
№ 書　　　　　　　　　　名 請求記号 著者名 出版社 備考

1 １００かいだてのいえ Ｅいわ 岩井俊雄 偕成社

2 ９９９ひきのきょうだい E むら 村上康成 チャイルド本社

3 あなたがとってもかわいい Ｅみや 宮西達也 金の星社

4 アレクサンダとぜんまいねずみ Ｅレオ レオ＝レオニ 好学社

5 あんぱんまん Ｅやな やなせたかし フレーベル館

6 いただきバス Eのり 藤本ともひこ すずき出版

7 うみの１００かいだてのいえ Ｅいわ 岩井俊雄 偕成社

8 えらいえらい Ｅたけ ますだゆうこ そうえん社

9 えんそく Ｅかた 片山健 架空社

10 おおきなかぶ Ｅオオ Ａ　トルストイ 福音館書店

11 おおはくちょうのそら E てじ 手島圭三郎 リブリオ出版

12 おかあさんだいすきだよ Ｅみや 宮西達也 金の星社

13 おこだでませんように Ｅたな くすのきしげのり 小学館

14 おじいちゃんのごくらくごくらく Ｅはせ 長谷川義史 鈴木出版

15 おじさんのかさ E さの 佐野洋子 講談社

16 おっぱい Ｅみや 宮西達也 鈴木出版

17 おとうさんパパおとうちゃん Ｅみや 宮西達也 すずき出版

18 おばけだじょ Ｅつぺ tuperatupera 学研

19 おばけのてんぷら E おば せなけいこ ポプラ社

20 おばけパーティ E デュ ジャック　デュケノワ ほるぷ出版

21 おべんとうバス 赤Ｅしん 真珠まりこ チャイルド本社

22 おまえうまそうだな E みや 宮西達也 ポプラ社

23 おめんです Ｅいし いしかわこうじ 偕成社

24 おやおや、おやさい Ｅやま 石津ちひろ 福音館書店

25 かばくん E なか 中谷千代子 福音館書店

26 からすのパンやさん E かこ 加古里子 偕成社

27 かわいそうなぞう E たけ 武部本一郎 金の星社

28 ガンピーさんのふなあそび Ｅバーニ ジョンバーニンガム ほるぷ出版

29 きたきつねのゆめ E てじ 手島圭三郎 リブリオ出版

30 きつねのでんわボックス Ｅたか たかすかずみ 金の星社

31 キャベツくん E ちょ 長新太 文研出版

32 給食番長 Ｅよし よしながこうたく 長崎出版

33 きょうはなんてうんがいいんだろう Ｅみや 宮西達也 すずき出版

34 きょだいなきょだいな E ふり 降矢なな 福音館書店

35 きんぎょがにげた E ごみ 五味太郎 福音館書店

36 くじらだ Ｅごみ 五味太郎 岩崎書店

37 くまのコールテンくん E フリ ドン　フリーマン 偕成社

38 くものすおやぶんとりものちょう E あき 秋山あゆ子 福音館書店

39 グリーンマントのピーマンマン E なか 中村景児 岩崎書店

40 ぐりとぐら Ｅなか なかがわりえこ 福音館書店

41 ぐりとぐらのえんそく E やま 山脇百合子 福音館書店

42 ぐりとぐらのおきゃくさま E やま 山脇百合子 福音館書店

43 ぐるんぱのようちえん Ｅほり 西内みなみ 福音館書店
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44 こすずめのぼうけん E ほり 堀内誠一 福音館書店

