】 アリス館
まほうつかいとペットどろぼう デイビッド・マッキー【著】,安西　徹雄【訳】 アリス館
まほうつかいのにせものさわぎ デイビッド・マッキー【著】,安西　徹雄【訳】 アリス館
まほうつかいのまほうくらべ デイビッド・マッキー【著】,安西　徹雄【訳】 アリス館
まほうをわすれたまほうつかい デイビッド・マッキー【著】,安西　徹雄【訳】 アリス館
ママったらわたしのなまえをしらないの スーザン・ウィリアムズ【著】,アンドリュー・シャケット【画】,いしい　むつみ【訳】 ビーエル出版
ままですすきですすてきです 谷川　俊太郎【著】,タイガー立石【画】 福音館書店
まゆとおに 富安　陽子【著】,降矢　なな【画】 福音館書店
まよなかのだいどころ モーリス・センダック【著】,じんぐう　てるお【訳】 冨山房
まよなかのたんじょうかい 西本　鶏介【著】,渡辺　有一【画】 すずき出版
まりーちゃんとひつじ フランソワーズ【著】,与田　凖一【訳】 岩波書店
まりーちゃんのくりすます フランソワーズ【著】,与田　凖一【訳】 岩波書店
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
まんぷくでぇす 長谷川　義史【著】 ＰＨＰ研究所
まんまるいけのおつきみ かとう　まふみ【著】 講談社
まんまるがかり おくはら　ゆめ【著】 理論社
ミクロの世界 田中　敬一【著】 福音館書店
みずいろのぞう ｎａｋａｂａｎ【著】 ほるぷ出版
みずいろのぞう ｎａｋａｂａｎ【著】 ほるぷ出版
みずいろのながぐつ もり　ひさし【著】,にしまき　かやこ【画】 金の星社
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
みずぼうそうだよヤンダヤンダ おの　りえん【著】,国松　エリカ【画】 偕成社
ミッケ！がっこう ジーン・マルゾーロ【著】,ウォルター・ウィック【写真】,糸井　重里【訳】 小学館
ミッケたからじま ジーン・マルゾーロ【著】,ウォルター・ウィック【写真】,糸井　重里【訳】 小学館
ミッケたからじま ジーン・マルゾーロ【著】,ウォルター・ウィック【写真】,糸井　重里【訳】 小学館
ミッケミステリー ジーン・マルゾーロ【著】,ウォルター・ウィック【写真】,糸井　重里【訳】 小学館
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
ミドリがひろったふしぎなかさ 岡野　かおる子【著】,遠藤　てるよ【画】 童心社
みどりのしっぽのねずみ レオ・レオニ【著】,谷川　俊太郎【訳】 好学社
みにくいシュレック ウィリアム・スタイグ【著】,おがわ　えつこ【訳】 セーラー出版
みみかきめいじん かがくい　ひろし【著】 講談社
ミミズのふしぎ 皆越　ようせい【写真】 ポプラ社
みょうがやど 川端　誠【著】 クレヨンハウス
ミリーのすてきなぼうし きたむら　さとし【著】 ビーエル出版
ミリーのすてきなぼうし きたむら　さとし【著】 ビーエル出版
ミルクこぼしちゃだめよ！ スティーヴン・デイヴィーズ【著】,クリストファー・コー【画】,福本　友美子【訳】 ほるぷ出版
みんなうんち 五味　太郎【著】 福音館書店
みんなおそろい 山脇　恭【著】,末崎　茂樹【画】 偕成社
みんなでつかおうよ ディナ・アナスタジオ【著】,トム・リー【画】,せな　あいこ【訳】 評論社
みんなでまもったひなどり 唯野　元弘【著】,むかい　ながまさ【画】 すずき出版
みんなのかお 戸田　杏子【著】,佐藤　彰【写真】 福音館書店
みんなのこびと なばた　としたか【著】 ロクリン社
みんなのこもりうた トルード・アルベルチ【著】,石井　桃子【訳】,なかたに　ちよこ【画】 福音館書店
みんなはらぺこ 井上　正治
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
ムーミンのたからもの トーベ・ヤンソン【原著】,松田　素子【著】,スタジオ・メルファン【画】 講談社
ムーミンのともだち トーベ・ヤンソン【原著】,松田　素子【著】,スタジオ・メルファン【画】 講談社
