
書名 副書名 著者名 出版社
分類
記号

図書
記号

はじめてであうずかん けもの 福音館書店 480 ｱ
はじめてであうずかん とり 福音館書店 480 ｱ
うさぎちゃんとおひさま あいはら　ひろゆき 教育画劇 913 ｱ
バクのあかちゃん あいはら　ひろゆき 教育画劇 913 ｱ
きょうはパン焼き あおき　ひろえ 絵本館 913 ｱ
アネゴンたいタロラ あきやま　ただし すずき出版 913 ｱ
あひるのたまごねえちゃん あきやま　ただし すずき出版 913 ｱ
うみキリン あきやま　ただし 金の星社 913 ｱ
からすのたまごにいちゃん あきやま　ただし すずき出版 913 ｱ
がんばる！たまごにいちゃん あきやま　ただし すずき出版 913 ｱ
きょうりゅうのたまごにいちゃ あきやま　ただし すずき出版 913 ｱ
ギリギリかめん あきやま　ただし 金の星社 913 ｱ
きんのたまごにいちゃん あきやま　ただし すずき出版 913 ｱ
こんにちはたまごにいちゃん あきやま　ただし すずき出版 913 ｱ
さかさのこもりくんとおおもり あきやま　ただし 教育画劇 913 ｱ
さかさのこもりくんとこふく
ちゃん

あきやま　ただし 教育画劇 913 ｱ

たまごにいちゃん あきやま　ただし すずき出版 913 ｱ
たまごにいちゃんぐみ あきやま　ただし すずき出版 913 ｱ
たまごにいちゃんといっしょ あきやま　ただし すずき出版 913 ｱ
たまごねえちゃん あきやま　ただし すずき出版 913 ｱ
とんとんとん あきやま　ただし 金の星社 913 ｱ
ぴかぴかドキドキ あきやま　ただし 金の星社 913 ｱ
ふうせんくまくん あきやま　ただし 金の星社 913 ｱ
ぺんぎんのたまごにいちゃん あきやま　ただし すずき出版 913 ｱ
へんしんオバケ あきやま　ただし 金の星社 913 ｱ
へんしんおんせん あきやま　ただし 金の星社 913 ｱ
へんしんかいじゅう あきやま　ただし 金の星社 913 ｱ
へんしんクイズ あきやま　ただし 金の星社 913 ｱ
へんしんコンサート あきやま　ただし 金の星社 913 ｱ
へんしんトイレ あきやま　ただし 金の星社 913 ｱ
へんしんトンネル あきやま　ただし 金の星社 913 ｱ
へんしんマラソン あきやま　ただし 金の星社 913 ｱ
へんしんマンザイ あきやま　ただし 金の星社 913 ｱ
ぼくはたまごにいちゃん あきやま　ただし すずき出版 913 ｱ
まめうし あきやま　ただし ＰＨＰ研究所 913 ｱ
まめうしくんとＡＢＣ あきやま　ただし ＰＨＰ研究所 913 ｱ
まめうしくんとものまね～ あきやま　ただし ＰＨＰ研究所 913 ｱ
まめうしとありす あきやま　ただし ＰＨＰ研究所 913 ｱ
まめうしとつぶた あきやま　ただし ＰＨＰ研究所 913 ｱ
まめうしとまめじい あきやま　ただし ＰＨＰ研究所 913 ｱ
まめうしのおかあさん あきやま　ただし ＰＨＰ研究所 913 ｱ
まめうしのおとうさん あきやま　ただし ＰＨＰ研究所 913 ｱ
ヤダヤダかめん あきやま　ただし 金の星社 913 ｱ
やっぱりたまごねえちゃん あきやま　ただし すずき出版 913 ｱ
ゆきがくる あさい　たかし 福武書店 913 ｱ
いろいろ あさり　みちはる 山海堂 750 ｱ
なつみのきいろいかさ あたらし　ふゆじ 小峰書店 913 ｱ

あいうえおばけ
ことばの先生のことば
あそび絵本

あべ　こうじ 少年写真新聞社 913 ｱ

よういどん
ことばの先生のことば
あそび絵本２

あべ　こうじ 少年写真新聞社 913 ｱ

わすれんぼミックのふうせん
のおてがみありがとう

あべ　はじめ くもん出版 913 ｱ

どうぶつえんガイド
よんでたのしい！いっ
てたのしい！

あべ　弘士 福音館書店 480 ｱ

エゾオオカミ物語 あべ　弘士 講談社 913 ｱ



しろもくろも、みんなおいで あべ　弘士 童心社 913 ｱ
あまんきみこ童話集　１ あまんきみこ童話集 あまん　きみこ ポプラ社 913 ｱ
あまんきみこ童話集　２ あまんきみこ童話集 あまん　きみこ ポプラ社 913 ｱ
あまんきみこ童話集　３ あまんきみこ童話集 あまん　きみこ ポプラ社 913 ｱ
あまんきみこ童話集　４ あまんきみこ童話集 あまん　きみこ ポプラ社 913 ｱ
あまんきみこ童話集　５ あまんきみこ童話集 あまん　きみこ ポプラ社 913 ｱ
ままたろう？ えほん、よんで　９ あまん　きみこ あかね書房 913 ｱ
あなたは、だあれ？ おひさまのほん あまん　きみこ 小学館 913 ｱ

おまけのじかん
ポプラちいさなおはなし
１

あまん　きみこ ポプラ社 913 ｱ

もういいよう ポプラ物語館　２４ あまん　きみこ ポプラ社 913 ｱ
えっちゃんとふうせんばたけ あまん　きみこ フレーベル館 913 ｱ
おかあさんの目 あまん　きみこ あかね書房 913 ｱ
おにたのぼうし あまん　きみこ ポプラ社 913 ｱ
きつねのおきゃくさま あまん　きみこ サンリード 913 ｱ
きつねバスついたかな あまん　きみこ フレーベル館 913 ｱ
ちびっこ　ちびおに あまん　きみこ 偕成社 913 ｱ
ひみつのひきだしあけた？
新装版

あまん　きみこ ＰＨＰ研究所 913 ｱ

びりっこ一年生 あまん　きみこ 講談社 913 ｱ
ふうたのほしまつり あまん　きみこ あかね書房 913 ｱ
ぼくはおばけのおにいちゃん あまん　きみこ 教育画劇 913 ｱ
まよいご一年生 あまん　きみこ 講談社 913 ｱ
わすれんぼ一年生 あまん　きみこ 講談社 913 ｱ
かみながひめ ありよし　さわこ ポプラ社 388 ｱ
にんぎょひめ アンデルセン 偕成社 943 ｱ
子どもに語るアンデルセンの
お話　２

子どもに語るアンデル
センのお話

アンデルセン こぐま社 949 ｱ

あかいくつ アンデルセン 学研 949 ｱ
あかいくつ アンデルセン 偕成社 949 ｱ
おやゆびひめ アンデルセン 金の星社 949 ｱ
マッチうりの少女 アンデルセン 金の星社 949 ｱ
子どもに語るアンデルセンの
お話

アンデルセン こぐま社 949 ｱ

おやゆびひめ
「アンデルセン童話」よ
り 世界名作おはなし絵

アンデルセン　原
著

小学館 908 ｱ

はだかの王さま
「アンデルセン童話」よ
り 世界名作おはなし絵

アンデルセン　原
著

小学館 908 ｱ

マッチ売りの少女
「アンデルセン童話」よ
り 世界名作おはなし絵

アンデルセン　原
著

小学館 908 ｱ

みにくいあひるの子
「アンデルセン童話」よ
り 世界名作おはなし絵

アンデルセン　原
著

小学館 908 ｱ

火うちばこ
「アンデルセン童話」よ
り 世界名作おはなし絵

アンデルセン　原
著

小学館 908 ｱ

人魚ひめ
「アンデルセン童話」よ
り 世界名作おはなし絵

アンデルセン　原
著

小学館 908 ｱ

にんぎょひめ アンデルセン　原 金の星社 933 ｱ
白鳥のコタン あんどう　みきお ポプラ社 388 ｱ
ルルとララのいちごのデザー あんびる　やすこ 岩崎書店 913 ｱ
ルルとララのおしゃれクッ あんびる　やすこ 岩崎書店 913 ｱ
ルルとララのカップケーキ あんびる　やすこ 岩崎書店 913 ｱ
ルルとララのきらきらゼリー あんびる　やすこ 岩崎書店 913 ｱ
ルルとララのしあわせマシュ
マロ

あんびる　やすこ 岩崎書店 913 ｱ

ルルとララのシャーベット あんびる　やすこ 岩崎書店 913 ｱ
ルルとララのしらたまデザー あんびる　やすこ 岩崎書店 913 ｱ
ルルとララのスイートポテト あんびる　やすこ 岩崎書店 913 ｱ
ルルとララのチョコレート あんびる　やすこ 岩崎書店 913 ｱ
ルルとララのにこにこクリー あんびる　やすこ 岩崎書店 913 ｱ



ルルとララのふんわりムース あんびる　やすこ 岩崎書店 913 ｱ
ルルとララのホットケーキ あんびる　やすこ 岩崎書店 913 ｱ
ルルとララのわくわくクレープ あんびる　やすこ 岩崎書店 913 ｱ
ルルとララの天使のケーキ あんびる　やすこ 岩崎書店 913 ｱ
凸凹ぼしものがたり あんびる　やすこ ひさかたチャイル 913 ｱ
妖精のぼうし、おゆずりしま あんびる　やすこ ＰＨＰ研究所 913 ｱ
妖精の家具、おつくりします。 あんびる　やすこ ＰＨＰ研究所 913 ｱ
イソップどうわ　１ 世界名作おはなし絵本 イソップ　原著 小学館 908 ｱ
まちのねずみといなかのね
ずみ

いもと　ようこ 金の星社 388 ｱ

チムとゆうかんなせんちょうさ
ん

チムシリーズ　１
エドワード＝アー
ディゾーニ

福音館書店 933 ｱ

チムのいぬタウザー
エドワード＝アー
ディゾーニ

偕成社 933 ｱ

リタとナントカ リタとナントカ　１
ジャン・フィリップ・
アルー・ヴィニョ

岩崎書店 953 ｱ

リタとナントカうみへいく リタとナントカ　２
ジャン・フィリップ・
アルー・ヴィニョ

岩崎書店 953 ｱ

リタとナントカのにちようび リタとナントカ　３
ジャン・フィリップ・
アルー・ヴィニョ

岩崎書店 953 ｱ

リタとナントカがっこうへいく リタとナントカ　４
ジャン・フィリップ・
アルー・ヴィニョ

岩崎書店 953 ｱ

リタとナントカのクリスマス リタとナントカ　５
ジャン・フィリップ・
アルー・ヴィニョ

岩崎書店 953 ｱ

リタとナントカのピクニック リタとナントカ　６
ジャン・フィリップ・
アルー・ヴィニョ

岩崎書店 953 ｱ

リタとナントカのおかいもの リタとナントカ　７
ジャン・フィリップ・
アルー・ヴィニョ

岩崎書店 953 ｱ

リタとナントカのおきゃくさま リタとナントカ　８
ジャン・フィリップ・
アルー・ヴィニョ

岩崎書店 953 ｱ

メチャクサ ジョナサン・アレン アスラン書房 933 ｱ
ともだちができちゃった！ セラ・アシャロン 大日本図書 933 ｱ

いちばんたいせつなともだち
ひなぎくちゃんとくうのも
のがたり

ドーン・アパリー フレーベル館 943 ｱ

すてきな三にんぐみ　改訂版 トミー・アンゲラー 偕成社 933 ｱ

アンデルセンどうわ
ハンス・クリスチャ
ン・アンデルセン

のら書店 949 ｱ

はだかの　おうさま
ハンス・クリスチャ
ン・アンデルセン

学研 949 ｱ

ぼく、お月さまとはなしたよ
評論社の児童図書館・
絵本の部屋

フランク・アッシュ 評論社 933 ｱ

リンゴとカラス麦 フランク・アッシュ 評論社 933 ｱ

おいしゃさんになりたいな
ライザ・アレクサン
ダー

フレーベル館 360 ｱ

きかんしゃやえもん 阿川　弘之 岩波書店 680 ｱ
オタマジャクシのうんどうかい どうわがいっぱい　５０ 阿部　夏丸 講談社 913 ｱ
タニシのがくげいかい どうわがいっぱい　５６ 阿部　夏丸 講談社 913 ｱ
メダカのえんそく どうわがいっぱい　６２ 阿部　夏丸 講談社 913 ｱ
キンギョのてんこうせい どうわがいっぱい　７４ 阿部　夏丸 講談社 913 ｱ
ライギョのきゅうしょく 阿部　夏丸 講談社 913 ｱ

小学生のための理科の自由
研究ヒント集

小学１・２・３年
愛知県刈谷市児
童生徒理科研究
推進グループ　編

誠文堂新光社 375 ｱ

からだがすきなたべものなあ
に？

ママといっしょによむえ
ほん

安藤　節子　構成・
文

偕成社 408 ｱ

あめのひのトランペット くまのがっきやさん 安房　直子 金の星社 913 ｱ
はるかぜのたいこ くまのがっきやさん 安房　直子 金の星社 913 ｱ
きつねのゆうしょくかい 安房　直子 講談社 913 ｱ
きつねの窓 安房　直子 ポプラ社 913 ｱ



すずめのおくりもの 安房　直子 講談社 913 ｱ
たんぽぽ色のリボン 安房　直子 小峰書店 913 ｱ
月へ行くはしご 安房　直子 旺文社 913 ｱ
もりのえほん 安野　光雅 福音館書店 470 ｱ
さよなら　さんかく 安野　光雅 講談社 810 ｱ
はっぱじゃないよぼくがいる 森をあるけば　１ 姉崎　一馬 アリス館 470 ｱ
くものすおやぶんほとけのさ
ばき

こどものとも絵本 秋山　あゆ子 福音館書店 913 ｱ

くものすおやぶんとりものちょ こどものとも傑作集 秋山　あゆ子 福音館書店 913 ｱ
みつばちみつひめ　てんやわ
んやおてつだいの巻

秋山　あゆ子 ブロンズ新社 913 ｱ

みつばちみつひめ　どどんと
なつまつりの巻

秋山　あゆ子 ブロンズ新社 913 ｱ

町たんけん はたらく人みつけた 秋山　とも子 福音館書店 360 ｱ
ぼくのとうきょうえきたんけん 新　冬二 小峰書店 680 ｱ
ジャングル村はちぎれたてが
みで大さわぎ！

赤羽　じゅんこ くもん出版 913 ｱ

あしたはリョウちゃんがくる 赤座　憲久 小峰書店 911 ｱ
バイオリンの村 赤座　憲久 小峰書店 913 ｱ
とうさんからのてがみ 赤坂　三好 小峰書店 913 ｱ
ケロケロがえるがなくときは 浅沼　とおる 鈴木出版 913 ｱ

