
図書館所蔵 書　　　名 出　版　社 作　者

1 ○ おおきな　かぶ（ロシアの民話） 福音館書店 A.トルストイ

2 ○ ポポくんのミックスジュース ＰＨＰ研究所 accototo

3 ○ くるみわりにんぎょう 徳間書店 Ｅ・Ｔ・Ａ・ホフマン

4 ○ ３びきのかわいいオオカミ 冨山房 Ｅ・トリビザス

5 ○ ３びきのくま 福音館書店 L・N・トルストイ

6 ○ おさるのジョージ（シリーズ） 岩波書店 Ｍ．＆Ｈ．Ａ．レイ

7 ○ しゃっくりがいこつ セーラー出版 Ｍ・カイラー

8 ○ エルマーのぼうけんシリーズ 福音館書店 Ｐ・Ｓ・ガネット

9 ○ どんなにきみがすきだかあててごらん 評論社 Ｓ・マクブラットニイ

10 ○ しろくまくんのパンツ ブロンズ新社 tupera tupera

11 ○ パンダ銭湯 絵本館 tupera tupera

12 ○ やさいさん 学研プラス tupera tupera

13 ○ おおきなおおきなおいも 福音館書店 赤羽　末吉

14 ○ たまごをこんこんこん ひさかたチャイルド あかま　あきこ

15 ○ うみキリン 金の星社 あきやま　ただし

16 ○ たまごにいちゃんシリーズ 鈴木出版 あきやま　ただし

17 ○ とんとんとん 金の星社 あきやま　ただし

18 ○ ふうせんくまくん 金の星社 あきやま　ただし

19 ○ へんしんトイレ 金の星社 あきやま　ただし

20 ○ へんしんトンネル 金の星社 あきやま　ただし

21 ○ へんしんマラソン 金の星社 あきやま　ただし

22 ○ まめうしくんと１，２，３ ＰＨＰ研究所 あきやま　ただし

23 ○ ぼくのおじいちゃんのかお 福音館書店 天野　祐吉

24 ○ いろいろばあ えほんの杜 新井　洋行

25 ○ うんちがぽとん アリス館 アロナ・フランケル

26 ○ メリークリスマス　ペネロペ！ 岩崎書店 アン・グッドマン

27 ○ がたんごとん　がたんごとん 福音館書店 安西　水丸

28 ○ ありこのおつかい 福音館書店 石井　桃子

29 ○ たんけんライト７　魔法つかいとオバケたんけん 岳陽舎 石井　玲子　訳

30 ○ おめんです 偕成社 いしかわ　こうじ

31 ○ おめんです２ 偕成社 いしかわ　こうじ

32 ○ さるかにがっせん 講談社 石崎　洋司

33 ○ ももたろう 講談社 石崎　洋司

保育士や幼稚園教諭が選んだ
「子どもが繰り返し見たい、読みたい、魅力的な本」

市内保育園・幼稚園の４１４人の先生が選びました！
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34 ○ さんまいのおふだ 講談社 石崎　洋司