ムーミンのふしぎ トーベ・ヤンソン【原著】,松田　素子【著】,スタジオ・メルファン【画】 講談社
むぎばたけ アリスン・アトリー【著】,矢川　澄子【訳】,片山　健【画】 福音館書店
むぎひとつぶ さねとう　あきら【著】,村上　勉【画】 岩崎書店
むぎわらぼうし　新装版 竹下　文子【著】,いせ　ひでこ【画】 講談社
むささびのおやこ 今泉　吉晴【著】,田中　豊美【画】 新日本出版社



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
むしたちのおまつり 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
むしたちのさくせん 宮武　頼夫【著】,得田　之久【画】 福音館書店
むしのかお 新開　孝【写真】 ポプラ社
むしをたべるくさ 渡邉　弘晴【写真】,伊地知　英信【著】 ポプラ社
メガネをかけたら くすのきしげのり【作】,たるいしまこ【絵】 小学館
メガネをかけたら くすのきしげのり【作】,たるいしまこ【絵】 小学館
めぐろのさんま 川端　誠【著】 クレヨンハウス
めだかのぼうけん 渡辺　昌和【写真】,伊地知　英信【著】 ポプラ社
めっきらもっきらどおんどん 長谷川　摂子【著】,ふりや　なな【画】 福音館書店
もうこわくない マリー・ウァブス【著】,安藤　由紀【訳】 金の星社
もくもくやかん かがくい　ひろし【著】 講談社
もぐらくんがんばる マリー・ジョゼ・サクレ【原著】,面谷　哲郎【著】 学習研究社
もぐらバス うちの　ますみ【著】 偕成社
もけらもけら 山下　洋輔【著】,元永　定正【画】 福音館書店
もこもこもこ 谷川　俊太郎【著】,元永　定正【画】 文研出版
もしもしおかあさん 久保　喬【著】,いもと　ようこ【画】 金の星社
もしもであはは そうま　こうへい【著】,あさぬま　とおる【画】 あすなろ書房
もしもまほうがつかえたら ロバート・グレイブズ【著】,モーリス・センダック【画】,原　もと子【訳】 冨山房
もしも宇宙でくらしたら 山本　省三【著】 ＷＡＶＥ出版
もず 初山　滋【画】 至光社
もったいないばあさんまほうのくにへ 真珠　まりこ【著】 講談社
もっと、お話しよう 社会法人横浜青年会議所
ものぐさトミー ペーン・デュボア【著】,松岡　享子【訳】 岩波書店
モペットちゃんのおはなし ビアトリクス・ポター【著】,石井　桃子【訳】 福音館書店
ももたろう 松谷　みよ子【著】,瀬川　康男【画】 フレーベル館
ももたろう いもと　ようこ【著】 金の星社
ももたろう 松居　直【著】,赤羽　末吉【画】 福音館書店
モリスのまほうのふくろ ローズマリー・ウェルズ【著】,大庭　みな子【訳】 文化出版局
もりでひとりぼっち ボリスラフ・ストエフ
もりのえほん 安野　光雅【著】 福音館書店
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
もりのこびとたち エルサ・ベスコフ【著】,おおつか　ゆうぞう【訳】 福音館書店
もりのしんりょうじょ 篠崎　三朗【著】 ぎょうせい
もりのなか マリー・ホール・エッツ【著】,まさき　るりこ【訳】 福音館書店
もりのようふくや オクターフ・パンク・ヤシ【著】,エウゲーニー　Ｍ．ラチョフ【画】,うちだ　りさこ【訳】 福音館書店
モンスターのなみだ おぼ　まこと【著】 教育画劇
やぎのびりいとふとったなかまたち ノニー・ホグローギアン【著】,金井　直【訳】 文化出版局
やさいでぺったん よしだ　きみまろ【著】 福音館書店
やさいのおなか きうち　かつ【著】 福音館書店
やさいむらのなかまたち　夏 ひろかわ　さえこ【著】 偕成社
やさいむらのなかまたち　秋 ひろかわ　さえこ【著】 偕成社
やさいむらのなかまたち　春 ひろかわ　さえこ【著】 偕成社
やさいむらのなかまたち　冬 ひろかわ　さえこ【著】 偕成社
やさしいたんぽぽ 安房　直子【著】,南塚　直子【画】 小峰書店
やさしいたんぽぽ 安房　直子【著】,南塚　直子【画】 小峰書店
やさしい木曽馬 庄野　英二【著】,斎藤　博之【画】 偕成社