忍たま乱太郎
ドクアジロガサのわな
の段

尼子　騒兵衛　原
作

ポプラ社 913 ｱ

忍たま乱太郎　げんじゅつだ
いがっせんの段

ポプラ社の新・小さな童
話　１７６

尼子　騒兵衛　原
作

ポプラ社 913 ｱ

忍たま乱太郎　でた！！きょ
うふのゆうれいせんの段

ポプラ社の新・小さな童
話　１８３

尼子　騒兵衛　原
作

ポプラ社 913 ｱ

忍たま乱太郎　サラサラヘア
になりた～いの段

ポプラ社の新・小さな童
話　２００

尼子　騒兵衛　原
作

ポプラ社 913 ｱ

忍たま乱太郎　あたらしいい
いんの段

ポプラ社の新・小さな童
話　２０７

尼子　騒兵衛　原
作

ポプラ社 913 ｱ

忍たま乱太郎　しんベエ・きさ
んたにおまかせ！？の段

ポプラ社の新・小さな童
話　２２１

尼子　騒兵衛　原
作

ポプラ社 913 ｱ

忍たま乱太郎　ドクタケしょう
りの段

ポプラ社の新・小さな童
話　２２４

尼子　騒兵衛　原
作

ポプラ社 913 ｱ

忍たま乱太郎　うんだめし？
よあきのマラソン！！の段

ポプラ社の新・小さな童
話　２３２

尼子　騒兵衛　原
作

ポプラ社 913 ｱ

忍たま乱太郎　ざっとこんな
もんの段

ポプラ社の新・小さな童
話　２４２

尼子　騒兵衛　原
作

ポプラ社 913 ｱ

忍たま乱太郎　こまつださん
おいだされる！？の段

ポプラ社の新・小さな童
話　２１３

尼子　騒兵衛　原
作

ポプラ社 913 ｱ

忍たま乱太郎　カワキタケの
つぼさがし大会の段

ポプラ社の新・小さな童
話　２１６

尼子　騒兵衛　原
作

ポプラ社 913 ｱ

忍たま乱太郎
三にんぐみつかまる！
の段

尼子　騒兵衛　原
作

ポプラ社 913 ｱ

忍たま乱太郎　きけんなアル
バイトの段

尼子　騒兵衛　原
作

ポプラ社 913 ｱ

忍たま乱太郎　ドクたまあら
わる！の段

尼子　騒兵衛　原
作

ポプラ社 913 ｱ

忍たま乱太郎　めいたんてい
きり丸！？の段

尼子　騒兵衛　原
作

ポプラ社 913 ｱ

忍たま乱太郎　めいとうかげ
りゅうのひみつの段

尼子　騒兵衛　原
作

ポプラ社 913 ｱ

校庭のざっ草 有沢　重雄 福音館書店 470 ｱ

１年生の生活科
あそぶのだいすき いえ
でのしごと

学研 375 ｲ

１年生の生活科
あそぶのだいすき がっ
こうのひみつさがし

学研 375 ｲ



１年生の生活科
あそぶのだいすき きれ
いな花ひらけ

学研 375 ｲ

１年生の生活科
あそぶのだいすき こう
えんであそぼう

学研 375 ｲ

１年生の生活科
あそぶのだいすき どう
ぶつとなかよし

学研 375 ｲ

１年生の生活科
あそぶのだいすき もう
すぐ２年生

学研 375 ｲ

いなかのねずみとまちのね
ずみ

アイソポス 偕成社 388 ｲ

あおいかさ いしい　つとむ 教育画劇 913 ｲ
いっすんぼうし いしい　ももこ 福音館書店 388 ｲ
ありこのおつかい 日本傑作絵本シリーズ いしい　ももこ 福音館書店 913 ｲ
ルラルさんのバイオリン いとうひろしの本　５ いとう　ひろし ポプラ社 913 ｲ
ルラルさんのごちそう いとうひろしの本　６ いとう　ひろし ポプラ社 913 ｲ
ルラルさんのじてんしゃ いとうひろしの本　７ いとう　ひろし ポプラ社 913 ｲ
おさるがおよぐ どうわがいっぱい　３１ いとう　ひろし 講談社 913 ｲ
おさるになるひ どうわがいっぱい　３６ いとう　ひろし 講談社 913 ｲ
おさるのおうさま どうわがいっぱい　４１ いとう　ひろし 講談社 913 ｲ
おさるのもり どうわがいっぱい　５２ いとう　ひろし 講談社 913 ｲ
おさるのやま どうわがいっぱい　５８ いとう　ひろし 講談社 913 ｲ
おさるのはまべ いとう　ひろし 講談社 913 ｲ
おさるのまいにち いとう　ひろし 講談社 913 ｲ
おさるはおさる いとう　ひろし 講談社 913 ｲ
ねこのなまえ いとう　ひろし 徳間書店 913 ｲ
ルラルさんのほんだな いとう　ひろし ポプラ社 913 ｲ
ゆきのひのくまさん いなつぐ　かつら 鈴木出版 913 ｲ

ぼくは５０００がたでんしゃ
上田交通別所線のは
る・なつ・あき・ふゆ

いのうえ　ひろか
ず

小峰書店 680 ｲ

とらってすごい！ おおきなかがく 今泉　忠明　監修 ひさかたチャイル 489 ｲ
ちからたろう いまえ　よしとも ポプラ社 388 ｲ
小さな青い馬 いまえ　よしとも ポプラ社 913 ｲ
ジャックとまめのき イギリス民話より いもと　ようこ 金の星社 388 ｲ
スーフと白い馬 モンゴル民話より いもと　ようこ 金の星社 388 ｲ
あかちゃんになったおばあさ 日本むかしばなし いもと　ようこ 金の星社 388 ｲ
いっすんぼうし 日本むかしばなし いもと　ようこ 金の星社 388 ｲ
いなばのしろうさぎ 日本むかしばなし いもと　ようこ 金の星社 388 ｲ
うらしまたろう 日本むかしばなし いもと　ようこ 金の星社 388 ｲ
かぐやひめ 日本むかしばなし いもと　ようこ 金の星社 388 ｲ
かちかちやま 日本むかしばなし いもと　ようこ 金の星社 388 ｲ
かもとりごんべえ 日本むかしばなし いもと　ようこ 金の星社 388 ｲ
ききみみずきん 日本むかしばなし いもと　ようこ 金の星社 388 ｲ
くまときつね 日本むかしばなし いもと　ようこ 金の星社 388 ｲ
こぶとりじいさん 日本むかしばなし いもと　ようこ 金の星社 388 ｲ
さるかにがっせん 日本むかしばなし いもと　ようこ 金の星社 388 ｲ
さるじぞう 日本むかしばなし いもと　ようこ 金の星社 388 ｲ
しっぽのつり 日本むかしばなし いもと　ようこ 金の星社 388 ｲ
つるのおんがえし 日本むかしばなし いもと　ようこ 金の星社 388 ｲ
ねずみのすもう 日本むかしばなし いもと　ようこ 金の星社 388 ｲ
ねずみのよめいり 日本むかしばなし いもと　ようこ 金の星社 388 ｲ
はなさかじいさん 日本むかしばなし いもと　ようこ 金の星社 388 ｲ
びんぼうがみとふくのかみ 日本むかしばなし いもと　ようこ 金の星社 388 ｲ
ももたろう 日本むかしばなし いもと　ようこ 金の星社 388 ｲ
３びきのくま いもと　ようこ 金の星社 388 ｲ
３びきのこぶた いもと　ようこ 金の星社 388 ｲ
おおきなかぶ いもと　ようこ 金の星社 388 ｲ
おむすびころりん いもと　ようこ 金の星社 388 ｲ
こびとのくつや いもと　ようこ 金の星社 388 ｲ



いそがばまわれ
いもとようこのことわざ
えほん

いもと　ようこ 金の星社 814 ｲ

たなからぼたもち
いもとようこのことわざ
えほん

いもと　ようこ 金の星社 814 ｲ

ねこにこばん
いもとようこのことわざ
えほん

いもと　ようこ 金の星社 814 ｲ

のこりものにはふくがある
いもとようこのことわざ
えほん

いもと　ようこ 金の星社 814 ｲ

はなよりだんご
いもとようこのことわざ
えほん

いもと　ようこ 金の星社 814 ｲ

おもいだしてごらん
いもと　ようこ　絵・
編

サンリオ 911 ｲ

かさこじぞう いわさき　きょうこ ポプラ社 388 ｲ
ききみみずきん いわさき　きょうこ ポプラ社 388 ｲ
１４ひきのあさごはん いわむら　かずお 童心社 913 ｲ
１４ひきのおつきみ いわむら　かずお 童心社 913 ｲ
１４ひきのかぼちゃ いわむら　かずお 童心社 913 ｲ
１４ひきのぴくにっく いわむら　かずお 童心社 913 ｲ
ジャックとまめの木 ジェイコブズ　再話 偕成社 388 ｲ
ビーバーのベン ちきゅうのなかまたち ビッキー・イーガン 新樹社 933 ｲ

あかずきんちゃん
ヤーコプ・ルード
ヴィヒ・グリム　原

金の星社 388 ｲ

おおかみと７ひきのこやぎ
ヤーコプ・ルード
ヴィヒ・グリム　原

金の星社 388 ｲ

のうさぎ　にげろ 伊藤　政顕 新日本出版社 480 ｲ
まさかさかさま さかさ絵本 伊藤　文人 サンマーク出版 913 ｲ
ぼくのまちの路面電車 井上　広和 小峰書店 680 ｲ
そうすけべんとうやです 一色　悦子 草炎社 913 ｲ

学校クイズ　１年生
ともだちにはないしょだ
よ　３６

稲村　八大 ポプラ社 798 ｲ

くわずにょうぼう 稲田　和子 福音館書店 388 ｲ
月人石 乾千恵の書の絵本 乾　千恵 福音館書店 933 ｲ
１００かいだてのいえ 岩井　俊雄 偕成社 913 ｲ
みかんのひみつ 岩間　史朗 ひさかたチャイル 596 ｲ

やさいはいきている
そだててみようやさいの
きれはし

岩間　史朗
ひさかたチャイル
ド

626 ｲ

たにし長者 岩崎　京子 教育画劇 388 ｲ
ねずみのよめいり 岩崎　京子 教育画劇 388 ｲ
ばけものでら 岩崎　京子 教育画劇 388 ｲ
十二支のはじまり 岩崎　京子 教育画劇 388 ｲ
メダカのたんじょう 岩松　鷹司 大日本図書 480 ｲ
なみだひっこんでろ 岩瀬　成子 岩崎書店 913 ｲ
ミツバチ、ともだち 今井　恭子 ポプラ社 913 ｲ
げんきにおよげこいのぼり 行事の由来えほん 今関　信子 教育画劇 913 ｲ
ぼく、ロケットになりそうだ 今関　信子 教育画劇 913 ｲ
クマちゃんにあいたくて 今江　祥智 クレヨンハウス 913 ｲ
そよ風とわたし 今江　祥智 ポプラ社 913 ｲ
みずたまレンズ 今森　光彦 福音館書店 460 ｲ
むしのあいうえお 今森　光彦 童心社 913 ｲ
だいくとおにろく 日本昔話より 今西　祐行 フレーベル館 388 ｲ
ねむり屋さん 今西　祐行 あすなろ書房 913 ｲ
バイオリンのおとは山のおと 今西　祐行 偕成社 913 ｲ
がんばれ　ひめねずみ 今泉　吉晴 新日本出版社 480 ｲ
むささびのおやこ 今泉　吉晴 新日本出版社 480 ｲ
いぬ おおきくなあれ 今泉　忠明 フレーベル館 480 ｲ
うさぎ おおきくなあれ 今泉　忠明 フレーベル館 480 ｲ
かも おおきくなあれ 今泉　忠明 フレーベル館 480 ｲ
くま おおきくなあれ 今泉　忠明 フレーベル館 480 ｲ
さる おおきくなあれ 今泉　忠明 フレーベル館 480 ｲ



ぞう おおきくなあれ 今泉　忠明 フレーベル館 480 ｲ
ねこ おおきくなあれ 今泉　忠明 フレーベル館 480 ｲ
パンダ おおきくなあれ 今泉　忠明 フレーベル館 480 ｲ
ペンギン おおきくなあれ 今泉　忠明 フレーベル館 480 ｲ
ぼくじょうのどうぶつ おおきくなあれ 今泉　忠明 フレーベル館 480 ｲ
こぎつねキッペのかえりみち おはなしバスケット　５ 今村　葦子 ポプラ社 913 ｲ
こぎつねキッペのあまやどり おはなしバスケット　９ 今村　葦子 ポプラ社 913 ｲ
こぎつねキッペのふゆのうた おはなしバスケット　１７ 今村　葦子 ポプラ社 913 ｲ
いつかのりたい世界と日本
の豪華列車

桜井　寛 あかね書房 680 ｲ

みたいしりたい世界のおもし
ろ鉄道

桜井　寛 あかね書房 680 ｲ

ようこそ世界の特急 桜井　寛 あかね書房 680 ｲ
しゅくだい 宗正　美子　原案 岩崎書店 913 ｲ

ことばあそび１年生
青戸　かいち　ほ
か著

理論社 810 ｲ

ことばあそび１年生 青戸　かいち　他 理論社 810 ｲ
ふしぎなたいこ にほんむかしばなし 石井　桃子 岩波書店 388 ｲ
したきりすずめ 石井　桃子 福音館書店 388 ｲ
ころころラッコ　こラッコだっこ ことばあそびの絵本 石津　ちひろ リブロポート 810 ｲ
なぞなぞのへや リドルブックシリーズ　２ 石津　ちひろ フレーベル館 913 ｲ
おかしなおかし 石津　ちひろ 福音館書店 913 ｲ
ことばあそびどうぶつえん 石津　ちひろ のら書店 913 ｲ

なぞなぞ２年生
ともだちにはないしょだ
よ　３

石田　真理 ポプラ社 798 ｲ

ハクチョウのくびはどうしてな
がい

石部　久 大日本図書 480 ｲ

元気がでる詩２年生
赤岡　江里子　ほ
か著

理論社 911 ｲ

ちいさいおばさん 池原　はな ひくまの出版 913 ｲ
ふね きゃくせん・こうそくせん 池田　良穂 ひかりのくに 680 ｲ
でっかいぞアメリカザリガニ 飯村　茂樹 大日本図書 48 ｲ

ヤンボウニンボウトンボウ
テレビ版 トンボウをわし
の家にくれ！

飯沢　匡　原作 理論社 913 ｲ

ヤンボウニンボウトンボウ
テレビ版 対決！２００年
目の大勝負

飯沢　匡　原作 理論社 913 ｲ

１・２（ワンツウ）パンチたま
がったぁ！

飯田　栄彦 文研出版 913 ｲ

はやくはやく 飯野　由希代 文研出版 913 ｲ
ハのハの小天狗 飯野　和好 ほるぷ出版 913 ｲ
ことばあそび２年生 有馬　敲　ほか著 理論社 810 ｲ
ことばあそび２年生 有馬　敲　他著 理論社 810 ｲ
たのしいかなあそび ひらがな・カタカナ 成美堂出版 810 ｳ
わたしのいちばんあのこの１
ばん

アリソン・ウォルチ ポプラ社 933 ｳ

フランダースの犬 ウィーダ 金の星社 933 ｳ
あいうえおばけのおまつりだ うえの　あきお 長崎出版 913 ｳ
ぼくはへびだぞ うすい　しゅん 岩崎書店 913 ｳ
クムのおきゃくさん 白い丘のクム　１ うの　かずこ 国土社 913 ｳ
まいごのちびうさぎ 白い丘のクム　２ うの　かずこ 国土社 913 ｳ
かげうさぎとからすマント 白い丘のクム　３ うの　かずこ 国土社 913 ｳ

しろいうさぎとくろいうさぎ
世界傑作絵本シリー
ズ・アメリカの絵本

ガース・ウィリアム
ズ

福音館書店 933 ｳ

ベンジャミンのたからもの ガース・ウィリアム あすなろ書房 933 ｳ
いつでもふたり カレン・ウォーラス 評論社 408 ｳ
どうぶつくらべっこ グループ・コロンブ あかね書房 480 ｳ
だぶだぶうわぎの男の子 ジェニー・ウィリス ほるぷ出版 933 ｳ

ジャイアントジャムサンド
ジョン・ヴァーノン・
ロード

アリス館 933 ｳ



ワニのライルがやってきた
わにのらいるのおはな
し　１

バーナード・ウェー
バー

大日本図書 933 ｳ

ずーっとずっとだいすきだよ
ハンス・ウィルヘル
ム

評論社 933 ｳ

おはなしのもうふ フェリーダ・ウルフ 光村教育図書 933 ｳ

番ねずみのヤカちゃん
リチャード・ウィル
バー

福音館書店 933 ｳ

ねこだけどライオン
リンダ・ヴォルフス
グルーバー

セーラー出版 933 ｳ

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

評論社 408 ｳ

チビトガリネズミより小さいも
のなあんだ？

ロバート・Ｅ・ウェル
ズ

評論社 408 ｳ

ふたごのかぽとゆぽ 浦上　かおり ポプラ社 913 ｳ
すごいびっくり昆虫のふしぎ
パワー

海野　和男 世界文化社 486 ｳ

虫ずかん・なかまさがし 海野　和男 福音館書店 486 ｳ
まほうつかいのでし 上田　真而子 福音館書店 913 ｳ
すみれおばあちゃんのひみ 植垣　歩子 偕成社 913 ｳ