35 ○ おやおやおやさい 福音館書店 石津　ちひろ

36 ○ くだものだもの 福音館書店 石津　ちひろ

37 ○ にんじゃつばめ丸 ブロンズ新社 市川　真由美

38 ○ ルラルさんのにわ ポプラ社 いとう　ひろし

39 ○ ありがとう 岩崎書店 いもと　ようこ

40 ○ いもとようこの世界の名作絵本 金の星社 いもと　ようこ

41 ○ おばけのがっこうへきてください 岩崎書店 いもと　ようこ

42 ○ さるかにがっせん 金の星社 いもと　ようこ

43 ○ さんびきのこぶた 岩崎書店 いもと　ようこ

44 ○ しゅくだい 岩崎書店 いもと　ようこ

45 ○ てぶくろ 講談社 いもと　ようこ

46 ○ ともだちいいな 岩崎書店 いもと　ようこ

47 ○ はだかのおうさま 岩崎書店 いもと　ようこ

48 十二支のはじまり 岩崎書店 いもと　ようこ

49 ○ １００かいだてのいえ（シリーズ） 偕成社 いわい　としお

50 ○ ばけばけばけばけばけばけたくん 大日本図書 岩田　明子

51 ○ １４ひきのねずみ（シリーズ） 童心社 いわむら　かずお

52 タンタンのズボン 偕成社 いわむら　かずお

53 タンタンのハンカチ 偕成社 いわむら　かずお

54 ○ タンタンのぼうし 偕成社 いわむら　かずお

55 ○ とっくんトラックのはらへぶぶー ひさかたチャイルド いわむら　かずお

56 ○ ぞうのボタン 冨山房 うえの　のりこ

57 ○ ミッケ！（シリーズ） 小学館 ウォルター・ウイック

58 ○ おかあさんになるってどんなこと PHP研究所 内田　麟太郎

59 ○ おばけでんしゃ 童心社 内田　麟太郎

60 ○ おれたちともだち！（シリーズ） 偕成社 内田　麟太郎

61 こわくない　こわくない 童心社 内田　麟太郎

62 ○ もぐらバス 偕成社 うちの　ますみ

63 ○ てぶくろ　（ウクライナ民話） 福音館書店 エウゲニー・M・ラチョフ

64 ○ さるのオズワルド こぐま社 エゴン・マチーセン

65 ○ だんまりこおろぎ 偕成社 エリック＝カール

66 ○ パパ　お月さまとって 偕成社 エリック・カール

67 ○ はらぺこ あおむし 偕成社 エリック・カール

68 ○ 月曜日はなにたべる？ 偕成社 エリック・カール

69 ○ ねこのピート（シリーズ） ひさかたチャイルド エリック・リトウィン

70 ○ まるまるまるのほん ポプラ社 エルヴェ・テュレ

71 せんをひく 福音館書店 大倉　侍郎

72 ○ せんせい 福音館書店 大場　牧夫

73 ○ オバケ！ホント？ 福音館書店 岡田　善敬

74 ○ 子どもとよむ日本の昔ばなし（シリーズ） くもん出版 小澤　俊夫∥監修

75 ○ ないしょでんしゃ ひさかたチャイルド 薫　くみこ
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76 ○ みんな　でんしゃ ひさかたチャイルド 薫　くみこ