やっぱり山ぞくになったねこたち 槙　ひろし【著】,前川　欣三【画】 教育画劇
やどかりのおひっこし エリック・カール【著】,もり　ひさし【訳】 偕成社
やどなしねずみのマーサ アーノルド・ローベル【著】,三木　卓【訳】 文化出版局
やねのうえのもも 織茂　恭子【著】 童心社
やぶかのはなし 栗原　毅【著】,長　新太【画】 福音館書店
やまおやじ 今森　光彦【著】 小学館
やまださんちのてんきよほう 長谷川　義史【著】 絵本館
ヤマネのナノのぼうけん 上岡　裕【著】,むらかみ　ひとみ【画】 岩崎書店
やまんばのにしき 松谷　みよ子【著】,瀬川　康男【画】 ポプラ社
やもじろうとはりきち 降矢　なな【著】 佼成出版社
ヤンとスティッピー ペッツィー・バックス【著】,のざか　えつこ【訳】 ビーエル出版
ゆうかんなアイリーン ウィリアム・スタイグ【著】,おがわ　えつこ【訳】 セーラー出版
ゆうこのてるてるぼうず 清水　達也【著】 ひくまの出版
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
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
ゆうびんやさんのホネホネさん にしむら　あつこ【著】 福音館書店
ゆうやけいろのかさ 岸川　悦子【著】,上野　紀子【画】 教育画劇
ゆうれいのたまご せな　けいこ【著】 童心社
ゆかいなかえる ジュリエット・キープス【著】,石井　桃子【訳】 福音館書店
ゆきおんな 松谷　みよ子【著】,朝倉　摂【画】 ポプラ社
ゆきおんな 中脇　初枝【著】,佐竹　美保【画】 小学館
ゆきごんのおくりもの 長崎　源之助【著】,岩崎　ちひろ【画】 新日本出版社
ゆきごんのおくりもの 長崎　源之助【著】,岩崎　ちひろ【画】 新日本出版社
ゆきごんのおくりもの 長崎　源之助【著】,岩崎　ちひろ【画】 新日本出版社
ゆきだるまのさがしもの ゲルダ・マリー・シャイドル【著】,ヨゼフ・ウィルコン【画】,いずみ　ちほこ【訳】 セーラー出版
ゆきのひ 加古　里子【著】 福音館書店
ゆきのひ エズラ・ジャック・キーツ【著】,木島　始【訳】 偕成社
ゆきのひのホネホネさん にしむら　あつこ【著】 福音館書店
ゆきのんのんねこざかな わたなべ　ゆういち【著】 フレーベル館
ゆずちゃん 肥田　美代子【著】,石倉　欣二【画】 ポプラ社
ゆっくりがいっぱい！ エリック・カール【著】,くどう　なおこ【訳】 偕成社
ユとムとヒ 斎藤　隆介【著】,滝平　二郎【画】 岩崎書店
ゆびくん 五味　太郎【著】 岩崎書店
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
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
ようちえんにいきたい 山本　まつ子【著】 教育画劇
よかったねネッドくん　改訂版 レミー・チャーリップ【著】,八木田　宜子【訳】 偕成社
よかったねネッドくん　改訂版 レミー・チャーリップ【著】,八木田　宜子【訳】 偕成社
よつごのこりすはるくんのおすもう 西村　豊【著】 アリス館
よみがえれ、えりもの森 本木　洋子【著】,高田　三郎【画】 新日本出版社
よもぎだんご さとう　わきこ【著】 福音館書店
よるくまクリスマスのまえのよる 酒井　駒子【著】 白泉社
よるのおるすばん ひろかわ　さえこ【著】 アリス館
よわいかみつよいかたち　新版 かこ　さとし【著】 童心社
ラ・タ・タ・タム ペーター・ニクル【著】,ビネッテ・シュレーダー【画】,矢川　澄子【訳】 岩波書店
ラーメンちゃん 長谷川　義史【著】 絵本館
ライオンとねずみ リーセ・マニケ【著】,大塚　勇三【訳】 岩波書店
ライオンとネズミ 蜂飼　耳【著】,西村　敏雄【画】 岩崎書店
ライオンとねずみ イソップ【原著】,エド・ヤング【画】,田中　とき子【訳】 岩崎書店
ライオンの子どもとその世界 大日本絵画
らいねんは一年生 竹崎　有斐【著】,遠藤　てるよ【画】 ひくまの出版
ラポラポラ ふくだ　ゆきひろ【著】 草炎社