ヘビのひみつ
ふしぎいっぱい写真絵
本　１４

内山　りゅう ポプラ社 480 ｳ

たんぼのカエルのだいへんし
ん

ふしぎいっぱい写真絵
本　１５

内山　りゅう ポプラ社 480 ｳ

コウテイペンギンのおやこ 内山　晟 ポプラ社 480 ｳ
このはなだれの？ 内山　晟 ひさかたチャイル 480 ｳ
みんなでいただきます 内田　恭子 講談社 913 ｳ
お正月さんありがとう えほんのぼうけん　２３ 内田　麟太郎 岩崎書店 913 ｳ
きになるともだち おれたち、ともだち！ 内田　麟太郎 偕成社 913 ｳ
ともだちおまじない おれたち、ともだち！ 内田　麟太郎 偕成社 913 ｳ
ともだちごっこ おれたち、ともだち！ 内田　麟太郎 偕成社 913 ｳ
ぎゅっとだっこ七五三 キラキラえほん　９ 内田　麟太郎 岩崎書店 913 ｳ
とげとげ 絵本・こどものひろば 内田　麟太郎 童心社 913 ｳ

さびしいはさびしくない
教育画劇みんなのえほ
ん

内田　麟太郎 教育画劇 913 ｳ

あいつもともだち 内田　麟太郎 偕成社 913 ｳ
あしたもともだち 内田　麟太郎 偕成社 913 ｳ
ありがとうともだち 内田　麟太郎 偕成社 913 ｳ
おでんさむらい　こぶまきの
まき

内田　麟太郎 くもん出版 913 ｳ

おでんさむらい　しらたきのま 内田　麟太郎 くもん出版 913 ｳ
おでんさむらい　ちくわのまき 内田　麟太郎 くもん出版 913 ｳ
おばけの花見 内田　麟太郎 岩崎書店 913 ｳ
かっぱのこいのぼり 内田　麟太郎 岩崎書店 913 ｳ
くろねこニヤニヤ 内田　麟太郎 ルック 913 ｳ
ごめんねともだち 内田　麟太郎 偕成社 913 ｳ
たぬきのおつきみ 内田　麟太郎 岩崎書店 913 ｳ
ちゃいますちゃいます 内田　麟太郎 教育画劇 913 ｳ
ちょっとだけ 内田　麟太郎 くもん出版 913 ｳ
ともだちくるかな 内田　麟太郎 偕成社 913 ｳ
ともだちひきとりや 内田　麟太郎 偕成社 913 ｳ
ねがいぼしかなえぼし 内田　麟太郎 岩崎書店 913 ｳ
ねこの手かします 内田　麟太郎 文研出版 913 ｳ
ねこの手かします　たこやき
やのまき

内田　麟太郎 文研出版 913 ｳ

ねこの手かします　手じなし
のまき

内田　麟太郎 文研出版 913 ｳ

はなのはなうた 内田　麟太郎 絵本館 913 ｳ
ふくはうちおにもうち 内田　麟太郎 岩崎書店 913 ｳ
よろしくともだち 内田　麟太郎 偕成社 913 ｳ



十二支のおはなし 内田　麟太郎 岩崎書店 913 ｳ
がまんだがまんだうんちっち 梅田　俊作 岩崎書店 913 ｳ
ぎんぎんあそべかんかんあ
そぼ

梅田　俊作 岩崎書店 913 ｳ

どろんここねこねねこじゃらし 梅田　俊作 文研出版 913 ｳ
なっちゃんとぼく 梅田　俊作 岩崎書店 913 ｳ
はなびのよる 梅田　俊作 佼成出版社 913 ｳ
ほたるのよる 梅田　俊作 文研出版 913 ｳ
まんげつの海 梅田　俊作 佼成出版社 913 ｳ
学校やすんでとうさんと 梅田　俊作 岩崎書店 913 ｳ
かおかけちゃうよ エド・エンバリー 偕成社 790 ｴ
しもんスタンプでかいてみよう エド・エンバリー 偕成社 790 ｴ
どうぶつかけちゃうよ エド・エンバリー 偕成社 790 ｴ
のりものかけちゃうよ エド・エンバリー 偕成社 790 ｴ

魔女のたまご
マデライン・エドモ
ンドソン

あかね書房 933 ｴ

わたしのおとうと、へん……
かなあ

マリ＝エレーヌ・ド
ルバル

評論社 933 ｴ

ちいさなふるいじどうしゃ
マリー・ホール・
エッツ

富山房 933 ｴ

なんでぼくだけこうなるの？
ヤニコヴスキー・
エーヴァ

文渓堂 993 ｴ

ゆうびんやさんはだれ？
ルース・エインワー
ス

福音館書店 933 ｴ

にんじゃあまがえる 榎本　功 ひさかたチャイル 487 ｴ
ライチョウは生きる 遠藤　和子 小峰書店 913 ｴ

はたらくじどうしゃ
いろいろな自動車 バ
ス・移動販売車・郵便
車・清掃車

海老原　美宜男
監修

国土社 680 ｴ

はたらくじどうしゃ
きんきゅう自動車 パト
カー・消防自動車・救急
車

海老原　美宜男
監修

国土社 680 ｴ

はたらくじどうしゃ
パワフル自動車 パワー
ショベル・ブルドーザー・
クレーン車

海老原　美宜男
監修

国土社 680 ｴ

はたらくじどうしゃ 自動車なんでも百科
海老原　美宜男
監修

国土社 680 ｴ

はたらくじどうしゃ
身近な自動車 乗用車・
スポーツカー

海老原　美宜男
監修

国土社 680 ｴ

まわれ　ぶんぶんごま 江沢　洋 岩波書店 750 ｴ
はじめての草花あそび 秋の草花あそび ポプラ社 470 ｵ
はじめての草花あそび 木の実であそぼう ポプラ社 470 ｵ
おもしろクイズ教室 社会２年 国土社 790 ｵ
ぞうくんのぶらんこ おおいし　まこと 小峰書店 913 ｵ
きんいろのきつね 「殺生石ものがたり」よ おおかわ　えっせ ポプラ社 388 ｵ
あほう村の九助 おおかわ　えっせ ポプラ社 388 ｵ
うらしまたろう おおかわ　えっせ ポプラ社 388 ｵ
きんつばじへい おおかわ　えっせ ポプラ社 388 ｵ
こぶとり おおかわ　えっせ ポプラ社 388 ｵ
ひこいちばなし おおかわ　えっせ ポプラ社 388 ｵ
ももの子たろう おおかわ　えっせ ポプラ社 388 ｵ
三ねんねたろう おおかわ　えっせ ポプラ社 388 ｵ
ポポおばさんとことりたち おおしま　りえ 大日本図書 913 ｵ
ありがとうどういたしまして とことこえほん おおとも　やすお 童心社 913 ｵ
のあさんとおおきなおおきな
さかな

おおとも　やすお 福音館書店 913 ｵ

いちねんせいのがっこうたん
けん

大型ガイド絵本シリー
ズ

おか　しゅうぞう 佼成出版社 913 ｵ



いちねんせいのはる・なつ・
あき・ふゆ

大型ガイド絵本シリー
ズ

おか　しゅうぞう 佼成出版社 913 ｵ

いちねんせいのいちにち おか　しゅうぞう 佼成出版社 913 ｵ
お花がさいたやさいができた アサガオ おかだ　ひろみ 偕成社 470 ｵ
お花がさいたやさいができた エンドウ おかだ　ひろみ 偕成社 470 ｵ
お花がさいたやさいができた コスモス おかだ　ひろみ 偕成社 470 ｵ
お花がさいたやさいができた コマツナ おかだ　ひろみ 偕成社 470 ｵ
お花がさいたやさいができた チューリップ おかだ　ひろみ 偕成社 470 ｵ
お花がさいたやさいができた ヒマワリ おかだ　ひろみ 偕成社 470 ｵ
お花がさいたやさいができた マリゴールド おかだ　ひろみ 偕成社 470 ｵ
お花がさいたやさいができた ユリ おかだ　ひろみ 偕成社 470 ｵ
お花がさいたやさいができた ワスレナグサ おかだ　ひろみ 偕成社 470 ｵ
おばけやさん　１ おかべ　りか 偕成社 913 ｵ
おばけやさん　２ おかべ　りか 偕成社 913 ｵ
おばけやさん　３ おかべ　りか 偕成社 913 ｵ
ススメおにぎりコロコロ その一　米の巻 おぐま　こうじ 偕成社 596 ｵ
ススメおにぎりコロコロ その五　梅の巻 おぐま　こうじ 偕成社 596 ｵ
ススメおにぎりコロコロ その三　魚の巻 おぐま　こうじ 偕成社 596 ｵ
ススメおにぎりコロコロ その四　豆の巻 おぐま　こうじ 偕成社 596 ｵ
ススメおにぎりコロコロ その二　野菜の巻 おぐま　こうじ 偕成社 596 ｵ
ようかい島の大しょうとつ おぐま　こうじ 小峰書店 913 ｵ
はじめての草花あそび　２ はじめての草花あそび おくやま　ひさし ポプラ社 380 ｵ
はじめての草花あそび　１ おくやま　ひさし ポプラ社 380 ｵ
つよいぞ！セイヨウタンポポ おくやま　ひさし 大日本図書 470 ｵ
ほしベソくんふたたびちきゅう
へ

おぐら　ひろかず フレーベル館 913 ｵ

楽しい！どんぐりまつぼっくり
落ち葉の工作ＢＯＯＫ

おさだ　のび子 ナツメ社 754 ｵ

くつしたあみのおばあさん おそのえ　けいこ ＰＨＰ研究所 913 ｵ
でんでら竜がでてきたよ おの　りえん 理論社 913 ｵ
ふしぎサーカス おぼ　まこと 小峰書店 913 ｵ
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

あすなろ書房 933 ｵ

ゆめのおはなし
クリス・ヴァン・オー
ルズバーグ

徳間書店 933 ｵ

どうぶつ・えかきうた せべ　まさゆき アリス館 790 ｵ

ケーキがやけたら、ね
ヘレン・オクセンバ
リー

評論社 933 ｵ

くしゃんこ・ニャー 岡　信子 佑学社 913 ｵ
ころがりおちた神さま 岡　信子 旺文社 913 ｵ
はなのみち 岡　信子 岩崎書店 913 ｵ
わたしのちゃめウサギをさが
して！

岡田　貴久子 リブロポート 913 ｵ

もうすぐもうすぐ 岡田　千晶 教育画劇 913 ｵ

カブトムシ・クワガタムシ
新・ポケット版　学研の
図鑑

岡島秀治　総合監
修

学研マーケティン
グ

486 ｵ

ジャブジャブごうのぼうけん
エコ育絵本　ちきゅうに
やさしく　なれるかな？

岡本　一郎 チャイルド本社 519 ｵ

みんないっしょにゴホンゴホ
ン

エコ育絵本　ちきゅうに
やさしく　なれるかな？

岡本　一郎 チャイルド本社 519 ｵ

どんぐり 岡本　素治　指導 フレーベル館 470 ｵ
うば車のおばあちゃん 岡野　かおる子 あかね書房 913 ｵ
うごかしてあそぼうおりがみ
のほん

笠原　邦彦 福音館書店 750 ｵ

おばあさんとあかいいす 鬼塚　りつ子 小峰書店 913 ｵ
もう、なかない 丘　修三 教育画劇 913 ｵ
グリンピースのいえ 及川　賢治 教育画劇 913 ｵ
よしおくんがぎゅうにゅうをこ
ぼしてしまったおはなし

及川　賢治 岩崎書店 913 ｵ



せいそう車　いどうとしょかん くらしをささえるじどう車 小賀野　実 ポプラ社 680 ｵ
せいそう車・いどうとしょかん くらしをささえるじどう車 小賀野　実 ポプラ社 680 ｵ
ブルドーザー　パワーショベ
ル

こうじげんばではたらく
じどう車

小賀野　実 ポプラ社 680 ｵ

ブルドーザー・パワーショベ
ル

こうじげんばではたらく
じどう車

小賀野　実 ポプラ社 680 ｵ

バス　トラック 人やものをはこぶじどう 小賀野　実 ポプラ社 680 ｵ

しょうぼう車
町や人をまもるじどう車
１

小賀野　実 ポプラ社 680 ｵ

パトロールカー　きゅうきゅう
車

町や人をまもるじどう車
２

小賀野　実 ポプラ社 680 ｵ

パトロールカー・きゅうきゅう
車

町や人をまもるじどう車
２

小賀野　実 ポプラ社 680 ｵ

バス・トラック 小賀野　実 ひかりのくに 680 ｵ

いそげパトカー・消防車
小賀野　実　写真・
文・構成

あかね書房 680 ｵ

がんばれブルドーザー・ショ
ベルカー

小賀野　実　写真・
文・構成

あかね書房 680 ｵ

ゴーゴー新幹線やまびこ
小賀野　実　写真・
文・構成

あかね書房 680 ｵ

たのしいなサファリバス
小賀野　実　写真・
文・構成

あかね書房 680 ｵ

はたらくぞバス・トラック
小賀野　実　写真・
文・構成

あかね書房 680 ｵ

自由研究小学１年生 小笠原　豊 誠文堂新光社 375 ｵ
たんぽぽ　さいた 小川　潔 新日本出版社 470 ｵ
えほんとべないほたる 小沢　昭巳 ハート出版 913 ｵ
一人ぼっちの狼と七ひきの子
ヤギ

小沢　昭巳 ハート出版 913 ｵ

まのいいりょうし 日本の民話えほん 小沢　正 教育画劇 388 ｵ
あたまにかきの木 小沢　正 教育画劇 388 ｵ
かみそりぎつね 小沢　正 教育画劇 388 ｵ
たのきゅう 小沢　正 教育画劇 388 ｵ
とりのみじいさん 小沢　正 教育画劇 388 ｵ

アラジンとふしぎなランプ
「アラビアンナイト」より
世界名作おはなし絵本

小沢　正 小学館 908 ｵ

アリババと４０人のとうぞく
「アラビアンナイト」より
世界名作おはなし絵本

小沢　正 小学館 908 ｵ

きつねのぱんとねこのぱん 小沢　正 国土社 913 ｵ
やくそくはやくそく 小沢　正 フレーベル館 913 ｵ
げんきなやさいたち 小田　まゆみ こぐま社 913 ｵ
ぼくたちともだちゆうびんや 小納　弘 理論社 913 ｵ
さかさことばのえほん 小野　恭靖 すずき出版 810 ｵ
おばけのなぞなぞ２年生 小野寺　ぴりり紳 ポプラ社 798 ｵ
なぞなぞだいすき１年生 小野寺　ぴりり紳 ポプラ社 798 ｵ
まほうのなぞなぞ１年生 小野寺　ぴりり紳 ポプラ社 798 ｵ
まほうのなぞなぞ２年生 小野寺　ぴりり紳 ポプラ社 798 ｵ
これこれおひさま 小野寺　悦子 のら書店 911 ｵ
なにもなくても ことばあそび絵本 織田　道代 福音館書店 810 ｵ
ここんぷいぷい 創作ことばあそび絵本 織田　道代 福音館書店 810 ｵ
あおむしのへんしん 太田　英博 大日本図書 480 ｵ
カゲロウのけっこんしき 太田　英博 大日本図書 480 ｵ
カブトムシのきのぼり 太田　英博 大日本図書 480 ｵ
クモははらぺこ 太田　英博 大日本図書 480 ｵ
バッタのひなたぼっこ 太田　英博 大日本図書 480 ｵ
ミズカマキリのしっぽ 太田　英博 大日本図書 480 ｵ
ヤドカリのマイホーム 太田　英博 大日本図書 480 ｵ
バンザイ！なかやまくん 太田　京子 草炎社 913 ｵ