77 ○ おしくら　まんじゅう ブロンズ新社 かがくい　ひろし

78 ○ おもちのきもち 講談社 かがくい　ひろし

79 ○ だるまさん（シリーズ） ブロンズ新社 かがくい　ひろし

80 ○ みみかきめいじん 講談社 かがくい　ひろし

81 ○ 迷路絵本（シリーズ） ＰＨＰ研究所 香川　元太郎

82 ○ ぽんちんぱん 福音館書店 柿木原　政広

83 ○ だるまちゃんとてんぐちゃん 福音館書店 加古　里子

84 ○ おたまじゃくしの１０１ちゃん 偕成社 かこ　さとし

85 ○ からすのぱんやさん（シリーズ） 偕成社 かこ　さとし

86 ○ どろぼうがっこう 偕成社 かこ　さとし

87 ○ とんぼのうんどうかい 偕成社 かこ　さとし

88 ○ やなぎむらのおはなし（シリーズ） 福音館書店 カズコ・G・ストーン

89 とりがいるよ KADOKAWA 風木　一人

90 ○ とんねるをぬけると 福音館書店 片山　健

91 ○ ぽんたのじどうはんばいき ひさかたチャイルド 加藤　ますみ

92 ○ あのね、サンタの国ではね 偕成社 嘉納　純子

93 ○ たまごのあかちゃん 福音館書店 神沢　利子

94 ○ ごろりんごろんころろろろ ひさかたチャイルド 香山　美子

95 ○ どうぞのいす ひさかたチャイルド 香山　美子

96 ○ おはなしゆびさん チャイルド本社 香山　美子∥詞

97 ○ 西遊記 講談社 唐　亜明

98 ○ １ねん１くみの１にち アリス館 川島　敏生

99 ○ バナナです 文化出版局 川端　誠

100 ○ ママ、おこらないで 岩崎書店 きざき　ふうこ

101 ○ ひとくちぱくり 文渓堂 木曽　秀夫

102 ○ つのはなんにもならないか 偕成社 北山　葉子

103 ○ ゆきうさぎのおくりもの 世界文化社 木原　悦子∥訳

104 ○ ９９９ひきのきょうだい ひさかたチャイルド 木村　研

105 ○ あらしのよるに 講談社 きむら　ゆういち

106 ○ いないいないばあ　あそび 偕成社 きむら　ゆういち

107 ○ おいしいよやぎのケーキやさん 偕成社 きむら　ゆういち

108 おひなまつり 教育画劇 きむら　ゆういち

109 ○ ごあいさつあそび 偕成社 きむら　ゆういち

110 ○ ねえ　なにしてるの 偕成社 きむら　ゆういち

111 ○ ゆらゆらばしのうえで 福音館書店 きむら　ゆういち

112 ○ おつかいどきどき 偕成社 木村　裕一

113 ○ うずらちゃんのかくれんぼ 福音館書店 きもと　ももこ

114 ○ おむすびころりん 偕成社 興田　準一

115 ○ ノンタン（シリーズ） 偕成社 キヨノ サチコ

116 ○ おこだでませんように 小学館 くすのき　しげのり

117 ○ ノラネコぐんだん（シリーズ） 白泉社 工藤　ノリコ
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118 ○ まねっこ　まねっこ あかね書房 くろい　けん