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
りこうなおきさき ガスター【原著】,立原　えりか【著】,いわさき　ちひろ【画】 講談社
リサとガスパールのクリスマス アン・グットマン【著】,ゲオルグ・ハレンスレーベン【画】,石津　ちひろ【訳】 ブロンズ新社
リサニューヨークへいく アン・グットマン【著】,ゲオルグ・ハレンスレーベン【画】,石津　ちひろ【訳】 ブロンズ新社
リサひこうきにのる アン・グットマン【著】,ゲオルグ・ハレンスレーベン【画】,石津　ちひろ【訳】 ブロンズ新社
りすがたねをおとした ハリス・ペティ【著】,わたべ　ようこ【訳】 ペンギン社



リトル・ポーラ・ベアもどっておいで！ ハンス・デ・ビア【著】,青木　奈緒【訳】 ノルドズッド・ジャパン
リトル・ポーラ・ベアわたしもいっしょに、つれていって！ ハンス・デ・ビア【著】,青木　奈緒【訳】 ノルドズッド・ジャパン
リトルツインズ　１ 土田　勇【著】 フレーベル館
リトルツインズ　１０ 土田　勇【著】 フレーベル館
リトルツインズ　２ 土田　勇【著】 フレーベル館
リトルツインズ　３ 土田　勇【著】 フレーベル館
リトルツインズ　４ 土田　勇【著】 フレーベル館
リトルツインズ　５ 土田　勇【著】 フレーベル館
リトルツインズ　６ 土田　勇【著】 フレーベル館
リトルツインズ　７ 土田　勇【著】 フレーベル館
リトルツインズ　８ 土田　勇【著】 フレーベル館
リトルツインズ　９ 土田　勇【著】 フレーベル館
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
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
りんごがたべたいねずみくん なかえ　よしを【著】,上野　紀子【画】 ポプラ社
りんごかもしれない ヨシタケ　シンスケ【著】 ブロンズ新社
りんごかもしれない ヨシタケ　シンスケ【著】 ブロンズ新社
りんごのきにこぶたがなったら アーノルド・ローベル【著】,アニタ・ローベル【画】,佐藤　凉子【訳】 評論社
りんごのぼうけんバナナのねがい 加古　里子【著】,村松　ガイチ【画】 農山漁村文化協会
ルシールはうま アーノルド・ローベル【著】,岸田　衿子【訳】 文化出版局
ルラルさんのにわ いとう　ひろし【著】 ほるぷ出版
ルリユールおじさん いせ　ひでこ【著】 講談社
レオナルド ヴォルフ・エァルブルッフ【著】,上野　陽子【訳】 ビーエル出版
ローベルおじさんのどうぶつものがたり アーノルド・ローベル【著】,三木　卓【訳】 文化出版局
ろけっとこざる　改版 Ｈ．Ａ．レイ【著】,光吉　夏弥【訳】 岩波書店
ロボットおに 浅沼　とおる【著】 フレーベル館
ワーニー、パリへ行く フレッド・マルチェリーノ【著】,せな　あいこ【訳】 評論社
わがままなながれぼし 間瀬　なおかた【著】 フレーベル館
わがままろぼっと 和歌山　静子【著】 童心社
わがままろぼっと 和歌山　静子【著】 童心社
わすれないで 赤坂　三好【著】 金の星社
わすれられないおくりもの スーザン・バーレイ【著】,小川　仁央【訳】 評論社
わすれられないおくりもの スーザン・バーレイ【著】,小川　仁央【訳】 評論社
わたし 谷川　俊太郎【著】,長　新太【画】 福音館書店
わたしがねむりねていたとき かこ　さとし【著】,栗原　徹【画】 農山漁村文化協会
わたしきょうりゅうマイちゃんよ 塩田　守男【著】 教育画劇
わたしクリスマスツリー　新装版 佐野　洋子【著】 講談社
わたしたちもジャックもガイもみんなホームレス モーリス・センダック【著】,神宮　輝夫【訳】 冨山房
わたしねむたいのに クリスティーン・ダヴェニェール【著】,木本　栄【訳】 ひくまの出版
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
わたしのいちばんあのこの１ばん アリソン・ウォルチ【著】,パトリス・バートン【画】,薫　くみこ【訳】 ポプラ社