なぜ？どうして？かがくのお
話　１年生

なぜ？どうして？かがく
のお話

大山　光晴　監修 学研教育出版 400 ｵ

なぜ？どうして？科学のお話
２年生

なぜ？どうして？科学
のお話

大山　光晴　監修 学研教育出版 400 ｵ

おばあちゃん 大森　真貴乃 ほるぷ出版 913 ｵ
ぼく、あめふりお 大森　裕子 教育画劇 913 ｵ
ホネホネすいぞくかん 大西　成明 アリス館 481 ｵ
ホネホネたんけんたい 大西　成明 アリス館 481 ｵ
ホネホネどうぶつえん 大西　成明 アリス館 481 ｵ
赤いぼうし青いぼうし 大石　真 あかね書房 913 ｵ
えすがた　あねさま 大川　悦生 ポプラ社 388 ｵ
おしょうとこぞう 大川　悦生 ポプラ社 388 ｵ
おだんごころころ 大川　悦生 ポプラ社 388 ｵ
さるじぞうほいほい 大川　悦生 ポプラ社 388 ｵ
たいへん　たいへん　たいへ
んだー

大川　悦生 ポプラ社 388 ｵ

たなばたむかし 大川　悦生 ポプラ社 388 ｵ
だんご　どっこいしょ 大川　悦生 ポプラ社 388 ｵ
つるのあねさ 大川　悦生 ポプラ社 388 ｵ
でっかいまめたろう 大川　悦生 ポプラ社 388 ｵ
ねずみのすもう 大川　悦生 ポプラ社 388 ｵ
びんぼうがみとふくのかみ 大川　悦生 ポプラ社 388 ｵ
ゆきひめ 大川　悦生 ポプラ社 388 ｵ

あやとりずかん たのしくあそぼう！
大泉書店編集部
編

大泉書店 798 ｵ

スーホの白い馬 モンゴル民話 大塚　勇三 福音館書店 923 ｵ
ヒピラくん 大友　克洋 講談社 913 ｵ
はちみつのタネ 尾山　理津子 ポプラ社 913 ｵ
よい歯つよい歯かわいい歯 落合　靖一 大日本図書 408 ｵ
体験を広げる・こどものずか のやまのくさき ひかりのくに 470 ｶ
はじめてであうずかん さかな 福音館書店 480 ｶ
かたつむりのひみつ ひさかたチャイル 484 ｶ
日本の名作童話 春のくまたち 岩崎書店 913 ｶ
ともだちおもいのろばくん アレッシア・ガリッリ フレーベル館 970 ｶ
公爵夫人のふわふわケーキ ヴァージニア・カー 平凡社 933 ｶ
１ ２ ３どうぶつえんへ かずのほん エリック＝カール 偕成社 410 ｶ
できるかな？ あたまからつまさきまで エリック＝カール 偕成社 933 ｶ
月ようびはなにたべる？ アメリカのわらべうた エリック＝カール 偕成社 933 ｶ
だんまりこおろぎ 音のでる絵本 エリック＝カール 偕成社 933 ｶ
うたが　みえる　きこえるよ エリック＝カール 偕成社 933 ｶ
おほしさまかいて！ エリック＝カール 偕成社 933 ｶ
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 偕成社 933 ｶ

くまさん　くまさん　なにみて
るの？

エリック＝カール 偕成社 933 ｶ

くもさんおへんじどうしたの エリック＝カール 偕成社 933 ｶ
ごきげんななめのてんとうむ エリック＝カール 偕成社 933 ｶ
こんにちはあかぎつね！ エリック＝カール 偕成社 933 ｶ
さびしがりやのほたる エリック＝カール 偕成社 933 ｶ
しりたがりのこひつじ エリック＝カール 偕成社 933 ｶ
しろくまくん　なにがきこえ エリック＝カール 偕成社 933 ｶ
たんじょうびの　ふしぎな　て
がみ

エリック＝カール 偕成社 933 ｶ

ちいさいタネ エリック＝カール 偕成社 933 ｶ
ちいさなくも エリック＝カール 偕成社 933 ｶ
とうさんはタツノオトシゴ エリック＝カール 偕成社 933 ｶ
ね、ぼくのともだちになって！ エリック＝カール 偕成社 933 ｶ
はらぺこあおむし エリック＝カール 偕成社 933 ｶ
ぼくのねこみなかった？ エリック＝カール 偕成社 933 ｶ



ホットケーキできあがり！ エリック＝カール 偕成社 933 ｶ
やどかりのおひっこし エリック＝カール 偕成社 933 ｶ
まくらのせんにん　さんぽみ
ちの巻

クローバーえほんシ
リーズ

かがくい　ひろし 佼成出版社 913 ｶ

まくらのせんにん　そこのあ
なたの巻

クローバーえほんシ
リーズ

かがくい　ひろし 佼成出版社 913 ｶ

おむすびさんちのたうえのひ わたしのえほん かがくい　ひろし ＰＨＰ研究所 913 ｶ
なつのおとずれ わたしのえほん かがくい　ひろし ＰＨＰ研究所 913 ｶ

おもちのきもち
講談社の創作絵本シ
リーズ

かがくい　ひろし 講談社 913 ｶ

ふしぎなでまえ
講談社の創作絵本シ
リーズ

かがくい　ひろし 講談社 913 ｶ

もくもくやかん
講談社の創作絵本シ
リーズ

かがくい　ひろし 講談社 913 ｶ

おしくら・まんじゅう かがくい　ひろし ブロンズ新社 913 ｶ
がまんのケーキ かがくい　ひろし 教育画劇 913 ｶ
みみかきめいじん かがくい　ひろし 講談社 913 ｶ
しらさぎちょうじゃ かく　のぶゆき ポプラ社 388 ｶ
ジーくんとバケツたんけんた くじら村ものがたり かげやま　まき 岩崎書店 913 ｶ
あるくやま　うごくやま かこ　さとし 童心社 408 ｶ

かこさとしのたべものえほん
うどんのはなはどんな
いろ

かこ　さとし
農山漁村文化協
会

596 ｶ

かこさとしのたべものえほん
カツオがはねる　マグロ
がおどる

かこ　さとし
農山漁村文化協
会

596 ｶ

かこさとしのたべものえほん
ケーキつくりのおかしな
はなし

かこ　さとし
農山漁村文化協
会

596 ｶ

かこさとしのたべものえほん
ごはんですよ　おもちで
すよ

かこ　さとし
農山漁村文化協
会

596 ｶ

かこさとしのたべものえほん スープづくりあじくらべ かこ　さとし 農山漁村文化協 596 ｶ

かこさとしのたべものえほん
せかいのパンちきゅう
のパン

かこ　さとし
農山漁村文化協
会

596 ｶ

かこさとしのたべものえほん
つみれのまほう　とうふ
のにんじゃ

かこ　さとし
農山漁村文化協
会

596 ｶ

かこさとしのたべものえほん にくはちからげんきのも かこ　さとし 農山漁村文化協 596 ｶ

かこさとしのたべものえほん
やさしいやさいのオイシ
ンピック

かこ　さとし
農山漁村文化協
会

596 ｶ

かこさとしのたべものえほん
りんごのぼうけん　バナ
ナのねがい

かこ　さとし
農山漁村文化協
会

596 ｶ

すばらしい彫刻 かこ　さとし 偕成社 750 ｶ

かこさとしあそびの大惑星
いちぬけたにいにげた
のあそび

かこ　さとし
農山漁村文化協
会

790 ｶ

かこさとしあそびの大宇宙
えびすどんおばけどん
のあそび

かこ　さとし
農山漁村文化協
会

790 ｶ

かこさとしあそびの大宇宙 おにごっこじんとりあそ かこ　さとし 農山漁村文化協 790 ｶ

かこさとしあそびの大宇宙
きものきてべにつけて
のあそび

かこ　さとし
農山漁村文化協
会

790 ｶ

かこさとしあそびの大宇宙
しかくまぶたちゃんのあ
そび

かこ　さとし
農山漁村文化協
会

790 ｶ

かこさとしあそびの大惑星 どじょっこふなっこあそ かこ　さとし 農山漁村文化協 790 ｶ

かこさとしあそびの大宇宙
ほしひかるねがいごと
のあそび

かこ　さとし
農山漁村文化協
会

790 ｶ

かこさとしあそびの大惑星
ももくりチョコレートのあ
そび

かこ　さとし
農山漁村文化協
会

790 ｶ

かこさとしあそびの大宇宙
もりいずみはらっぱの
あそび

かこ　さとし
農山漁村文化協
会

790 ｶ

かこさとしあそびの大宇宙
ろうそくやはなかざりの
あそび

かこ　さとし
農山漁村文化協
会

790 ｶ

かこさとしあそびの大宇宙
んちゃんがまめたべて
のあそび

かこ　さとし
農山漁村文化協
会

790 ｶ



おはなしきかせて！ かこ　さとし 草土文化 913 ｶ
ほんとはちがうよ かさい　まり 岩崎書店 913 ｶ
おおかみのチキンシチュー カザ敬子 西村書店 933 ｶ
どうぶつアイウエオ かすや　なみ ポプラ社 810 ｶ
ころころお山にかえろだんご かとう　けいこ 文研出版 913 ｶ
おみせやさん かどの　えいこ 童心社 913 ｶ
この　おもちゃ　もう　いらな
い！

エコ育絵本　ちきゅうに
やさしく　なれるかな？

かなだ　たえ チャイルド本社 519 ｶ

すてるまえにたしかめて！

リサイクルってなんだろ
う？ エコ育絵本ちきゅう
にやさしくなれるかな？
１１

かなだ　たえ チャイルド本社 519 ｶ

タモンさんのいぬ かみや　しん 文研出版 913 ｶ
とこちゃんのしゅっちょうひき
うけます

かわかみ　たかこ フレーベル館 913 ｶ

紙はんがあそび かわはら　えみこ ポプラ社 750 ｶ
つるにょうぼう かんざわ　としこ ポプラ社 388 ｶ
なしとりきょうだい かんざわ　としこ ポプラ社 388 ｶ
なあくんとりんごのき かんざわ　としこ あかね書房 913 ｶ
ヌーチェの水おけ かんざわ　としこ ポプラ社 913 ｶ
はけたよ　はけたよ かんざわ　としこ 偕成社 913 ｶ
はこちゃん かんの　ゆうこ 講談社 913 ｶ
エディのごちそうづくり サラ・ガーランド 福音館書店 596 ｶ
エディのやさいばたけ サラ・ガーランド 福音館書店 933 ｶ

ふうせんどこにとんでいく？
ふわふわしたふしぎな
せかい

ジェイミー・リー・
カーティス　著

バベル・プレス 933 ｶ

大きなかぶ トルストイ　再話 偕成社 388 ｶ

魔法のなべと魔法のたま
バルバラ・バルトス
‐ヘップナー

ほるぷ出版 943 ｶ

まっくろネリノ ヘルガ・ガルラ－ 偕成社 943 ｶ

こぐま学校のバザー
ミシェル＝カート
リッジ

偕成社 933 ｶ

クリスマスのねこヘンリー メリー・カルホーン リブリオ出版 933 ｶ
スキーをはいたねこのヘン メリー・カルホーン リブリオ出版 933 ｶ
とびねこヘンリー メリー・カルホーン リブリオ出版 933 ｶ
ふねにのったねこのヘンリー メリー・カルホーン リブリオ出版 933 ｶ
るすばんねこのぼうけん メリー・カルホーン 佑学社 933 ｶ

ノアのはこぶね
ルーシー・カズンズ
再話・絵

偕成社 990 ｶ

スニッピーとスナッピー ワンダ・ガアグ あすなろ書房 933 ｶ

へんなどうつぶ ワンダ・ガアグ
瑞雲舎//地方・
小出版流通セン

933 ｶ

しらゆきひめと七人の小人た
ち

ワンダ・ガアグ　再
話・絵

福音館書店 933 ｶ

だるまちゃんとてんじんちゃ こどものとも傑作集 加古　里子 福音館書店 913 ｶ
からすのおかしやさん 加古　里子 偕成社 913 ｶ
からすのそばやさん 加古　里子 偕成社 913 ｶ
からすのてんぷらやさん 加古　里子 偕成社 913 ｶ
からすのパンやさん 加古　里子 偕成社 913 ｶ
からすのやおやさん 加古　里子 偕成社 913 ｶ
しっこのしんちゃん　じまんの
じいちゃん

加古　里子 ポプラ社 913 ｶ

だるまちゃんとてんぐちゃん 加古　里子 福音館書店 913 ｶ
どろぼうがっこう 加古　里子 偕成社 913 ｶ
よわむしケンとなきむしトン 加古　里子 ポプラ社 913 ｶ
おおい！ぼくのズボン 加藤　多一 新日本出版社 913 ｶ

生活科ずかん　秋
みてみよう！やってみ
よう！

加藤　明　編著 ひかりのくに 375 ｶ



生活科ずかん　冬
みてみよう！やってみ
よう！

加藤　明　編著 ひかりのくに 375 ｶ

ながいおるすばん 垣内　磯子 あかね書房 913 ｶ
なぞなぞあそびうた 角野　栄子 のら書店 911 ｶ
なぞなぞあそびうた　Ⅱ 角野　栄子 のら書店 911 ｶ
チキチキチキチキいそいでい
そいで

あかね創作えほん　３６ 角野　栄子 あかね書房 913 ｶ

角野栄子のちいさなどうわた
ち

角野栄子のちいさなど
うわたち

角野　栄子 ポプラ社 913 ｶ

おばけのコッチ　あかちゃん
のまき

角野栄子の小さなおば
けシリーズ

角野　栄子 ポプラ社 913 ｶ

ハンバーガーぷかぷかどん
角野栄子の小さなおば
けシリーズ

角野　栄子 ポプラ社 913 ｶ

アッチとボンのいないいない
グラタン

角野　栄子 ポプラ社 913 ｶ

アッチのオムレツぽぽぽぽぽ
～ん

角野　栄子 ポプラ社 913 ｶ

エビフライをおいかけろ 角野　栄子 ポプラ社 913 ｶ
おこさまランチがにげだした 角野　栄子 ポプラ社 913 ｶ
おだんごスープ 角野　栄子 偕成社 913 ｶ
おばけのアッチ　スーパー
マーケットのまき

角野　栄子 ポプラ社 913 ｶ

おばけのアッチとどきどきドッ 角野　栄子 ポプラ社 913 ｶ
おばけのアッチのあるかない
かわからないごちそう

角野　栄子 ポプラ社 913 ｶ

おばけのアッチのおばけカ 角野　栄子 ポプラ社 913 ｶ
おばけのコッチ　あかちゃん
のまき

角野　栄子 ポプラ社 913 ｶ

おばけのコッチ　ピピピ 角野　栄子 ポプラ社 913 ｶ
おばけのソッチ１年生のまき 角野　栄子 ポプラ社 913 ｶ
おばけのソッチおよめさんの
まき

角野　栄子 ポプラ社 913 ｶ

おばけのソッチぞびぞびぞー 角野　栄子 ポプラ社 913 ｶ
おばけのソッチねこちゃんの
まき

角野　栄子 ポプラ社 913 ｶ

カレーパンでやっつけよう 角野　栄子 ポプラ社 913 ｶ
カレーライスはこわいぞ 角野　栄子 ポプラ社 913 ｶ
ケンケンとびのけんちゃん 角野　栄子 あかね書房 913 ｶ
サラダでげんき 角野　栄子 福音館書店 913 ｶ
シップ船長といるかのイット
ちゃん

角野　栄子 偕成社 913 ｶ

シップ船長とうみぼうず 角野　栄子 偕成社 913 ｶ
シップ船長とくじら 角野　栄子 偕成社 913 ｶ
シップ船長とチャンピオンくん 角野　栄子 偕成社 913 ｶ
シップ船長とゆきだるまのユ
キちゃん