119 ○ 黒川みつひろ　恐竜絵本（シリーズ） 小峰書店 黒川　みつひろ

120 ○ ぶーぶーぶー 福音館書店 こかぜ　さち

121 ○ わにわにのおふろ 福音館書店 小風　さち

122 ○ わにわにのごちそう 福音館書店 小風　さち

123 はっけんずかん　きょうりゅう 学習研究社 小島　郁男∥監修

124 ○ サンドイッチ　サンドイッチ 福音館書店 小西　英子

125 ○ きいろいのはちょうちょ 偕成社 五味　太郎

126 ○ きんぎょがにげた 福音館書店 五味　太郎

127 ○ どどどどど 偕成社 五味　太郎

128 ○ まどから★おくりもの 偕成社 五味　太郎

129 ○ みんな　うんち 福音館書店 五味　太郎

130 ○ るるるるる 偕成社 五味　太郎

131 ○ ゲームブック（シリーズ） 偕成社 五味　太郎

132 こんどあったら ひかりのくに こみ　まさやす

133 ○ いつもいっしょに 金の星社 こんの　ひとみ

134 ○ くまのこうちょうせんせい 金の星社 こんの　ひとみ

135 ○ ひげらっぱ ひさかたチャイルド ザ・キャビンカンパニー

136 あっちゃんあがつく リーブル さいとう　しのぶ

137 ○ あぶくたった ひさかたチャイルド さいとう　しのぶ

138 ○ ペンギンたいそう 福音館書店 齋藤　槇

139 ○ ルドルフとイッパイアッテナ 講談社 斉藤　洋

140 ○ 花さき山 岩崎書店 斉藤　隆介

141 ○ よるくま 偕成社 酒井　駒子

142 ○ よるくま　クリスマスのまえのよる 白泉社 酒井　駒子

143 ○ ポコポコドーナツ 教育画劇 さかい　さちえ

144 ○ ともだちほしいなおおかみくん 岩崎書店 さくら　ともこ

145 ○ おへそはどこかなかえるくん PHP研究所 さくら　ともこ

146 ○ グリーンマントのピーマンマン 岩崎書店 さくら　ともこ

147 ○ ピーマンマンとドクター・ダマカス 岩崎書店 さくら　ともこ

148 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

149 ○ ねずみくんのだいすきなもの ひかりのくに 左近　蘭子

150 ○ ぶたのたね（シリーズ） 絵本館 佐々木　マキ

151 ○ にげだしたパンケーキ 学習研究社 佐藤　みよこ

152 ○ せんたく　かあちゃん 福音館書店 さとう　わきこ

153 ばばばばあちゃん絵はがきの本 福音館書店 さとう　わきこ

154 ○ ぼくそらをさわってみたいんだ ポプラ社 さとう　わきこ

155 ○ う　ん　こ 文溪堂 サトシン

156 ○ １００万回生きたねこ 講談社 佐野　洋子

157 ○ どろんこハリー 福音館書店 ジーン・ジオン

158 ○ いいこってどんなこ？ 冨山房 ジーン・モデシット

159 ○ おおきな木 篠野崎書林 シェル・シルヴァスタイン
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160 ○ おおきな木 あすなろ書房 シェル・シルヴァスタイン

161 ○ オニじゃないよ　おにぎりだよ えほんの杜 シゲタ　サヤカ

162 ○ ちいさなくれよん 金の星社 篠塚　かをり

163 ○ へんしんれっしゃ 東京書店 しまだ　ともみ

164 ○ かばんうりのガラゴ 文溪堂 島田　ゆか

165 ○ バムとケロ（シリーズ） 文溪堂 島田　ゆか

166 おばけだぞぉー！ ほるぷ出版 ジャック・デュケノワ

167 ○ おばけパーティー ほるぷ出版 ジャック・デュケノワ

168 ○ ゴリラのパンやさん 金の星社 白井　三香子

169 ○ くまおさんのカレーライス ひさかたチャイルド 白土　あつこ

170 ○ とんとんパンやさん ひさかたチャイルド 白土　あつこ

171 ○ おてがみちょうだい 童心社 新沢　としひこ

172 ○ おべんとうバス ひさかたチャイルド 真珠　まりこ

173 ○ もったいないばあさん（シリーズ） 講談社 真珠　まりこ

174 ○ ごんぎつね 講談社 新美　南吉

175 ○ 手ぶくろを買いに 偕成社 新美　南吉

176 もりのかくれんぼう 偕成社 末吉　暁子

177 ○ しごとば（シリーズ） ブロンズ新社 鈴木　のりたけ

178 ○ す～べりだい PHP研究所 鈴木　のりたけ

179 ○ せんろはつづく 金の星社 鈴木　まもる

180 ○ せんろはつづく　まだつづく　 金の星社 鈴木　まもる

181 ○ きょうはなんのひ？ 福音館書店 瀬田　貞二

182 ○ いたずら　おばけ（イギリス昔話） 福音館書店 瀬田　貞二∥再話

183 ○ 三びきのこぶた（イギリス昔話） 福音館書店 瀬田　貞二∥やく

184 ○ 三びきのやぎのがらがらどん 福音館書店 瀬田　貞二∥やく

185 ○ おだんごぱん　ロシア民話 福音館書店 せた　ていじ∥やく

186 ○ おばけのてんぷら ポプラ社 せな　けいこ

187 ○ きれいな　はこ 福音館書店 せな　けいこ

188 ○ ねないこ　だれだ 福音館書店 せな　けいこ

189 ○ ぼくはかさ ポプラ社 せな　けいこ

190 たんこぶた チャイルドブック 園田　トト

191 ○ ぱんぱかぱん ひさかたチャイルド 高木　さんご

192 ○ みんな　おさんぽ チャイルド本社 高木　さんご

193 ○ こんなときってなんていう ひかりのくに たかてら　かよ

194 ○ つんつくせんせいといたずらぶんぶん フレーベル館 たかどの　ほうこ

195 ○ ちょっとだけ 福音館書店 瀧村　有子

196 ○ じごくのそうべえ 童心社 田島　征彦

197 ○ りんごがドスーン 文研出版 多田　ヒロシ

198 ○ わんわんなくのはだあれ こぐま社 多田　ヒロシ

199 ○ ねずみさんのながいパン こぐま社 多田　ヒロシ

200 ○ きもち 福音館書店 谷川　俊太郎

201 けんはへっちゃら あかね書房 谷川　俊太郎
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202 ○ もこ　もこもこ 文研出版 谷川　俊太郎