わたしのいちばんあのこの１ばん アリソン・ウォルチ【著】,パトリス・バートン【画】,薫　くみこ【訳】 ポプラ社
わたしのおうち 神沢　利子【著】,山脇　百合子【画】 あかね書房
わたしのおひなさま 内田　麟太郎【著】,山本　孝【画】 岩崎書店
わたしのひかり モリー・バング【作】さくまゆみこ【訳】 評論社
わたしのモンスターかんさつにっき ジャン・カー【著】,Ｇ．ブライアン・カラス【画】,石津　ちひろ【訳】 ほるぷ出版
わたしのゆたんぽ きたむら　さとし【画】 偕成社
わたしはおばあちゃんがすき 木村　昭平【著】,山崎　匠【画】 福音館書店
わたしもえんそく 梅田　俊作，梅田　佳子【著】, 新日本出版社
わっ、たいへん アンナ・ディクソン【著】,トム・クーク【画】,せな　あいこ【訳】 評論社
わっこおばちゃんのしりとりあそび さとう　わきこ【著】 童心社
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
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
ワニばあちゃん おくはら　ゆめ【著】 理論社
ワニぼうのこいのぼり 内田麟太郎【文】高畠純【絵】 文溪堂
わらしべちょうじゃ 西郷　竹彦【著】,佐藤　忠良【画】 ポプラ社
わらしべちょうじゃ 石崎　洋司【著】,西村　敏雄【画】 講談社
一つの花 今西　祐行【著】,鈴木　義治【画】 ポプラ社
一休さん 杉山　亮【著】,長野　ヒデ子【画】 小学館
一房の葡萄 原作・有島武郎　絵・望月菜莉　編・一般社団法人横浜青年会議所　監修・志茂田景樹 一般社団法人横浜青年会議所
一房の葡萄 原作…有島武郎　絵・望月菜莉　編・一般社団法人横浜青年会議所　監修・志茂田景樹 一般社団法人横浜青年会議所
稲むらの火 金の星社
雨のにおい星の声 赤座　憲久【著】,鈴木　義治【画】 小峰書店
雲のてんらん会　新装版 いせ　ひでこ【著】 講談社
王さまと九人のきょうだい 赤羽　末吉【画】,君島　久子【訳】 岩波書店
王さまと九人のきょうだい 赤羽　末吉【画】,君島　久子【訳】 岩波書店
屋根裏のナポレオン キム・ケネディ【著】,ダグ・ケネディ【画】,川島　誠【訳】 ビーエル出版
音楽ばんざい レ・シャ・プレ【著】,石津　ちひろ【訳】 ほるぷ出版
火くいばあ 清水　達也【著】,福田　庄助【画】 ポプラ社
火の鳥 斎藤　隆介【著】,滝平　二郎【画】 岩崎書店
花さき山 斎藤　隆介【著】,滝平　二郎【画】 岩崎書店
花のき村と盗人たち 新美　南吉【著】,さいとう　よしみ【画】 小学館
牙なしゾウのレマ 滝田　明日香【著】,小林　絵里子【画】 ＮＨＫ出版
怪僧タマネギ坊 川端　誠【著】 ビーエル出版
海のいのち 立松　和平【著】,伊勢　英子【画】 ポプラ社
海のいのち 立松　和平【著】,伊勢　英子【画】 ポプラ社
海のいのち 立松　和平【著】,伊勢　英子【画】 ポプラ社
海藻はふしぎの国の草や木 横浜　康継【著】,三芳　悌吉【画】 福音館書店
灰かぶり ヤーコプ・ルードヴィヒ・グリム【原著】,ヴィルヘルム・カール・グリム【原著】,矢川　澄子【著】 教育画劇
絵本いっきゅうさん すずき　大和【著】 チャイルド本社
絵本おこりじぞう 山口　勇子【原著】,沼田　曜一【著】,四国　五郎【画】 金の星社
絵本おこりじぞう 山口　勇子【原著】,沼田　曜一【著】,四国　五郎【画】 金の星社
街のいのち 立松　和平【著】,横松　桃子【画】 くもん出版
街のいのち 立松　和平【著】,横松　桃子【画】 くもん出版
街のいのち 立松　和平【著】,横松　桃子【画】 くもん出版
街のいのち 立松　和平【著】,横松　桃子【画】 くもん出版
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
干したから・・・ 森枝卓士∥写真 フレーベル館
干し柿 西村　豊【著】 あかね書房
給食番長 よしなが　こうたく【著】 好学社
恐竜トリケラトプスとギガノトサウルス　南海大決戦の巻 黒川　みつひろ【著】 小峰書店