角野　栄子 偕成社 913 ｶ

スパゲッティがたべたいよう 角野　栄子 ポプラ社 913 ｶ
だれかたすけて 角野　栄子 国土社 913 ｶ
ちびねこチョビ 角野　栄子 あかね書房 913 ｶ
トラベッド 角野　栄子 福音館書店 913 ｶ
なぞなぞあそびえほん 角野　栄子 のら書店 913 ｶ
ハナさんのおきゃくさま 角野　栄子 福音館書店 913 ｶ
ハンバーガーぷかぷかどん 角野　栄子 ポプラ社 913 ｶ
ハンバーグつくろうよ 角野　栄子 ポプラ社 913 ｶ
ピザパイくん　たすけてよ 角野　栄子 ポプラ社 913 ｶ
ひょうのぼんやりおやすみを
とる

角野　栄子 講談社 913 ｶ

ブタベイカリー 角野　栄子 文渓堂 913 ｶ



フルーツポンチ　はいできあ
がり

角野　栄子 ポプラ社 913 ｶ

ぼくびょうきじゃないよ 角野　栄子 福音館書店 913 ｶ
ポシェットさげたのらねこさん 角野　栄子 秋書房 913 ｶ
もりのおばけのぷーらりさん 角野　栄子 ポプラ社 913 ｶ
もりのオンステージ 角野　栄子 文渓堂 913 ｶ
わがままなおにわ 角野　栄子 文渓堂 913 ｶ
はじめてかくてがみ 笠原　秀 ポプラ社 810 ｶ
アーブージラーのオニたいじ 笠原　梢 草炎社 913 ｶ
じごくのラーメンや 苅田　澄子 教育画劇 913 ｶ
にくまんどっち？ 苅田　澄子 アリス館 913 ｶ
びんぼうがみじゃ 苅田　澄子 教育画劇 913 ｶ
はしれ江ノ電ひかりのなかへ 金子　章 ＰＨＰ研究所 913 ｶ
ふくろうの森 金子　章 ＰＨＰ研究所 913 ｶ
ゴールドボーイほんとはね 金子　泰権 恒文社 913 ｶ
子うしのハナベエ日記 金田　喜兵衛 ひくまの出版 913 ｶ
まんじゅうこわい／平林 桂　小南 金の星社 779 ｶ
たんぽぽ 甲斐　信枝 金の星社 470 ｶ
たねがとぶ 甲斐　信枝 福音館書店 471 ｶ
だいすきなおばあちゃん 香山　美子 女子パウロ会 913 ｶ
どうぶつのおめん 神戸　憲治 ポプラ社 750 ｶ

ドラゴン南の島へ 神崎　敦子
岩手県読書推進
運動協議会

913 ｶ

あらどこだ 神沢　利子 国土社 911 ｶ
さかなにはなぜしたがない くまの子ウーフの絵本 神沢　利子 ポプラ社 913 ｶ
ぶつぶついうのだあれ くまの子ウーフの絵本 神沢　利子 ポプラ社 913 ｶ
お月さんはきつねがすき くまの子ウーフの絵本 神沢　利子 ポプラ社 913 ｶ
お日さまはだかんぼ くまの子ウーフの絵本 神沢　利子 ポプラ社 913 ｶ
くまの子ウーフのかいすいよ くまの子ウーフの絵本 神沢　利子 ポプラ社 913 ｶ
あかいそりにのったウーフ くまの子ウーフの絵本 神沢　利子 ポプラ社 913 ｶ
まいごのまいごのフーとクー くまの子ウーフの絵本 神沢　利子 ポプラ社 913 ｶ
ウーフはあかちゃんみつけた くまの子ウーフの絵本 神沢　利子 ポプラ社 913 ｶ

ぴかぴかのウーフ
くまの子ウーフの絵本
１０

神沢　利子 ポプラ社 913 ｶ

くまの子ウーフ くまの子ウーフの童話 神沢　利子 ポプラ社 913 ｶ
いいことってどんなこと 神沢　利子 福音館書店 913 ｶ
いちごつみ　改訂 神沢　利子 童心社 913 ｶ
お日さま　はだかんぼ 神沢　利子 ポプラ社 913 ｶ
キミちゃんとかっぱのはなし 神沢　利子 ポプラ社 913 ｶ
くまのこまこちゃん 神沢　利子 のら書店 913 ｶ
さかなにはなぜしたがない 神沢　利子 ポプラ社 913 ｶ
たぬきのたんちゃん 神沢　利子 ポプラ社 913 ｶ
ふらいぱんじいさん 神沢　利子 あかね書房 913 ｶ
まこちゃんともりのおくりもの 神沢　利子 のら書店 913 ｶ
よるのどうぶつえん 川口　幸男 大日本図書 480 ｶ
ハムスターのおいしゃさん 川口　明子 大日本図書 480 ｶ
かっこ　からんこ　からりんこ 川崎　大治 童心社 913 ｶ
かちかちやま 日本昔話より 川崎　洋 フレーベル館 388 ｶ
どんどんちっちどんちっち ことばあそびえほん 川崎　洋 学研 810 ｶ
それからのおにがしま 川崎　洋 岩崎書店 913 ｶ
おすしのさかな 川澄　健 ひさかたチャイル 596 ｶ
ゆきおんな 川村　たかし 教育画劇 388 ｶ
若がえりの水 川村　たかし 教育画劇 388 ｶ
うえきばちです 川端　誠 ビーエル出版 913 ｶ
かえってきた風来坊 川端　誠 教育画劇 913 ｶ
しっぽのはたらき 川田　健 福音館書店 481 ｶ
１ねん１くみの１にち 川島　敏生　写真 アリス館 370 ｶ
かいわれざむらいとだいこん
ひめ

絵本・こどものひろば 川北　亮司 童心社 913 ｶ



ともだちどんどこどん 川北　亮司 くもん出版 913 ｶ
ぼくのいえにけがはえて 川北　亮司 くもん出版 913 ｶ
モンスター・ホテルでインター
ネット

どうわはともだち 柏葉　幸子 小峰書店 913 ｶ

モンスター・ホテルでクリスマ どうわはともだち 柏葉　幸子 小峰書店 913 ｶ
モンスターホテルでおめでと どうわはともだち　１２ 柏葉　幸子 小峰書店 913 ｶ
モンスター・ホテルでこんば
んは

どうわはともだち　１３ 柏葉　幸子 小峰書店 913 ｶ

モンスター・ホテルであいま
しょう

どうわはともだち　１４ 柏葉　幸子 小峰書店 913 ｶ

モンスター・ホテルでなつや
すみ

どうわはともだち　１７ 柏葉　幸子 小峰書店 913 ｶ

モンスター・ホテルでプレー
ボール

どうわはともだち　１８ 柏葉　幸子 小峰書店 913 ｶ

チカのふしぎなアルバイト 柏葉　幸子 佼成出版社 913 ｶ
モンスター・ホテルでおどりま
しょう

柏葉　幸子 小峰書店 913 ｶ

モンスター・ホテルでおばけ
バラ

柏葉　幸子 小峰書店 913 ｶ

モンスター・ホテルでパー
ティーだ

柏葉　幸子 小峰書店 913 ｶ

おばあさんの青い空 片山　健 偕成社 913 ｶ
コッコさんのともだち 片山　健 福音館書店 913 ｶ
大きい川小さい川 片山　健 ほるぷ出版 913 ｶ
もりのてがみ こどものとも傑作集 片山　令子 福音館書店 913 ｶ

おつきさまこっちむいて
幼児絵本　ふしぎなた
ねシリーズ

片山　令子 福音館書店 913 ｶ

きんいろのとけい 片山　令子 クレヨンハウス 913 ｶ
もりのセーター 片山　令子 ＰＨＰ研究所 913 ｶ
ふしぎふしぎ 片山　令子 国土社 913 ｶ
あさがおさいた しぜんにタッチ！ 片野　隆司 ひさかたチャイル 470 ｶ
どんぐりころころ しぜんにタッチ！ 片野　隆司 ひさかたチャイル 470 ｶ

ピーターのいす
エズラ＝ジャック＝
キーツ

偕成社 933 ｷ

ピーターのくちぶえ
エズラ＝ジャック＝
キーツ

偕成社 933 ｷ

やさいのおなか きうち　かつ 福音館書店 913 ｷ

木いちごつみ
子どものための詩と絵
の本

きしだ　えりこ 福音館書店 911 ｷ

ミリーのすてきなぼうし きたむら　さとし ビーエル出版 913 ｷ

くまざわくんがもらったちず
いぬうえくんとくまざわく
ん　６

きたやま　ようこ あかね書房 913 ｷ

じんぺいの絵日記
ともだちがきた ゆうたく
んちのいばりいぬ　別

きたやま　ようこ あかね書房 913 ｷ

おげんきですか？ぼくのうち
ぼくのポチブルてき生
活　３

きたやま　ようこ 偕成社 913 ｷ

ゆうたはともだち
ゆうたくんちのいばりい
ぬ　１

きたやま　ようこ あかね書房 913 ｷ

ゆうたとさんぽする
ゆうたくんちのいばりい
ぬ　２

きたやま　ようこ あかね書房 913 ｷ

ゆうたのゆめをみる
ゆうたくんちのいばりい
ぬ　３

きたやま　ようこ あかね書房 913 ｷ

ゆうたとかぞく
ゆうたくんちのいばりい
ぬ　４

きたやま　ようこ あかね書房 913 ｷ

ゆうたのおかあさん
ゆうたくんちのいばりい
ぬ　５

きたやま　ようこ あかね書房 913 ｷ

ゆうたのおとうさん
ゆうたくんちのいばりい
ぬ　６

きたやま　ようこ あかね書房 913 ｷ



こんにちはむし
ゆうたくんちのいばりい
ぬ　７

きたやま　ようこ あかね書房 913 ｷ

こんにちはねこ
ゆうたくんちのいばりい
ぬ　８

きたやま　ようこ あかね書房 913 ｷ

こんにちはいぬ
ゆうたくんちのいばりい
ぬ　９

きたやま　ようこ あかね書房 913 ｷ

じんぺいの絵日記
ゆうたくんちのいばりい
ぬ　別巻

きたやま　ようこ あかね書房 913 ｷ

いいものひろったくまざわくん きたやま　ようこ あかね書房 913 ｷ
きむらゆういちのエコ工作え
ほん　１

きむらゆういちのエコ工
作えほん

きむら　ゆういち ポプラ社 750 ｷ

きむらゆういちのエコ工作え
ほん　３

きむらゆういちのエコ工
作えほん

きむら　ゆういち ポプラ社 750 ｷ

うさぎちゃんのがらくたあそび きむら　ゆういち ポプラ社 750 ｷ
きむらゆういちのエコ工作え
ほん　２

きむら　ゆういち ポプラ社 750 ｷ

くまくんのがらくたあそび きむら　ゆういち ポプラ社 750 ｷ
ぶたさんのがらくたあそび きむら　ゆういち ポプラ社 750 ｷ
オオカミグーのなつかしいひ
みつ

絵本・こどものひろば きむら　ゆういち 童心社 913 ｷ

オオカミグーのはずかしいひ
みつ

絵本・こどものひろば きむら　ゆういち 童心社 913 ｷ

どうするどうするあなのなか 日本傑作絵本シリーズ きむら　ゆういち 福音館書店 913 ｷ
オオカミのおうさま きむら　ゆういち 偕成社 913 ｷ
ゴリララくんのおぼうさん きむら　よしお 絵本館 913 ｷ
ゴリララくんのコックさん きむら　よしお 絵本館 913 ｷ
ゴリララくんのしちょうさん きむら　よしお 絵本館 913 ｷ
ねこガム きむら　よしお 福音館書店 913 ｷ
ねことバイオリン タマラ・キット 大日本図書 933 ｷ
あほろくの川だいこ 岸　武雄 ポプラ社 388 ｷ
けんぼうは１年生 岸　武雄 ポプラ社 913 ｷ
ま夜中のおきゃくさま 岸　武雄 新日本出版社 913 ｷ
どうぶつはやくちあいうえお 岸田　衿子 のら書店 810 ｷ
かぞえうたのほん すうじさがしかぞえうた 岸田　衿子 福音館書店 913 ｷ
サルのいる森 菊間　かおる 新日本出版社 480 ｷ
みどりのカーテンをつくろう 菊本　るり子 あかね書房 913 ｷ
たなばた 君島　久子 福音館書店 388 ｷ
ふえをふく岩 君島　久子 ポプラ社 388 ｷ
天女の里がえり 君島　久子 岩波書店 913 ｷ
かにむかし 日本むかしばなし 木下　順二 岩波書店 388 ｷ
あててえなせんせい 木戸内　福美 あかね書房 913 ｷ
あいうえたいそう 木坂　涼 偕成社 913 ｷ
しきしきむらのあき 木坂　涼 岩波書店 913 ｷ
しきしきむらのなつ 木坂　涼 岩波書店 913 ｷ
しきしきむらのはる 木坂　涼 岩波書店 913 ｷ
しきしきむらのふゆ 木坂　涼 岩波書店 913 ｷ
まるくおさまる 木曽　秀夫 文研出版 913 ｷ
９９９ひきのきょうだい ひさかた絵本ランド 木村　研 ひさかたチャイル 913 ｷ
９９９ひきのきょうだいのお
ひっこし

木村　研
ひさかたチャイル
ド

913 ｷ

９９９ひきのきょうだいのはる
ですよ

木村　研
ひさかたチャイル
ド

913 ｷ

ぱっくんおおかみおとうさん
ににてる

木村　泰子 ポプラ社 913 ｷ

みどりがいけのひみつ 木村　泰子 世界文化社 913 ｷ

はらぺこねこ
「北欧民話」より 世界名
作おはなし絵本

木村　由利子 小学館 908 ｷ

とばしてあそぶ 木村　裕一 ほるぷ出版 750 ｷ
音であそぶ 木村　裕一 ほるぷ出版 750 ｷ



重さでうごかす 木村　裕一 ほるぷ出版 750 ｷ
あるはれたひに 木村　裕一 講談社 913 ｷ
かいじゅうでんとう 木村　裕一 あかね書房 913 ｷ
きりのなかで 木村　裕一 講談社 913 ｷ
くものきれまに 木村　裕一 講談社 913 ｷ
でたぞ！かいじゅうでんとう 木村　裕一 あかね書房 913 ｷ
ふぶきのあした 木村　裕一 講談社 913 ｷ
おんなきさ　おんなもさ 木島　始 佑学社 913 ｷ
いもむしのカミーユ Ａ．クリングス 岩波書店 953 ｸ
しらみのルールー Ａ．クリングス 岩波書店 953 ｸ
てんとうむしのベル Ａ．クリングス 岩波書店 953 ｸ
のみのリュース Ａ．クリングス 岩波書店 953 ｸ
はえのパトゥーシュ Ａ．クリングス 岩波書店 953 ｸ
ほたるのキャロル Ａ．クリングス 岩波書店 953 ｸ
まるはなばちのレオン Ａ．クリングス 岩波書店 953 ｸ
みつばちのミレイユ Ａ．クリングス 岩波書店 953 ｸ
蚊のフレデリック Ａ．クリングス 岩波書店 953 ｸ
ねぇパパ、どうしてシマウマ
はローラースケートをはかな
いの？

カンタン・グレバン セーラー出版 933 ｸ

ねぇママ、どうしてきょうりゅう
はがっこうへいかないの？

カンタン・グレバン セーラー出版 933 ｸ

おこだでませんように くすのき　しげのり 小学館 913 ｸ
ダメ！ くすのき　しげのり 佼成出版社 913 ｸ
つきよのプレゼント くすのき　しげのり 岩崎書店 913 ｸ
バカンスのおつかい くすのき　しげのり 岩崎書店 913 ｸ
ふくびき くすのき　しげのり 小学館 913 ｸ
メガネをかけたら くすのき　しげのり 小学館 913 ｸ
ゆきのひ くすのき　しげのり 佼成出版社 913 ｸ
どこいったん ジョン・クラッセン クレヨンハウス 933 ｸ