203 ○ わたし 福音館書店 谷川　俊太郎

204 ○ あけるな ブッキング 谷川　俊太郎

205 ○ おじさんとすべりだい ひさかたチャイルド たにぐち　くにひろ

206 ○ １００にんのサンタクロース 文溪堂 谷口　智則

207 ○ さっちゃんのまほうのて 偕成社 田畑　精一

208 ○ キャベツくん 文研出版 長　新太

209 ○ ゆうちゃんとしんくんとへんてこライオン 小学館 長　新太

210 ○ よりみちエレベーター 徳間書店 土屋　富士夫

211 ○ おでかけのまえに 福音館書店 筒井　頼子

212 ○ はじめての　おつかい 福音館書店 筒井　頼子

213 ○ ゆきのひのうさこちゃん 福音館書店 ディック・ブルーナ

214 ○ だめよ、デイビッド！ 評論社 デイビッド・シャノン

215 ○ まめまめくん あすなろ書房 デヴィッド・カリ

216 ○ ぞうのエルマー BL出版 デビッド・マッキー

217 ○ あなにおちた　ぞう 偕成社 てらむら　てらお

218 ○ おしゃべりな　たまごやき 福音館書店 寺村　輝夫

219 ○ サンタクロースってほんとにいるの？ 福音館書店 てるおか　いつこ

220 ○ おしりたんてい ポプラ社 ト　ロ　ル

221 ○ ぼく　だんごむし 福音館書店 得田　之久

222 ○ すてきな三にんぐみ 偕成社 トミー・アンゲラー

223 ○ まゆとおに 福音館書店 富安　陽子

224 ○ でんしゃにのって アリス館 とよた　かずひこ

225 ○ おいしいともだち（シリーズ） 童心社 とよた　かずひこ

226 ○ ブップーバス アリス館 とよた　かずひこ

227 ○ ポンポンおふね アリス館 とよた　かずひこ

228 ○ ももんちゃん（シリーズ） 童心社 とよた　かずひこ

229 ○ ワニのバルボン（シリーズ） アリス館 とよた　かずひこ

230 ○ ねずみくんの絵本（シリーズ） ポプラ社 なかえ　よしを

231 ○ ぐりとぐら（シリーズ） 福音館書店 中川　季枝子

232 ○ たからさがし 福音館書店 中川　季枝子

233 ○ たんたのたんけん 学研 中川　季枝子

234 ○ ちいさな　あなたへ 主婦の友社 なかがわ　ちひろ

235 ○ あっぷっぷ ひかりのくに 中川　ひろたか

236 ○ えんそくバス 童心社 中川　ひろたか

237 ○ おおきくなるっていうことは 童心社 中川　ひろたか

238 ○ こぶたのブルトン（シリーズ） アリス館 中川　ひろたか

239 ○ さつまのおいも 童心社 中川　ひろたか

240 ○ たまご 金の星社 中川　ひろたか

241 ○ だじゃれどうぶつえん 絵本館 中川　ひろたか

242 ○ ともだちになろうよ 偕成社 中川　ひろたか

243 ○ なんでやねん 世界文化社 中川　ひろたか
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図書館所蔵 書　　　名 出　版　社 作　者