恐竜トリケラトプスときけんな谷　ラプトル軍団と戦う巻 黒川　みつひろ【著】 小峰書店
恐竜トリケラトプスとスピノサウルス　あかちゃん恐竜をまもる巻 黒川　みつひろ【著】 小峰書店
恐竜トリケラトプスとひみつの湖　水生恐竜とたたかう巻 黒川　みつひろ【著】 小峰書店
恐竜トリケラトプスと恐怖の大王　ティラノ軍団とたたかう巻 黒川　みつひろ【著】 小峰書店
恐竜トリケラトプスと決戦赤い岩　ツノ竜のむれをすくう巻 黒川　みつひろ【著】 小峰書店
恐竜トリケラトプスと大空の敵　プテラノドンとたたかう巻 黒川　みつひろ【著】 小峰書店
恐竜トリケラトプスのジュラ紀めいろ　アロサウルスとたたかう巻 黒川　みつひろ【著】 小峰書店
恐竜トリケラトプスのジュラ紀めいろ　アロサウルスとたたかう巻 黒川　みつひろ【著】 小峰書店
恐竜トリケラトプスの大ぼうけんめいろ 黒川　みつひろ【著】 小峰書店
恐竜トリケラトプスの大めいろ 黒川　みつひろ【著】 小峰書店
恐竜トリケラトプスの大逆襲　再び肉食恐竜軍団とたたかう巻 黒川　みつひろ【著】 小峰書店
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
金のガチョウ ヤーコプ・ルードヴィヒ・グリム【原著】,ヴィルヘルム・カール・グリム【原著】,矢川　澄子【著】 教育画劇
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
銀のうでわ 君島　久子【著】,小野　かおる【画】 岩波書店
空とぶゴーキー ウィリアム・スタイグ【著】,木坂　涼【訳】 セーラー出版
月へミルクをとりにいったねこ アルフレッド・スメードベルイ【著】,たるいし　まこ【画】,ひしき　あきらこ【訳】 福音館書店



月ようびはなにたべる エリック・カール【著】,もり　ひさし【訳】 偕成社
月夜のバス 杉　みき子【著】,黒井　健【画】 偕成社
月夜のみみずく ジェイン・ヨーレン【著】,ジョン・ショーエンヘール【画】,工藤　直子【訳】 偕成社
月夜の子うさぎ いわむら　かずお【著】 クレヨンハウス
犬になった王子 君島　久子【著】,後藤　仁【画】 岩波書店
見えなくてもだいじょうぶ？ フランツ・ヨーゼフ・ファイニク【著】,フェレーナ・バルハウス【画】,ささき　たづこ【訳】 あかね書房
言葉図鑑　１ 五味　太郎【著】 偕成社
言葉図鑑　１０ 五味　太郎【著】 偕成社
言葉図鑑　２ 五味　太郎【著】 偕成社
言葉図鑑　５ 五味　太郎【著】 偕成社
言葉図鑑　６ 五味　太郎【著】 偕成社
言葉図鑑　７ 五味　太郎【著】 偕成社
言葉図鑑　８ 五味　太郎【著】 偕成社
言葉図鑑　９ 五味　太郎【著】 偕成社
鯉にょうぼう 松谷　みよ子【著】,西山　三郎【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
紅玉 後藤　竜二【著】,高田　三郎【画】 新日本出版社
昆虫の迷路 香川　元太郎【著】 ＰＨＰ研究所
最後の巨人 フランソワ・プラス【著】,寺岡　襄【訳】 ビーエル出版
三コ 斎藤　隆介【著】,滝平　二郎【画】 福音館書店
三つのオレンジ 剣持　弘子【著】,小西　英子【画】 偕成社
三つのお願い ルシール・クリフトン【著】,金原　瑞人【訳】,はた　こうしろう【画】 あかね書房
三つのお願い ルシール・クリフトン【著】,金原　瑞人【訳】,はた　こうしろう【画】 あかね書房
三ねんねたろう 大川　悦生【著】,渡辺　三郎【画】 ポプラ社
三ねんねたろう 大川　悦生【著】,渡辺　三郎【画】 ポプラ社
三びきのこぶた 瀬田　貞二【訳】,山田　三郎【画】 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
山に木を植えました スギヤマ　カナヨ【著】 講談社
山のいのち 立松　和平【著】,伊勢　英子【画】 ポプラ社
山のいのち 立松　和平【著】,伊勢　英子【画】 ポプラ社
仔牛の春 五味　太郎【著】 リブロポート
四季の輪舞 ＨＡＴＡＯ【著】,永田　萠【画】 偕成社
子うさぎましろのお話 佐々木　たづ【著】,三好　碩也【画】 ポプラ社