いたずらでんしゃ
ハーディー・グラマ
トキー

学研 933 ｸ

ちいさなちいさなおんなのこ
フィリス・クラシロフ
スキー

福音館書店 933 ｸ

うんがにおちたうし
フィリス・クラシロフ
スキー

ポプラ社 949 ｸ

お月さまってどんなあじ？
マイケル・グレイニ
エツ

セーラー出版 993 ｸ

グリムどうわ １年生
ヤーコプ・グリム
原作

偕成社 943 ｸ

子どもに語るグリムの昔話
１

ヤーコプ・ルート
ヴィッヒ・グリム

こぐま社 943 ｸ

子どもに語るグリムの昔話
２

ヤーコプ・ルート
ヴィッヒ・グリム

こぐま社 943 ｸ

子どもに語るグリムの昔話
３

ヤーコプ・ルート
ヴィッヒ・グリム

こぐま社 943 ｸ

子どもに語るグリムの昔話
４

ヤーコプ・ルート
ヴィッヒ・グリム

こぐま社 943 ｸ

子どもに語るグリムの昔話
５

ヤーコプ・ルート
ヴィッヒ・グリム

こぐま社 943 ｸ

子どもに語るグリムの昔話
６

ヤーコプ・ルート
ヴィッヒ・グリム

こぐま社 943 ｸ

おおかみと七ひきの子やぎ
「グリム童話」より 世界
名作おはなし絵本

ヤーコプ・ルード
ヴィヒ・グリム　原

小学館 908 ｸ

こびとのくつや
「グリム童話」より 世界
名作おはなし絵本

ヤーコプ・ルード
ヴィヒ・グリム　原

小学館 908 ｸ

しらゆきひめ
「グリム童話」より 世界
名作おはなし絵本

ヤーコプ・ルード
ヴィヒ・グリム　原

小学館 908 ｸ



ブレーメンの音楽たい
「グリム童話」より 世界
名作おはなし絵本

ヤーコプ・ルード
ヴィヒ・グリム　原

小学館 908 ｸ

ヘンゼルとグレーテル
「グリム童話」より 世界
名作おはなし絵本

ヤーコプ・ルード
ヴィヒ・グリム　原

小学館 908 ｸ

赤ずきんちゃん
「グリム童話」より 世界
名作おはなし絵本

ヤーコプ・ルード
ヴィヒ・グリム　原

小学館 908 ｸ

おおかみと七ひきのこやぎ グリム童話 ヤコブ・グリム 福音館書店 943 ｸ

ふたりでペタペタペンキぬり
ラーシュ・クリンティ
ング

偕成社 750 ｸ

なんでもしゅうりいたします
ラーシュ・クリンティ
ング

偕成社 993 ｸ

はなをくんくん ルース・クラウス 福音館書店 933 ｸ
たんぽぽさいて 久保　秀一 偕成社 470 ｸ
どんぐりころころ 久保　秀一 偕成社 470 ｸ
あまがえるぴょん 久保　秀一 偕成社 480 ｸ
おかえりあかとんぼ 久保　秀一 偕成社 480 ｸ
なしのきとあぶらぜみ 久保　秀一 偕成社 480 ｸ
ポコタン３きょうだいめいろ１
年生

ともだちにはないしょだ
よ　５

熊谷　さとし ポプラ社 798 ｸ

ポコタン３きょうだいめいろ２
年生

ともだちにはないしょだ
よ　６

熊谷　さとし ポプラ社 798 ｸ

なぞなぞだいすき２年生 熊谷　さとし ポプラ社 798 ｸ
やぶかのはなし 栗原　毅 福音館書店 480 ｸ
アリからみると 桑原　隆一 福音館書店 480 ｸ
ハキちゃんの「はっぴょうしま
す」

おはなしドロップシリー
ズ

薫　くみこ 佼成出版社 913 ｸ

世界一すてきなおくりもの 薫　くみこ ポプラ社 913 ｸ

のはらうた　Ⅰ
くどうなおことのはらみ
んな

工藤　直子 童話屋 911 ｸ

のはらうた　Ⅱ
くどうなおことのはらみ
んな

工藤　直子 童話屋 911 ｸ

のはらうた　Ⅲ
くどうなおことのはらみ
んな

工藤　直子 童話屋 911 ｸ

のはらうた　Ⅳ
くどうなおことのはらみ
んな

工藤　直子 童話屋 911 ｸ

のはらうた　Ⅴ
くどうなおことのはらみ
んな

工藤　直子 童話屋 911 ｸ

のはらうた　わっはっは
くどうなおことのはらみ
んな

工藤　直子 童話屋 911 ｸ

おつかい 工藤　直子 国土社 911 ｸ
たたかえ恐竜トリケラトプス 黒川　みつひろ 小峰書店 457 ｸ
恐竜トリケラトプスと巨大ガメ 黒川　みつひろ 小峰書店 457 ｸ
恐竜トリケラトプスの大決戦 黒川　みつひろ 小峰書店 457 ｸ
恐竜リトルホーンと巨大翼竜 黒川　みつひろ 小峰書店 457 ｸ
モンシロチョウ 倉兼　治 大日本図書 480 ｸ
生活科いきいき体験シリーズ がっこうたんけん 倉沢　達雄　編著 ＰＨＰ研究所 375 ｸ
生活科いきいき体験シリーズ ちかてつがはしる 倉沢　達雄　編著 ＰＨＰ研究所 375 ｸ
生活科いきいき体験シリーズ みんなともだち 倉沢　達雄　編著 ＰＨＰ研究所 375 ｸ
生活科いきいき体験シリーズ ゆきのおおいまち 倉沢　達雄　編著 ＰＨＰ研究所 375 ｸ
生活科いきいき体験シリーズ 北と南のにゅうがくしき 倉沢　達雄　編著 ＰＨＰ研究所 375 ｸ

じてんしゃがくるよ オカダ　ケイコ 楠　章子
自転車産業振興
協会

913 ｸ

バイバイ　グルグル　ゼンマ 楠　伸生 青人社 913 ｸ
パンケーキをたべるサイなん
ていない？

アンナ・ケンプ ビーエル出版 933 ｹ

ガディおばさんのゆうれいた
いじ

ウイルソン・ゲイジ 岩崎書店 933 ｹ

フトッチーニとホソッチーニ
なつ☆バカンスの巻

なつ☆バカンスの巻 ケロポンズ 教育画劇 913 ｹ



フトッチーニとホソッチーニ ふゆクリスマスの巻 ケロポンズ 教育画劇 913 ｹ
ちびっこジョーイ ジャック・ケント ペンタン 933 ｹ

手あそび・ゆびあそび
芸術教育研究所
編

岩崎書店 790 ｹ

足あそび
芸術教育研究所
編

岩崎書店 790 ｹ

かなとだいこん 彦　一彦 福武書店 913 ｹ

１年生の生活科
あそぶのだいすき つ
くってあそぼう

学研 375 ｺ

こんちゅうかくれんぼクイズ ひさかたチャイル 486 ｺ

講談社のおはなし絵本館
つむじ風のおくりもの
十二月物語

講談社 908 ｺ

講談社のおはなし絵本館
みにくいあひるの子 お
やゆびひめ

講談社 908 ｺ

講談社のおはなし絵本館
ゆうかんな十人のきょう
だい

講談社 908 ｺ

講談社のおはなし絵本館
三びきのくま ジャックと
まめの木

講談社 908 ｺ

講談社のおはなし絵本館
赤ずきん ヘンゼルとグ
レーテル

講談社 908 ｺ

とてもとてもあついひ 幼児絵本シリーズ こいで　たん 福音館書店 913 ｺ
とんとんとめてくださいな 幼児絵本シリーズ こいで　たん 福音館書店 913 ｺ
はるですはるのおおそうじ 幼児絵本シリーズ こいで　たん 福音館書店 913 ｺ
ゆきのひのゆうびんやさん 幼児絵本シリーズ こいで　たん 福音館書店 913 ｺ
おなべおなべにえたかな こいで　やすこ 福音館書店 913 ｺ

どんぐりかいぎ
かがくのとも傑作集　ど
きどきしぜん

こうや　すすむ 福音館書店 470 ｺ

かみであそぼう　きる・おる こすぎ　けいこ 福音館書店 750 ｺ
かみであそぼう　きる・おる こすぎ　けいこ　さ 福音館書店 750 ｺ
まいごのまめのつる こだま　ともこ 福音館書店 913 ｺ
きっときってかってきて ことばあそびの会 さ・え・ら書房 810 ｺ
くろいは　かげさ ことばあそびの会 さ・え・ら書房 810 ｺ
ぴょこたんのまちがいえさが
し一ねんせい

このみ　ひかる あかね書房 790 ｺ

まちがいさがし１年生
ともだちにはないしょだ
よ　５７

このみ　ひかる ポプラ社 798 ｺ

５ひきのこぶたビービー こみ　まさやす 鈴木出版 913 ｺ
いいねいいね こみ　まさやす ＰＨＰ研究所 913 ｺ
ダットさん こもり　まこと 教育画劇 913 ｺ
うみのにじ こわせ　たまみ 国土社 911 ｺ
くまのこうちょうせんせい こんの　ひとみ 金の星社 913 ｺ

イチゴ
ジェニファー・コー
ルドリィ

評論社 470 ｺ

ヒヤシンス
ジェニファー・コー
ルドリィ

評論社 470 ｺ

ゲーターガールズふたりはな
かよし

ジョアンナ・コール 小峰書店 933 ｺ

こいぬがうまれるよ ジョアンナ・コール 福音館書店 933 ｺ
ママがもんだい バベット・コール あかね書房 933 ｺ
オレ・ダレ 越野　民雄 講談社 913 ｺ
とかげのテン 近藤　薫美子 ひさかたチャイル 913 ｺ
ニーハオ！ふたごのパンダ 古関　めぐみ ポプラ社 480 ｺ

よくみえる　いいめになろう！
ママといっしょによむえ
ほん

湖崎　克　構成・文 偕成社 408 ｺ

絵本ことばあそび 五味　太郎 岩崎書店 810 ｺ
漢字の絵本 五味　太郎 岩崎書店 810 ｺ
ｍｙ　ｂｏｏｋ　わたしのえほん えいごはいかが 五味　太郎 岩崎書店 830 ｺ
ｏｕｒ　ｂｏｏｋ　みんなのえほん えいごはいかが 五味　太郎 岩崎書店 830 ｺ
ｙｏｕｒ　ｂｏｏｋ　あなたのえほ えいごはいかが 五味　太郎 岩崎書店 830 ｺ



かくれんぼかくれんぼ はじめてよむ絵本　１ 五味　太郎 偕成社 913 ｺ
そらはだかんぼ はじめてよむ絵本　５ 五味　太郎 偕成社 913 ｺ
きいろいのはちょうちょ 五味太郎・しかけ絵本 五味　太郎 偕成社 913 ｺ
とうさんまいご 五味太郎・しかけ絵本 五味　太郎 偕成社 913 ｺ
まどからおくりもの 五味太郎・しかけ絵本 五味　太郎 偕成社 913 ｺ
いったでしょ 五味　太郎 偕成社 913 ｺ
うたってくださいことりさん 五味　太郎 偕成社 913 ｺ
かくれんぼかくれんぼ 五味　太郎 偕成社 913 ｺ
だいじょうぶかしらねずみくん 五味　太郎 偕成社 913 ｺ
だれがすんでいるのかな 五味　太郎 偕成社 913 ｺ
どいてよへびくん 五味　太郎 偕成社 913 ｺ
なくしたものみつけた 五味　太郎 偕成社 913 ｺ
なんとなく 五味　太郎 絵本館 913 ｺ
バスがきた 五味　太郎 偕成社 913 ｺ
ぼくのすきなやりかた 五味　太郎 偕成社 913 ｺ
わたしのすきなやりかた 五味　太郎 偕成社 913 ｺ
わにさんどきっはいしゃさん
どきっ

五味　太郎 偕成社 913 ｺ

言葉図鑑
ことばがいっぱい たと
えのことば

五味　太郎　監修・
制作

偕成社 810 ｺ

言葉図鑑
ことばがいっぱい なま
えのことば

五味　太郎　監修・
制作

偕成社 810 ｺ

言葉図鑑
ことばがいっぱい よう
すのことば

五味　太郎　監修・
制作

偕成社 810 ｺ

はしれちんちんでんしゃ 東京都電　荒川線 後藤　英雄 小峰書店 680 ｺ
１ねん１くみ１ばんでっか
い！！

後藤　竜二 ポプラ社 913 ｺ

なっちゃんときげんのわるい
おおかみ

香坂　直 ポプラ社 913 ｺ

しおふきうす 香山　美子 教育画劇 388 ｺ
たからげた 香山　美子 教育画劇 388 ｺ
てんぐのはうちわ 香山　美子 教育画劇 388 ｺ
ぶんぶくちゃがま 香山　美子 教育画劇 388 ｺ
どんぐりもりのおきゃくさん 香山　美子 ひさかたチャイル 653 ｺ
どうぞのいす 香山　美子 ひさかたチャイル 913 ｺ
だって春だもん 小寺　卓矢 アリス館 400 ｺ

声に出して楽しんで読もう
日本語の美しさを味わ
い国語力を高める １年

小森　茂　監修 学研 918 ｺ

声に出して楽しんで読もう
日本語の美しさを味わ
い国語力を高める ２年

小森　茂　監修 学研 918 ｺ

かいうりぜんさん 小林　しげる 国土社 913 ｺ
なみだくんありがとう 小林　まさこ あかね書房 408 ｺ
ハロウィンのランプ キラキラえほん　８ 小林　ゆき子 岩崎書店 913 ｺ
町の水族館町の植物園 さかなやさんとやおやさ 小林　亜里 福音館書店 360 ｺ
またふたりで 小林　治子 ＢＬ出版 913 ｺ
シーソーとおもさくらべ 小林　実 国土社 408 ｺ
グーチョキパー鳥 小林　清之介 あすなろ書房 913 ｺ
あっぱれ！わかとの天福丸 木暮　正夫 金の星社 913 ｺ
かもとりごんべえ さいごう　たけひこ ポプラ社 388 ｻ
さるかにばなし さいごう　たけひこ ポプラ社 388 ｻ
わらしべちょうじゃ さいごう　たけひこ ポプラ社 388 ｻ
兵六ものがたり さいごう　たけひこ ポプラ社 388 ｻ

おしゃべりさん
おはなし３０ねぇ、よん
で！

さいとう　しのぶ
リーブル（地方
小）//地方・小出
版流通センター

913 ｻ

もういっかいおしゃべりさん
おはなし３０ねぇ、よん
で！

さいとう　しのぶ
リーブル（地方
小）//地方・小出
版流通センター

913 ｻ

あっちゃんあがつく たべものあいうえお さいとう　しのぶ リーブル 913 ｻ



しりとりしましょ！ たべものあいうえお さいとう　しのぶ
リーブル（地方
小）//地方・小出
版流通センター

913 ｻ

あぶくたった わらべうたえほん さいとう　しのぶ ひさかたチャイル 913 ｻ
十二支のかぞえうた さいとう　しのぶ 佼成出版社 913 ｻ
おおきくなったよさるのあか
ちゃん

さえぐさ　ひろこ
ひさかたチャイル
ド

489 ｻ

むねとんとん おはなしだいすき さえぐさ　ひろこ 小峰書店 913 ｻ
りんごあげるね さえぐさ　ひろこ 童心社 913 ｻ
にじのみずうみ さかもと　てつお 偕成社 970 ｻ
ピーマンマンとよふかし大ま
おう

さくら　ともこ 岩崎書店 913 ｻ

にじ さくらい　じゅんじ 福音館書店 408 ｻ
子うさぎましろのお話 ささき　たづ ポプラ社 913 ｻ

おえかきしよう！
エコ育絵本　ちきゅうに
やさしく　なれるかな？

ささき　みお チャイルド本社 519 ｻ

せかいでいちばんほしいもの さとう　まきこ あかね書房 913 ｻ
アイスキッズのぼうけん さとう　めぐみ 教育画劇 913 ｻ
ケーキちゃん さとう　めぐみ 教育画劇 913 ｻ
ごきげんぶーた さとう　めぐみ 教育画劇 913 ｻ
フルーツタルトさん さとう　めぐみ 教育画劇 913 ｻ
ミルフィーユちゃん さとう　めぐみ 教育画劇 913 ｻ