244 ○ パオちゃんのえほん　たのしいおさんぽ PHP研究所 なかがわ　みちこ

245 ○ そらいろのたね 福音館書店 なかがわ　りえこ

246 ○ おひさまさんさん　おはようさん 岩崎書店 なかじま　かおり

247 ○ まるまる 福音館書店 中辻　悦子

248 ○ ぞうくんのさんぽ（シリーズ） 福音館書店 なかの　ひろたか

249 ○ ふしぎなナイフ 福音館書店 中村　牧江

250 ○ そらまめくん（シリーズ） 福音館書店 なかや　みや

251 ○ くれよんのくろくん 童心社 なかや　みわ

252 ○ どんぐり村のパン屋さん 学研教育出版 なかや　みわ

253 うさぎさん　コロッケ チャイルド本社 夏目　尚吾

254 ○ ライオンさんカレー ひさかたチャイルド 夏目　尚吾

255 ○ おっかなどうぶつえんのちず 福音館書店 西内　久典

256 ○ ぐるんぱのようちえん 福音館書店 西内　ミナミ

257 ○ えんとつ町のプペル 幻冬舎 にしの　あきひろ

258 ○ いもむしれっしゃ ＰＨＰ研究所 にしはら　みのり

259 でんしゃバイバイ チャイルド本社 西片　拓史

260 ○ まこちゃんのおたんじょうび こぐま社 にしまき　かやこ

261 ○ わたしのワンピース こぐま社 にしまき　かやこ

262 ○ アントンせんせい 講談社 西村　敏雄

263 ○ どうぶつサーカスはじまるよ 福音館書店 西村　敏雄

264 ○ どん！ 金の星社 西村　敏雄

265 ○ もりのおふろ 福音館書店 西村　敏雄

266 ○ ものすごくおおきなプリンのうえで 教育画劇 二宮　由紀子

267 ○ おいしい　ふくやさん ひさかたチャイルド のし　さやか

268 ○ しんかんくん（シリーズ） あかね書房 のぶみ

269 ○ ヘラクレスオオカブトムシのいちばんくん ひかりのくに のぶみ

270 ○ ママがおばけになっちゃった！ 講談社 のぶみ

271 ○ かん　かん　かん 福音館書店 のむら　さやか

272 ○ ちいさな　おうち 岩波書店 バージニア・Ｂ

273 シンデレラ 岩波書店 バーバラ・マクリントック

274 ○ おててがでたよ 福音館書店 はせがわ　せつこ

275 ○ きょだいな　きょだいな 福音館書店 長谷川　摂子

276 ○ めっきら もっきらどおんどん 福音館書店 長谷川　摂子

277 ○ いいからいいから 絵本館 長谷川　義史

278 ○ おかあちゃんがつくったる 講談社 長谷川　義史

279 ○ おへそのあな BL出版 長谷川　義史

280 ○ じゃがいもポテトくん 小学館 長谷川　義史

281 ○ まんぷくでぇす PHP研究所 長谷川　義史

282 ○ にちようびの森 ハッピーオウル社 はた　こうしろう

283 ○ むしとりにいこうよ ほるぷ出版 はた　こうしろう

284 ○ ウサギとカメ 岩崎書店 蜂飼　耳∥文

285 ○ もりのてぶくろ 福音館書店 八百坂　洋子
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図書館所蔵 書　　　名 出　版　社 作　者