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
飼育係長 よしなが　こうたく【著】 好学社
時の迷路 香川　元太郎【著】 ＰＨＰ研究所
耳の聞こえないメジャーリーガｰウィリアム・ホイ ナンシー・チャーニン∥著,ジェズ・ツヤ∥画,斉藤洋∥訳 光村教育図書
鹿よおれの兄弟よ 神沢　利子【著】,Ｇ．Ｄ．パヴリーシン【画】 福音館書店
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
柴犬さんのあいうえお帖 影山　直美【画】 辰巳出版
手をつなげば… 木村　裕一【著】,ＭＡＹＡ　ＭＡＸＸ【画】 金の星社
十二支のおはなし 内田　麟太郎【著】,山本　孝【画】 岩崎書店
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
俊寛 松谷　みよ子【著】,司　修【画】 ポプラ社
少年と子だぬき 佐々木　たづ【著】,杉浦　範茂【画】 ポプラ社
新タイムトラベラーウォーリーをおえ マーティン・ハンドフォード【著】,唐沢　則幸【訳】 フレーベル館
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
森の地図 阿部　夏丸【著】,あべ　弘士【画】 ブロンズ新社
世界とであうえほん てづか　あけみ【画】 パイ・インターナショナル
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
星砂のぼうや 灰谷　健次郎【著】 童心社
生麦生米生卵 齋藤　孝【編】,長谷川　義史【著】 ほるぷ出版
西遊記　１ 唐　亜明【著】,于　大武【画】 偕成社
西遊記　２ 唐　亜明【著】,于　大武【画】 偕成社
西遊記　３ 唐　亜明【著】,于　大武【画】 偕成社
青葉の笛 あまん　きみこ【著】,村上　豊【画】 ポプラ社
石の卵 山田　英春【著】 福音館書店
赤い目のドラゴン アストリッド・リンドグレーン【著】,イロン・ヴィークランド【画】,ヤンソン　由美子【訳】 岩波書店
赤ずきん ヤーコプ・ルードヴィヒ・グリム【原著】,ヴィルヘルム・カール・グリム【原著】,矢川　澄子【著】 教育画劇
赤ずきん ヤーコプ・ルートヴィッヒ・グリム，ヴィルヘルム・カール・グリム【著】,バーナディット・ワッツ【画】, 岩波書店
赤神と黒神 松谷　みよ子【著】,丸木　位里【画】 ポプラ社
雪の上のなぞのあしあと あべ　弘士【著】 福音館書店
川のいのち 立松　和平【著】,横松　桃子【画】 くもん出版
川のいのち 立松　和平【著】,横松　桃子【画】 くもん出版
川のいのち 立松　和平【著】,横松　桃子【画】 くもん出版
川のいのち 立松　和平【著】,横松　桃子【画】 くもん出版
槍ヶ岳山頂 川端　誠【著】 ビーエル出版
太陽と月になった兄弟 秋野　靱子【著】 福音館書店
太陽へとぶ矢 ジェラルド・マクダーモット【著】,神宮　輝夫【訳】 ほるぷ出版
大だこマストンとかいぞくせんのたから 西川　おさむ【著】 ぎょうせい
大だこマストン海底のたたかい にしかわ　おさむ【著】 ぎょうせい
大どろぼうくまさん ふりや　かよこ【著】 教育画劇
大津波のあとの生きものたち 永幡　嘉之【写真】 少年写真新聞社
地球というすてきな星 ジョン・バーニンガム【著】,長田　弘【訳】 ほるぷ出版
地球はえらい 香原　知志【著】,松岡　達英【画】 福音館書店
注文の多い料理店 宮沢　賢治【著】,島田　睦子【画】 偕成社
虫のくる宿 森上　信夫【著】 アリス館
町のねずみといなかのねずみ ヘレン・クレイグ【著】,清水　奈緒子【訳】 セーラー出版
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
長ぐつ号の大ぼうけん キャサリン・チャパード【著】,チュア・アイ・ミー【画】,崎岡　真紀子【訳】 蝸牛新社
鳥の巣いろいろ 鈴木　まもる【著】 偕成社
天の火をぬすんだウサギ ジョアンナ・トゥロートン【著】,山口　文生【訳】 評論社
田んぼのいのち 立松　和平【著】,横松　桃子【画】 くもん出版