ばばばあちゃんのおもちつき
かがくのとも傑作集　わ
くわくにんげん

さとう　わきこ 福音館書店 596 ｻ

よもぎだんご さとう　わきこ 福音館書店 596 ｻ
わっこおばちゃんのしりとりあ
そび

さとう　わきこ 童心社 810 ｻ

くもりのちはれせんたくかあ
ちゃん

こどものとも傑作集 さとう　わきこ 福音館書店 913 ｻ

せんたくかあちゃん こどものとも傑作集　５ さとう　わきこ 福音館書店 913 ｻ

すいかのたね
こどものとも傑作集　７
７　ばばばあちゃんのお
はなし

さとう　わきこ 福音館書店 913 ｻ

あめふり
こどものとも傑作集　７
８　ばばばあちゃんのお
はなし

さとう　わきこ 福音館書店 913 ｻ

ことりのうち
ばばばあちゃんのおは
なし こどものとも傑作

さとう　わきこ 福音館書店 913 ｻ

たいへんなひるね さとう　わきこ 福音館書店 913 ｻ
よくばりすぎたねこ さとう　わきこ ＰＨＰ研究所 913 ｻ
おいてけぼり さねとう　あきら 教育画劇 388 ｻ
かっぱのてがみ さねとう　あきら 教育画劇 388 ｻ
きんたろう さねとう　あきら 教育画劇 388 ｻ
こそだてゆうれい さねとう　あきら 教育画劇 388 ｻ
ねこいるといいなあ さの　ようこ 小峰書店 913 ｻ
わたしのぼうし さの　ようこ ポプラ社 913 ｻ
さっちゃんの　まほうのて たばた　せいいち 偕成社 913 ｻ
わゴムはどのくらいのびるか
しら　改訂新版

マイク・サーラー ほるぷ出版 933 ｻ

しりたがりやのふくろうぼうや マイク・サラー 評論社 933 ｻ
いとしのロベルタ 佐々木　マキ ほるぷ出版 913 ｻ
おばけバースデイ 佐々木　マキ 絵本館 913 ｻ
くまの木をさがしに 佐々木　マキ 教育画劇 913 ｻ
なぞなぞライオン 佐々木　マキ 理論社 913 ｻ
ぶたのたね 佐々木　マキ 絵本館 913 ｻ
またぶたのたね 佐々木　マキ 絵本館 913 ｻ
またまたぶたのたね 佐々木　マキ 絵本館 913 ｻ
ムッシュ・ムニエルのサーカ 佐々木　マキ 絵本館 913 ｻ
おおきなきがほしい 佐藤　さとる 偕成社 913 ｻ



カラッポのはなし 佐藤　さとる あかね書房 913 ｻ
ちゃいろの小びんちゃん 佐藤　さとる 国土社 913 ｻ
つくえのうえのうんどうかい 佐藤　さとる 小峰書店 913 ｻ
なきむしこうさぎ 佐藤　さとる ポプラ社 913 ｻ
こんにちは、ビーバー たくさんのふしぎ傑作集 佐藤　英治 福音館書店 480 ｻ
ふしぎともだち 佐野　美津男 小峰書店 913 ｻ
うまれてきた子ども 佐野　洋子 ポプラ社 913 ｻ
おじさんのかさ 佐野　洋子 講談社 913 ｻ
だってだってのおばあさん
新装版

佐野　洋子 フレーベル館 913 ｻ

空とぶライオン 佐野　洋子 講談社 913 ｻ
へんしんタヌキのかくれんぼ 佐和　夏子 金の星社 913 ｻ
いしあつめ 斎藤　靖二 岩波書店 408 ｻ
ソメコとオニ 斎藤　隆介 岩崎書店 913 ｻ
せつぶんだまめまきだ 行事の由来えほん 桜井　信夫 教育画劇 913 ｻ
さっちゃんはマンションでワナ
にはまった

皿海　達哉 教育画劇 913 ｻ

ふしぎなおるすばん 斉藤　栄美 ポプラ社 913 ｻ
ひとりざむらいとこうちょうせ
んせい

どうわがいっぱい　６８ 斉藤　洋 講談社 913 ｻ

ひとりざむらいとおばけア どうわがいっぱい　７３ 斉藤　洋 講談社 913 ｻ
ふしぎなクジラ ブラッカブロッコ島だよ 斉藤　洋 講談社 913 ｻ
氷の上のひなたぼっこ ブラッカブロッコ島だよ 斉藤　洋 講談社 913 ｻ
ペンギンたんけんたい ペンギンシリーズ　１ 斉藤　洋 講談社 913 ｻ
ペンギンしょうぼうたい ペンギンシリーズ　２ 斉藤　洋 講談社 913 ｻ
ペンギンおうえんだん ペンギンシリーズ　３ 斉藤　洋 講談社 913 ｻ
ペンギンサーカスだん ペンギンシリーズ　４ 斉藤　洋 講談社 913 ｻ
ペンギンパトロールたい ペンギンシリーズ　５ 斉藤　洋 講談社 913 ｻ
ペンギンおんがくたい ペンギンシリーズ　６ 斉藤　洋 講談社 913 ｻ
ペンギンたんていだん ペンギンシリーズ　７ 斉藤　洋 講談社 913 ｻ
ペンギンたくはいびん ペンギンシリーズ　８ 斉藤　洋 講談社 913 ｻ
おしゃれうさぎラップ 斉藤　洋 小峰書店 913 ｻ
ぞうの金メダル 斉藤　洋 偕成社 913 ｻ
ペンギンがっしょうだん 斉藤　洋 講談社 913 ｻ
もぐらのおまわりさん 斉藤　洋 講談社 913 ｻ
もぐらのたくはいびん 斉藤　洋 講談社 913 ｻ
こぎつねいちねんせい 斉藤　洋 あかね書房 913 ｻ
ペンギンかんそくたい 斉藤　洋 講談社 913 ｻ
もぐらのせんせい 斉藤　洋 講談社 913 ｻ
さようならカバくん アニメ絵本 早乙女　勝元　原 金の星社 913 ｻ
わるいことがしたい！ 沢木　耕太郎 講談社 913 ｻ
ほんとのゲンくんみーつけた 貞広　朱美 文研出版 913 ｻ
あげはのへんしん ひさかたチャイル 486 ｼ
新幹線特急列車　新訂 ポプラ社 546 ｼ
こめ 鈴木出版 596 ｼ
しお 鈴木出版 596 ｼ
ぎゅうにゅうだいへんしん！ ひさかたチャイル 648 ｼ
あめの日のおさんぽ Ｕ．シェフラー 文化出版局 940 ｼ

絵本図鑑シートンどうぶつ記 カラスの王　銀の星
アーネスト・Ｔ．シー
トン　原作

金の星社 480 ｼ

絵本図鑑シートンどうぶつ記 ギザ耳ウサギ　ラッグ
アーネスト・Ｔ．シー
トン　原作

金の星社 480 ｼ

絵本図鑑シートンどうぶつ記
ギルダー川のアライグ
マ

アーネスト・Ｔ．シー
トン　原作

金の星社 480 ｼ

絵本図鑑シートンどうぶつ記 はい色グマ　ワーブ
アーネスト・Ｔ．シー
トン　原作

金の星社 480 ｼ

おいてきぼりのこねこ イレーヌ・シュバル 文化出版局 953 ｼ
うごいちゃだめ エリカ・シルヴァマ アスラン書房 933 ｼ
こひつじクロ エリザベス・ショー 岩崎書店 933 ｼ



ちょっとまって、きつねさん！
カトリーン・シェー
ラー

光村教育図書 993 ｼ

ビーバー クラウス・カラス くもん出版 481 ｼ
シートンどうぶつ記 幼年版 シートン あすなろ書房 480 ｼ

シートンどうぶつ記
幼年版 あわふきぼうず
（たたかうノブタ）

シートン あすなろ書房 480 ｼ

シートンどうぶつ記 幼年版 ギザ耳ウサギ シートン あすなろ書房 480 ｼ

シートンどうぶつ記
幼年版 キルダー川の
アライグマ

シートン あすなろ書房 480 ｼ

シートンどうぶつ記 幼年版 クマがり犬ビ シートン あすなろ書房 480 ｼ

シートンどうぶつ記
幼年版 スズメのラン
ディー

シートン あすなろ書房 480 ｼ

シートンどうぶつ記 幼年版 タラク山のクマ シートン あすなろ書房 480 ｼ

シートンどうぶつ記
幼年版 はたおリスのぼ
うけん

シートン あすなろ書房 480 ｼ

うみべのハリー
世界傑作絵本シリー
ズ・アメリカの絵本

ジーン・ジオン 福音館書店 933 ｼ

どろんこハリー
世界傑作絵本シリー
ズ・アメリカの絵本

ジーン・ジオン 福音館書店 933 ｼ

ハリーのセーター
世界傑作絵本シリー
ズ・アメリカの絵本

ジーン・ジオン 福音館書店 933 ｼ

はちうえはぼくにまかせて ジーン・ジオン ペンギン社 933 ｼ

りょうりをしてはいけないなべ
講談社の創作絵本シ
リーズ

シゲタ　サヤカ 講談社 913 ｼ

オニじゃないよおにぎりだよ シゲタ　サヤカ えほんの杜 913 ｼ
コックのぼうしはしっている シゲタ　サヤカ 講談社 913 ｼ
まないたにりょうりをあげない
こと

シゲタ　サヤカ 講談社 913 ｼ

マスラン・パンパンこいをする ジドル　文 のら書店 953 ｼ
みかんちゃんとりんごちゃん しばた　こうじ フーコー 913 ｼ
ねえ　おにいちゃん 手づくり絵本 しみず　れいこ 評論社 913 ｼ
ぼくのしっぽは？ しもだ　ともみ 教育画劇 913 ｼ

アンナの赤いオーバー
ハリエット・ジィー
フェルト

評論社 933 ｼ

ベントリー・ビーバーのものが
たり

マージョリー・Ｗ・
シャーマット

のら書店 933 ｼ

きえた犬のえ ぼくはめいたんてい　１
マージョリー・ワイ
ンマン・シャーマッ

大日本図書 933 ｼ

まよなかのはんにん ぼくはめいたんてい　２
マージョリー・ワイ
ンマン・シャーマッ

大日本図書 933 ｼ

なくなったかいものメモ ぼくはめいたんてい　３
マージョリー・ワイ
ンマン・シャーマッ

大日本図書 933 ｼ

きょうりゅうのきって ぼくはめいたんてい　４
マージョリー・ワイ
ンマン・シャーマッ

大日本図書 933 ｼ

かぎはどこだ ぼくはめいたんてい　５
マージョリー・ワイ
ンマン・シャーマッ

大日本図書 933 ｼ

ゆきの中のふしぎなできごと ぼくはめいたんてい　６
マージョリー・ワイ
ンマン・シャーマッ

大日本図書 933 ｼ

おうちにかえろう ロア・シーガル 富山房 933 ｼ
海からぶたがやってきた！ 下嶋　哲朗 くもん出版 913 ｼ
はてな　なるほど　サイエン くさむらのたんけん 実野　恒久 保育社 408 ｼ
はてな　なるほど　サイエン すなあそび、つちあそび 実野　恒久 保育社 408 ｼ
はてな　なるほど　サイエン みずにすむいきもの 実野　恒久 保育社 408 ｼ
はてな　なるほど　サイエン きゅうこんをうえよう 実野　恒久 保育社 470 ｼ
はてな　なるほど　サイエン いきものはともだち 実野　恒久 保育社 480 ｼ
ちいさなくれよん 篠塚　かをり 金の星社 913 ｼ
ぜっこう 柴田　愛子 ポプラ社 913 ｼ
あきですよ 四季のえほん 柴田　晋吾 金の星社 913 ｼ
なつですよ 四季のえほん 柴田　晋吾 金の星社 913 ｼ



はるですよ 四季のえほん 柴田　晋吾 金の星社 913 ｼ
ふゆですよ 四季のえほん 柴田　晋吾 金の星社 913 ｼ
すずむしケンゴのうた 柴田　晋吾 文研出版 913 ｼ

こども　詩の学校 初級
渋谷　清視　編者
代表

金の星社 911 ｼ

こころの花たば 城谷　英男 ＰＨＰ研究所 913 ｼ

どこにいるの？シャクトリムシ
ふしぎいっぱい写真絵
本　８

新開　孝 ポプラ社 486 ｼ

クモのいと
ふしぎいっぱい写真絵
本　１６

新開　孝 ポプラ社 485 ｼ

いのちのカプセルまゆ
ふしぎいっぱい写真絵
本　１２

新開　孝 ポプラ社 486 ｼ

うまれたよ！カブトムシ
よみきかせいきものしゃ
しんえほん　７

新開　孝 岩崎書店 486 ｼ

うまれたよ！カマキリ
よみきかせいきものしゃ
しんえほん　８

新開　孝 岩崎書店 486 ｼ

イモムシ 新開　孝 ポプラ社 486 ｼ
虫たちのふしぎ 新開　孝 福音館書店 486 ｼ
たこ　あそび 新坂　和男 岩崎書店 750 ｼ
空にぐ～んと手をのばせ 新沢　としひこ 理論社 911 ｼ
でんぐりん 正道　かほる あかね書房 913 ｼ
火くいばあ 清水　達也 ポプラ社 388 ｼ
あこちゃん、へいきだもん 生源寺　美子 ポプラ社 913 ｼ
リカちゃんとぼくのひみつ 生源寺　美子 草炎社 913 ｼ
なつのしっぽ 椎名　誠 講談社 913 ｼ
うちにかえったガラゴ 島田　ゆか 文渓堂 913 ｼ
かばんうりのガラゴ 島田　ゆか 文渓堂 913 ｼ
バムとケロのおかいもの 島田　ゆか 文渓堂 913 ｼ
バムとケロのさむいあさ 島田　ゆか 文渓堂 913 ｼ
バムとケロのそらのたび 島田　ゆか 文渓堂 913 ｼ
バムとケロのにちようび 島田　ゆか 文渓堂 913 ｼ
バムとケロのもりのこや 島田　ゆか 文渓堂 913 ｼ
よかったねカッタくん 白須　道徳 らくだ出版 913 ｼ
ぶたのめいかしゅローランド ウィリアム・スタイ 評論社 930 ｽ
おばあちゃんのすてきなおく
りもの

カーラ・スティーブ
ンズ

のら書店 933 ｽ

しのだけむらのやぶがっこう
やなぎむらのおはなし
こどものとも傑作集

カズコ　Ｇ．ストー
ン

福音館書店 913 ｽ

おやすみ、わにのキラキラく カズコ　Ｇ．ストー 福音館書店 933 ｽ

きょうりゅうほねほねくん
きょうりゅうほねほねく
んシリーズ　１

すえよし　あきこ あかね書房 913 ｽ

てがみはすてきなおくりもの スギヤマ　カナヨ 講談社 913 ｽ
まあばあさんのゆきのひピク
ニック

すとう　あさえ 岩崎書店 913 ｽ

まあ、なんてこと！ デイビッド・スモー 平凡社 933 ｽ
ふしぎな五百のぼうし ドクター・スース 学研 933 ｽ
王さまの竹うま ドクター・スース 偕成社 933 ｽ
ちいさなミリーととり トルヴァル・ステー 岩波書店 993 ｽ

てぶくろがいっぱい
フローレンス・スロ
ボドキン

偕成社 933 ｽ

スーザンのかくれんぼ　新装 ルイス・スロボドキ 偕成社 933 ｽ
ずら～りカエル ならべてみると・・・ 高岡　昌江 アリス館 487 ｽ
くりあがり　くりさがり 砂賀　嘉治 岩波書店 410 ｽ
いやいやバスの３ばんくん 砂田　弘 小峰書店 680 ｽ
ふたりのブルートレイン 砂田　弘 岩崎書店 913 ｽ