45 ころころころ E もと 元永定正 福音館書店

46 サンドイッチサンドイッチ Ｅこに 小西英子 福音館書店

47 三びきのこぶた Ｅさん 瀬田貞二 福音館書店

48 三びきのやぎのがらがらどん Ｅサン マーシャ　ブラウン 福音館書店

49 しげちゃん Ｅはせ 長谷川義史 金の星社

50 しまふくろうのみずうみ E てじ 手島圭三郎 リブリオ出版

51 じゃんけんぽん Ｅせな せなけいこ すずき出版

52 しりとりのだいすきなおうさま Ｅはた はたこうしろう 鈴木出版

53 スイミー Ｅレオ レオ＝レオニ 好学社

54 すっぽんぽんのすけ E あら 荒井良二 鈴木出版

55 すてきな三にんぐみ E アン トミー　アンゲラー 偕成社

56 せんたくかあちゃん E さと さとうわきこ 福音館書店

57 せんろはつづく Ｅすず 鈴木まもる 金の星社

58 ぞうくんのさんぽ E なか なかのひろたか 福音館書店

59 そらの１００かいだてのいえ Ｅいわ 岩井俊雄 偕成社

60 そらまめくんのベッド E なか なかやみわ 福音館書店

61 だいおういかのいかたろう Ｅザギ ザ・ギャビンカンパニ すずき出版

62 たなごねえちゃん E あき あきやまただし 鈴木出版

63 たなばたバス Ｅたな 藤本ともひこ すずき出版

64 たまごにいちゃん E あき あきやまただし 鈴木出版

65 たまごにいちゃんぐみ E あき あきやまただし 鈴木出版

66 たまごのあかちゃん E やぎ やぎゅうげんいちろう 福音館書店

67 だるまさんが E かが かがくいひろし ブロンズ新社

68 だるまちゃんとかみなりちゃん Ｅかこ 加古里子 福音館書店

69 だるまちゃんとてんぐちゃん Ｅかこ 加古里子 福音館書店

70 ちいちゃんのかげおくり 戦Ｅうえ あまんきみこ あかね書房

71 ちか１００かいだてのいえ Ｅいわ 岩井俊雄 偕成社

72 ちびくろさんぼ Ｅドビ フランク　ドビアス 瑞雲舎

73 ちびゴリラのちびちび Ｅボーン ルース　ボーンスタイン ほるぷ出版

74 ちゅーちゅー E みや 宮西達也 鈴木出版

75 でんしゃにのって E とよ とよたかずひこ アリス館

76 どうぞのいす E かき 柿本幸造 チャイルド本社

77 どうぶつしんちょうそくてい Ｅたか 聞かせや。けいたろう アリス館

78 トーマスきゃくしゃをひく  きかんしゃトーマスとなか E のり ウィルバート　オードリー ポプラ社

79 となりのたぬき Ｅせな せなけいこ 鈴木出版

80 とべバッタ Ｅたし 田島征三 偕成社

81 ともだちや Ｅふり 降矢なな 偕成社

82 トラネコとクロネコ Ｅみや 宮西達也 すずき出版

83 なにをたべてきたの？ E なが 長野博一 佼成出版社

84 にじいろのさかな E フィ マーカス　フィスター 講談社

85 にゃーご E みや 宮西達也 鈴木出版

86 にんじんとごぼうとだいこん 赤Ｅわか 和歌山静子 すずき出版

87 ねずみくんのチョッキ E うえ 上野紀子 ポプラ社
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88 ねずみのいもほり E いわ いわむらかずお チャイルド本社

89 ねずみのさかなつり E いわ いわむらかずお チャイルド本社

90 ねずみのでんしゃ Ｅいわ いわむらかずお チャイルド本社

91 はじめてのおつかい Ｅはや 林明子 福音館書店

92 はじめてのおるすばん E やま 山本まつ子 岩崎書店

93 はじめまして Ｅおお 大和田美鈴 鈴木出版

94 はっぱのおうち E はや 林明子 福音館書店

95 花さき山 Ｅたき 滝平二郎 岩崎書店

96 はなすもんかー Ｅみや 宮西達也 鈴木出版

97 バムとケロのおかいもの Ｅしま 島田ゆか 文溪堂

98 バムとケロのにちようび E しま 島田ゆか 文渓堂

99 はらぺこあおむし Ｅカール エリック　カール 偕成社

100 はらぺこおおかみとぶたのまち Ｅみや 宮西達也 鈴木出版

101 バルボンさんのおでかけ  ワニのバルボン E とよ とよたかずひこ アリス館

102 半日村 Ｅたき 滝平二郎 岩崎書店

103 ひさの星 E いわ 岩崎ちひろ 岩崎書店

104 ひつじぱん Ｅあき あきやまただし 鈴木出版

105 ふしぎなカサやさん Ｅみや 宮西達也 金の星社

106 ふしぎなタネやさん Ｅみや 宮西達也 金の星社

107 ふゆのよるのおくりもの E クリ 芭蕉みどり ポプラ社

108 へんしんオバケ Ｅあき あきやまただし 金の星社

109 へんしんトンネル Ｅあき あきやまただし 金の星社

110 ほうきぼしのおくりもの E ウル トニー　ウルフ ブックローン

111 ぼくにげちゃうよ Ｅハード マーガレット　ワイズ　ブラウン ほるぷ出版

112 まどから・おくりもの Ｅクリ 五味太郎 偕成社

113 めっきらもっきらどおんどん Ｅふり 降矢なな 福音館書店

114 もぐらバス Ｅうち 佐藤雅彦 偕成社

115 もこもこもこ E もと 元永定正 文研出版

116 もちづきくん Ｅなが 長野ヒデ子 チャイルド本社

117 モチモチの木 Ｅたき 滝平二郎 岩崎書店

118 もったいないばあさん E しん 真珠まりこ 講談社

119 もったいないばあさん Ｅしん 真珠まりこ 講談社

120 ももたろう Ｅもも 松井直 福音館書店

121 もりのおふろ E にし 西村敏雄 福音館書店

122 もりのかくれんぼう Ｅはや 林明子 偕成社

123 もりもりくまさん Ｅすず 長野ヒデ子 すずき出版

124 ゆうたはともだち E きた きたやまようこ あかね書房

125 よかったねネッドくん Ｅシャ レミー・シャーリップ 偕成社

126 よくばりすぎたねこ E さと さとうわきこ 株式会社メイト

127 わにわにのおふろ E やま 山口マオ 福音館書店

128 月ようびはなにたべる？ E カール エリック　カール 偕成社