田んぼのいのち 立松　和平【著】,横松　桃子【画】 くもん出版
田んぼのいのち 立松　和平【著】,横松　桃子【画】 くもん出版
田んぼのいのち 立松　和平【著】,横松　桃子【画】 くもん出版
土のふえ 今西　祐行【著】,沢田　としき【画】 岩崎書店
島ひきおに 山下　明生【著】,梶山　俊夫【画】 偕成社
動物たちのすみか きたむら　まさお【訳】 大日本絵画
道ばたの四季 岡部　牧夫【著】,高橋　清【画】 福音館書店
道成寺 松谷　みよ子【著】,司　修【画】 ポプラ社
二ひきのこぐま イーラ【著】,松岡　享子【訳】 こぐま社
日本の材木杉 ゆのき　ようこ【著】,阿部　伸二【画】 理論社
忍者にんにく丸 川端　誠【著】 ビーエル出版
猫山 斎藤　隆介【著】,滝平　二郎【画】 岩崎書店
博物館の一日 いわた　慎二郎【著】 講談社
白い鳥 椋　鳩十【著】,梶山　俊夫【画】 ポプラ社
白鳥のコタン 安藤　美紀夫【著】,水四　澄子【画】 ポプラ社
八郎 斎藤　隆介【著】,滝平　二郎【画】 福音館書店
鉢の木 たかし　よいち【著】,石倉　欣二【画】 ポプラ社
半日村 斎藤　隆介【著】,滝平　二郎【画】 岩崎書店
彼の手は語りつぐ パトリシア・ポラッコ【著】,千葉　茂樹【訳】 あすなろ書房
飛行士フレディ・レグランド ジョン・エイジー【著】,清水　奈緒子【訳】 セーラー出版
氷の宮殿 アンジェラ・マクアリスター【著】,アンジェラ・バレット【画】,島　式子【訳】 ビーエル出版
文房具のやすみじかん 土橋　正【著】,小池　壮太【画】 福音館書店
文房具のやすみじかん 土橋　正【著】,小池　壮太【画】 福音館書店



兵六ものがたり 西郷　竹彦【著】,箕田　源二郎【画】 ポプラ社
北極熊ナヌーク ニコラ・デイビス【著】,ゲイリー・ブライズ【画】,松田　素子【訳】 ビーエル出版
牧場のいのち 立松　和平【著】,山中　桃子【画】 くもん出版
牧場のいのち 立松　和平【著】,山中　桃子【画】 くもん出版
牧場のいのち 立松　和平【著】,山中　桃子【画】 くもん出版
牧場のいのち 立松　和平【著】,山中　桃子【画】 くもん出版
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
夢につばさを こやま　峰子【著】,葉　祥明【画】,リッキー・ニノミヤ【訳】 金の星社
明けない夜はないから 宮城県の子どもたち【画】,荒井　良二【画】 フェリシモ出版
茂吉のねこ 松谷　みよ子【著】,辻　司【画】 ポプラ社
木 佐藤　忠良【画】,木島　始【著】 福音館書店
木いちごつみ 岸田　衿子【著】,山脇　百合子【画】 福音館書店
木のいのち 立松　和平【著】,山中　桃子【画】 くもん出版
木のいのち 立松　和平【著】,山中　桃子【画】 くもん出版
木のいのち 立松　和平【著】,山中　桃子【画】 くもん出版
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
木の実のけんか 岩城　範枝【著】,片山　健【画】 福音館書店
木はいいなあ ジャニス・メイ・ユードリイ【著】,マーク・シーモント【画】,さいおんじ　さちこ【訳】 偕成社
木を植えた男 ジャン・ジオノ【原著】,フレデリック・バック【画】,寺岡　襄【訳】 あすなろ書房
夜がくるまでは イヴ・バンティング【著】,デイヴィッド・ウィーズナー【画】,江國　香織【訳】 ビーエル出版
野球場の一日 いわた　慎二郎【著】 講談社
妖怪の森 水木　しげる【著】 こぐま社
葉っぱのフレディ レオ・バスカーリア【著】,島田　光雄【画】,みらい　なな【訳】 童話屋
淀川ものがたりお船がきた日 小林　豊【著】 岩波書店
落語絵本　ばけものつかい 川端誠 クレヨンハウス
里の春、山の春 新美　南吉【著】,鈴木　靖将【画】 新樹社
旅の絵本 安野　光雅【著】 福音館書店
六にんぐみせかいあるき ヤーコプ・ルードヴィヒ・グリム【原著】,ヴィルヘルム・カール・グリム【原著】,矢川　澄子【著】 教育画劇
六にんの男たち デイビット・マッキー【著】,中村　浩三【訳】 偕成社