286 ○ ティッチ 福音館書店 パット・ハッチンス

287 ○ １１ぴきのねこ（シリーズ） こぐま社 馬場　のぼる

288 ○ おつきさま　こんばんは 福音館書店 林　明子

289 ○ こんとあき 福音館書店 林　明子

290 ○ ずっとずっとだいすきだよ 評論社 ハンス・ウイルヘルム

291 ○ クリスマスおめでとう こぐま社 ひぐち　みちこ

292 ○ わらってリッキー フレーベル館 ヒド・ファン・ヘネヒテン

293 もごもごわにくん ポプラ社 ひらの　てつお

294 ○ おにぎり 福音館書店 平山　英三

295 かばくんとおかあさん あかね書店 ひろかわ　さえこ

296 ○ ぷくちゃんえほん（シリーズ） アリス館 ひろかわ　さえこ

297 ○ 妖怪遊園地 絵本館 広瀬　克也

298 ○ あしにょきにょき 岩崎書店 深見　春夫

299 ○ くもきちせんせい PHP研究所 深見　春夫

300 ○ ぎょうれつのできるおいしいえほん（シリーズ） 教育画劇 ふくざわ　ゆみこ

301 ○ ふゆじたくのおみせ 福音館書店 ふくざわ　ゆみこ

302 ○ もりいちばんのおともだち 福音館書店 ふくざわ　ゆみこ

303 ○ りんごがひとつ 岩崎書店 ふくだ　すぐる

304 ○ いちにちおもちゃ PHP研究所 ふくべ　あきひろ

305 ○ もぐもぐ　でんでん チャイルドブック 冬野　いちこ

306 ○ ロボット　カミィ 福音館書店 古田　足日

307 ○ ダンプえんちょうやっつけた 童心社 ふるた　たるひ

308 ○ おしいれのぼうけん 童心社 ふるた　たるひ

309 むしむしかくれんぼ 教育画劇 堀川　波

310 ○ にじいろのさかな 講談社 マーカス・フィスター

311 ウォーリーをさがせ フレーベル館 マーティン・ハンドフォード

312 ○ ぼちぼちいこか　 偕成社 マイク・セイラー

313 ○ クレリア　えだのうえでおきたできごと セーラー出版 マイケル・グレイニエツ

314 おひさま　あはは こぐま社 前川　かずお

315 ○ １０ぴきのかえる（シリーズ） PHP研究所 間所　ひさこ

316 ○ はぶじゃぶじゃん そうえん社 ますだ　ゆうこ

317 ○ 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　なおたか

318 ○ じゃあじゃあびりびり 偕成社 まつい　のりこ

319 ○ もりのくうちゅうさんぽ 福音館書店 松岡　達英

320 ○ おっぱい そうえん社 まつおか　たつひで

321 ○ たいせつなきみ いのちのことば社 マックス・ルケード

322 ○ もしもし　おでんわ 童心社 松谷　みよ子

323 ○ さよならさんかく　またきてしかく 偕成社 松谷　みよ子

324 ○ いないいないばあ 童心社 松谷　みよ子

325 ○ いいおかお 童心社 松谷　みよ子

326 ○ のせてのせて 童心社 松谷　みよ子

327 ○ ももたろう 童心社 松谷　みよ子
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図書館所蔵 書　　　名 出　版　社 作　者

328 ○ 一ねんせいになったら ポプラ社 まど　みちお

329 ○ ころわん（シリーズ） ひさかたチャイルド 間所　ひさこ

330 ○ しずくのぼうけん 福音館書店 マリア・テルリコフスカ

331 ○ わたしとあそんで 福音館書店 マリー・ホール・エッツ

332 ○ おうまさんしてー！ こぐま社 三浦　太郎

333 ねずみ（シリーズ） 大日本絵画 ミシェル・カートリッジ

334 ○ やまのおんがくか ひさかたチャイルド 水田　詩仙∥訳詩

335 ○ おたのしみじどうはんばいき アリス館 宮知　和代

336 ○ あいしてくれてありがとう ポプラ社 宮西　達也

337 ○ あなたをずっとずっとあいしている ポプラ社 宮西　達也

338 ○ おまえうまそうだな ポプラ社 宮西　達也

339 ○ おとうさんはウルトラマン 学研 宮西　達也

340 ○ であえてほんとうによかった ポプラ社 宮西　達也

341 ○ ニャーゴ 鈴木出版 宮西　達也

342 ○ ふしぎな　かさやさん 金の星社 みやにし　たつや

343 ○ ふしぎな　キャンディーやさん 金の星社 みやにし　たつや

344 ○ わたしはあなたをあいしています ポプラ社 宮西　達也

345 ○ カタツムリ　にげた 福音館書店 三輪　一雄

346 ○ うんこダスマンたいそう ほるぷ出版 村上　八千世

347 ○ たろうのともだち 福音館書店 村山　桂子

348 ○ 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

349 ○ すっぽんぽんのすけ 鈴木出版 もとした　いづみ

350 ○ カメカメカメラ ポプラ社 もろ　かおり

351 ○ ほげちゃん（シリーズ）　　 偕成社 やぎた　みこ

352 ○ かさぶたくん 福音館書店 柳生　弦一郎

353 おとなり　だあれ ひさかたチャイルド やすい　すえこ

354 そこらのおはなし　 フレーベル館 やすい　すえこ

355 ○ パパだいすきママだいすき 岩崎書店 やすい　すえこ

356 ○ かおかおどんなかお こぐま社 柳原　良平

357 ○ アンパンマン（シリーズ） フレーベル館 やなせ　たかし

358 ○ おかあさんのぱんつ 絵本館 山岡　ひかる

359 ○ ぴんぽーん アリス館 山岡　ひかる

360 ○ もけらもけら 福音館書店 山下　洋輔

361 のりものえほん 教育画劇 山末　やすえ

362 ○ はたらく　くるま くもん出版 やまもと　しょうぞう

363 ○ コんガらガっち（シリーズ） 小学館 ユーフラテス

364 ○ ねんどママ（シリーズ） ひさかたチャイルド ゆきの　ゆみこ

365 ○ わんぱくだん（シリーズ） ひさかたチャイルド ゆきの　ゆみこ

366 ○ とべないほたる（シリーズ） ハート出版 吉田　むねふみ

367 ○ このあとどうしちゃおう プロンズ新社 ヨシタケ　シンスケ

368 ○ もう　ぬげない ブロンズ新社 ヨシタケ　シンスケ

369 ○ りゆうがあります PHP研究所 ヨシタケ　シンスケ
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370 ○ りんごかもしれない ブロンズ新社 ヨシタケ　シンスケ

371 ○ おなかのこびと 教育画劇 よしむら　あきこ

372 ○ 番ねずみのヤカちゃん 福音館書店 リチャード・ウィルバー

373 ○ ザザのちいさいおとうと 偕成社 ルーシー・カズンズ

374 ○ メイシー（シリーズ） 偕成社 ルーシー・カズンズ

375 ○ さむがりやのサンタ 福音館書店 レイモンド・ブリッグズ

376 ○ サンタのたのしいなつやすみ 篠崎書林 レイモンド・ブリッグズ

377 ○ じぶんだけのいろ 好学社 レオ＝レオニ

378 ○ スイミー 好学社 レオ＝レオニ

379 ○ よかったね　ネッドくん 偕成社 レミー・チャーリップ

380 くるっぺったん チャイルド本社 若菜　ひとし

381 ○ こぐまちゃん　おはよう こぐま社 わかやま　けん

382 ○ しろくまちゃん（シリーズ） こぐま社 わかやま　けん

383 ○ ありがとまと　　 ひかりのくに わたなべ　あや

384 ○ いーれーてー アリス館 わたなべ　あや

385 ○ おやすみやさい ひかりのくに わたなべ　あや

386 ○ しょうぼうじどうしゃじぷた 福音館書店 渡辺　茂男

387 ○ くまたくんの絵本（シリーズ） あかね書房 わたなべ　しげお

388 ○ もりのへなそうる 福音館書店 わたなべ　しげお

389 ○ こぶたくんの　おしっこ ぎょうせい わたなべ　ゆういち

390 ○ 日本昔ばなしアニメ絵本 永岡書店 照沼まりえ∥脚色

391 こども動物大百科シリーズ

392 たべもののえほん

393 環境絵本　プチシリーズ

394 ○ 行事に関した絵本

395 ○ 乗り物の絵本

396 ○ 食べ物のの絵・写真

397 ○ 動物や車の絵本

398 ○ 動物写真のある絵本

瀬戸市立図書館　82-2202
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