つのとはさみ
おおきなかがく かぶと
むしとくわがたむし

須田　孫七
ひさかたチャイル
ド

480 ｽ

ちょう おおきくなあれ 須田　孫七 フレーベル館 486 ｽ
アサガオのせいくらべ 須之部　淑男 岩波書店 470 ｽ



ほねがつよいこじょうぶな
こ！

ママといっしょによむえ
ほん

杉浦　保夫 偕成社 408 ｽ

いしがけちょう日記 杉浦　和貴子 新日本出版社 480 ｽ
それゆけはしごしゃせいのび
くん

杉山　径一 小峰書店 680 ｽ

へんしんじどうしゃえんこくん 杉山　径一 小峰書店 680 ｽ
杉山きょうだいのしゃぼんだ
まとあそぼう

杉山　弘之 福音館書店 790 ｽ

たからものくらべ 杉山　亮 福音館書店 913 ｽ
もりのかくれんぼう 末吉　暁子 偕成社 913 ｽ
鳥の巣いろいろ 鈴木　まもる 偕成社 480 ｽ
ふしぎな鳥の巣 鈴木　まもる 偕成社 488 ｽ
鳥の巣ものがたり 鈴木　まもる 偕成社 488 ｽ
ヘルシー家の人びと 四季の絵本 鈴木　まもる 金の星社 913 ｽ
いいてがみですよ！ 鈴木　みち子 けやき書房 913 ｽ

のりものカード
くもんのせいかつ図鑑
カード

鈴木　一義 くもん出版 685 ｽ

さるじぞう 鈴木　喜代春 ほるぷ出版 388 ｽ
けがをしたすずめと一年生 鈴木　喜代春 ＰＨＰ研究所 913 ｽ
かわいいナキウサギ 鈴木　欣司 大日本図書 480 ｽ
せいかつかポケット図かん １年生 学研 375 ｾ
せいかつかポケット図かん ２年生 学研 375 ｾ
すずめのくつした ジョージ・セルデン 大日本図書 933 ｾ
おばけのおうちいりません せき　ゆうこ ＰＨＰ研究所 913 ｾ
おばけのてんぷら 絵本のひろば　２９ せな　けいこ ポプラ社 913 ｾ
おさるが１００ぴき さがしてみよう せべ　まさゆき 偕成社 913 ｾ
子いぬの　かいかた　しって
るかい？

モーリス・センダッ
ク

偕成社 480 ｾ

かいじゅうたちのいるところ モーリス・センダッ 冨山房 930 ｾ
まよなかのだいどころ モーリス・センダッ 冨山房 930 ｾ

うまれたよ！オタマジャクシ
よみきかせいきものしゃ
しんえほん　２

関　慎太郎 岩崎書店 487 ｾ

うまれたよ！ザリガニ
よみきかせいきものしゃ
しんえほん　１０

関　慎太郎 岩崎書店 485 ｾ

あつまれ！はたらくじどうしゃ 関口　猪一郎 小峰書店 680 ｾ
まちではたらくじどうしゃ 関口　猪一郎 小峰書店 680 ｾ
ころちゃんとはたらくじどう 関根　栄一 小峰書店 680 ｾ
はしれ！とうほくしんかんせ 関根　栄一 小峰書店 680 ｾ
ブルートレインほくとせい 関根　栄一 小峰書店 680 ｾ
ひらがなどうぶつえん 関根　栄一 小峰書店 810 ｾ
もうすぐ２年生 山口　令司 ポプラ社 375 ｾ
わたしのものがたり 山口　令司 ポプラ社 375 ｾ
おかあさん 瀬戸口　昌子 ポプラ社 913 ｾ
おおさむこさむ 瀬川　康男 福音館書店 911 ｾ
日本のむかしばなし 瀬田　貞二 のら書店 388 ｾ
ひなまつりにおひなさまをか
ざるわけ

行事の由来えほん 瀬尾　七重 教育画劇 913 ｾ

生活科ブックさあやってみよ おまつりをしよう 生活科を創る会 小峰書店 375 ｾ
生活科ブックさあやってみよ どんなことがあったかな 生活科を創る会 小峰書店 375 ｾ
生活科ブックさあやってみよ 夏をたのしく 生活科を創る会 小峰書店 375 ｾ
生活科ブックさあやってみよ 秋とあそぼう 生活科を創る会 小峰書店 375 ｾ
生活科ブックさあやってみよ 春とあそぼう 生活科を創る会 小峰書店 375 ｾ
生活科ブックさあやってみよ 生きものをかってみよう 生活科を創る会 小峰書店 375 ｾ
生活科ブックさあやってみよ 町をたんけんしよう 生活科を創る会 小峰書店 375 ｾ
生活科ブックさあやってみよ 冬をたのしく 生活科を創る会 小峰書店 375 ｾ
生活科ブックさあやってみよ 友だちとなかよく 生活科を創る会 小峰書店 375 ｾ
生活科ブックさあやってみよ 生活科を創る会 小峰書店 375 ｾ
生活科ブックさあやってみよ 花ややさいをそだてよう 生活科を創る会 小峰書店 470 ｾ
あやちゃんの学校たんけん 石田　昌子 ポプラ社 375 ｾ



おはようございます先生 石田　昌子 ポプラ社 375 ｾ
ひとりでおかいもの 竹下　昌之 ポプラ社 375 ｾ
ひとりぼっちのおるすばん 竹下　昌之 ポプラ社 375 ｾ
草花とあそぼう 椎野　利一 ポプラ社 375 ｾ
けんちゃんの手紙 田中　力 ポプラ社 375 ｾ
公園にいこうよ 田中　力 ポプラ社 375 ｾ
うさぎとなかよし 毛利　澄夫 ポプラ社 375 ｾ
まことくんのおもちつき 落合　静男 ポプラ社 375 ｾ
２年１組のヒマワリ 鈴木　勢津子 ポプラ社 375 ｾ
ノエルのひみつ Ｇ．ソロタレフ 佑学社 935 ｿ
おばあちゃんの絵てがみ ＰＨＰにこにこえほん そうま　こうへい ＰＨＰ研究所 913 ｿ
いだてんの六 そや　きよし ポプラ社 388 ｿ
アサガオ 小野　隆 あかね書房 470 ｿ
ゆうきのおにたいじ 征矢　清 福音館書店 913 ｿ
ワニニンのとくべつな一日 曽我　舞 理論社 913 ｿ

クラゲゆらゆら
ふしぎいっぱい写真絵
本　１０

楚山　いさむ ポプラ社 480 ｿ

きょうりゅう　改訂新版 ひかりのくに 457 ﾀ
はじめてであうずかん しょくぶつ 福音館書店 470 ﾀ
のやまのくさき　改訂新版 ひかりのくに 470 ﾀ
はなとやさい・くだもの　改訂
新版

ひかりのくに 470 ﾀ

どうぶつえん　改訂新版 ひかりのくに 480 ﾀ
みずべのいきもの　改訂新版 ひかりのくに 480 ﾀ
からだとけんこう　改訂新版 ひかりのくに 490 ﾀ
あそびのずかん　改訂新版 ひかりのくに 507 ﾀ
三つの色のふしぎなぼうけん アネット・チゾン 評論社 750 ﾀ
ヘリコと小鳥 アンドレ・ダーハン 宝島社 950 ﾀ
大好きなぼくのともだち アンドレ・ダーハン ＪＩＣＣ出版局 950 ﾀ
アーチボルドおじさん イブ・タルレ くもん出版 943 ﾀ

じかんがどんどん
ジェームズ・ダン
バー

評論社 408 ﾀ

コッケモーモー
ジュリエット・ダラ
ス・コンテ

徳間書店 933 ﾀ

きょうりゅうはたまごから生ま
れたの？

１年生のきょうりゅうた
んけん隊

たかし　よいち 理論社 457 ﾀ

つよいぞきょうりゅうのつのと
しっぽ

２年生のきょうりゅうた
んけん隊

たかし　よいち 理論社 457 ﾀ

かみなりきょうりゅうがあらわ
れた

たかし　よいち 理論社 457 ﾀ

こんにちは！あかちゃんきょ
うりゅう

たかし　よいち 理論社 457 ﾀ

ねむりんぼじまのおおおとこ たかし　よいち 岩崎書店 913 ﾀ
ぼくとたまご たかし　よいち 岩崎書店 913 ﾀ
ケンちゃんちにきたサケ タカタ　カヲリ 教育画劇 913 ﾀ
つんつくせんせいかめにのる たかどの　ほうこ フレーベル館 913 ﾀ
つんつくせんせいといたずら
ぶんぶん

たかどの　ほうこ フレーベル館 913 ﾀ

つんつくせんせいどうぶつえ
んにいく

たかどの　ほうこ フレーベル館 913 ﾀ

つんつくせんせいとくまのゆ たかどの　ほうこ フレーベル館 913 ﾀ
つんつくせんせいとつんくま
えんのくま

たかどの　ほうこ フレーベル館 913 ﾀ

つんつくせんせいととんがり
ぼうし

たかどの　ほうこ フレーベル館 913 ﾀ

つんつくせんせいとふしぎな
りんご

たかどの　ほうこ フレーベル館 913 ﾀ

へんてこもりのコドロボー たかどの　ほうこ 偕成社 913 ﾀ
夜にくちぶえふいたなら たかどの　ほうこ 旺文社 913 ﾀ



帰り道の１年
生まれて死んで、また
生まれる

たかはし　きよし 偕成社 462 ﾀ

校庭の１年
生まれて死んで、また
生まれる

たかはし　きよし 偕成社 462 ﾀ

庭の１年
生まれて死んで、また
生まれる

たかはし　きよし 偕成社 462 ﾀ

てっぽうをもったキジムナー たじま　ゆきひこ 童心社 913 ﾀ
とびだすカード たしろ　こうじ ポプラ社 750 ﾀ

クリスマスのおかいもの
講談社の創作絵本　季
節と行事のよみきかせ

たしろ　ちさと 講談社 913 ﾀ

５ひきのすてきなねずみおん
がくかいのよる

たしろ　ちさと ほるぷ出版 913 ﾀ

５ひきのすてきなねずみひっ
こしだいさくせん

たしろ　ちさと ほるぷ出版 913 ﾀ

ポレポレやまのぼり たしろ　ちさと 大日本図書 913 ﾀ
よるのゆうえんち たに　しんすけ 小峰書店 913 ﾀ
ひ・み・つ たばた　せいいち 童心社 913 ﾀ
うちゅうスケート たむら　しげる リブロポート 913 ﾀ
ランスロットのきのこがり たむら　しげる 偕成社 913 ﾀ
ラン　パン　パン インドみんわ マギー・ダフ 評論社 933 ﾀ

玉川こども・きょういく百科 あそびとおもちゃ
玉川大学出版部
編集

玉川百科刊行会 31 ﾀ

玉川こども・きょういく百科 いえ
玉川大学出版部
編集

玉川百科刊行会 31 ﾀ

玉川こども・きょういく百科 うた
玉川大学出版部
編集

玉川百科刊行会 31 ﾀ

玉川こども・きょういく百科 えとこうさく
玉川大学出版部
編集

玉川百科刊行会 31 ﾀ

玉川こども・きょういく百科 えんげい
玉川大学出版部
編集

玉川百科刊行会 31 ﾀ

玉川こども・きょういく百科 おかあさんのほん
玉川大学出版部
編集

玉川百科刊行会 31 ﾀ

玉川こども・きょういく百科 おみせとおかね
玉川大学出版部
編集

玉川百科刊行会 31 ﾀ

玉川こども・きょういく百科 かずとかたち
玉川大学出版部
編集

玉川百科刊行会 31 ﾀ

玉川こども・きょういく百科 かちく
玉川大学出版部
編集

玉川百科刊行会 31 ﾀ

玉川こども・きょういく百科 けもの
玉川大学出版部
編集

玉川百科刊行会 31 ﾀ

玉川こども・きょういく百科 ことばともじ
玉川大学出版部
編集

玉川百科刊行会 31 ﾀ

玉川こども・きょういく百科 こどもえいご１
玉川大学出版部
編集

玉川百科刊行会 31 ﾀ

玉川こども・きょういく百科 さかな
玉川大学出版部
編集

玉川百科刊行会 31 ﾀ

玉川こども・きょういく百科 せかいめぐり
玉川大学出版部
編集

玉川百科刊行会 31 ﾀ

玉川こども・きょういく百科 つち
玉川大学出版部
編集

玉川百科刊行会 31 ﾀ

玉川こども・きょういく百科 つよいからだ
玉川大学出版部
編集

玉川百科刊行会 31 ﾀ

玉川こども・きょういく百科 でんしゃ
玉川大学出版部
編集

玉川百科刊行会 31 ﾀ

玉川こども・きょういく百科 ともだち
玉川大学出版部
編集

玉川百科刊行会 31 ﾀ

玉川こども・きょういく百科 とり
玉川大学出版部
編集

玉川百科刊行会 31 ﾀ



玉川こども・きょういく百科 にほんめぐり
玉川大学出版部
編集

玉川百科刊行会 31 ﾀ

玉川こども・きょういく百科 はなとき
玉川大学出版部
編集

玉川百科刊行会 31 ﾀ

玉川こども・きょういく百科 ひ
玉川大学出版部
編集

玉川百科刊行会 31 ﾀ

玉川こども・きょういく百科 ひこうき
玉川大学出版部
編集

玉川百科刊行会 31 ﾀ

玉川こども・きょういく百科 ふね
玉川大学出版部
編集

玉川百科刊行会 31 ﾀ

玉川こども・きょういく百科 みず
玉川大学出版部
編集

玉川百科刊行会 31 ﾀ

玉川こども・きょういく百科 むし
玉川大学出版部
編集

玉川百科刊行会 31 ﾀ

みんなあつまれ　こいのぼり
をつくろう

玉田　泰太郎 童心社 750 ﾀ

楽しく覚える漢字の本 １年生 金平　正 玉川大学出版部 810 ﾀ
ずら～りマメ ならべてみると・・・ 高岡　昌江 アリス館 470 ﾀ
ずら～りイモムシ ならべてみると・・・ 高岡　昌江 アリス館 487 ﾀ
ずら～りキンギョ ならべてみると・・・ 高岡　昌江 アリス館 487 ﾀ
こすもすと虫たち 高家　博成 新日本出版社 470 ﾀ
ありのごちそう 高家　博成 新日本出版社 480 ﾀ
虫のひげ 高家　博成 新日本出版社 480 ﾀ
あめんぼがとんだ 高家　博成 新日本出版社 486 ﾀ
あんな雪こんな氷 高橋　喜平 講談社 408 ﾀ
おつきさんのめだまやき 高橋　宏幸 岩崎書店 913 ﾀ
かばの子ブーブ 高橋　宏幸 岩崎書店 913 ﾀ
カボちゃんのプリン 高山　栄子 理論社 913 ﾀ

こんなときどうするの？
ママといっしょによむえ
ほん

高田　芳朗　構成・
文

偕成社 408 ﾀ

はたらく自動車ずかん のりもの写真えほん　１ 高島　鎮雄 成美堂出版 680 ﾀ
十二支のことわざえほん 高畠　純 教育画劇 810 ﾀ
すいかのたび 高畠　純 絵本館 913 ﾀ
ぞうさんのおとしあな 高畠　純 ポプラ社 913 ﾀ
ひなたぼっこです 高畠　純 絵本館 913 ﾀ
だるまだ！ 高畠　那生 長崎出版 913 ﾀ
でっこりぼっこり 高畠　那生 絵本館 913 ﾀ
まってるまってる 高畠　那生 絵本館 913 ﾀ
１ちゃんいちにち へんてこかぞえうた 高木　あきこ リーブル（地方 913 ﾀ
とんでけ　よわむし 高木　絹子 太平出版社 913 ﾀ
へんてこもりにいこうよ おはなしカーニバル　１ 高楼　方子 偕成社 913 ﾀ
ふたごのき 姉崎　一馬 リブロポート 913 ﾀ
ねずみさんのながいパン 多田　ヒロシ こぐま社 913 ﾀ
わにがわになる 多田　ヒロシ こぐま社 913 ﾀ
ひらがなおしえておかあさん ひらがな絵辞典 辰見　敏夫 鈴木出版 810 ﾀ
あわてんぼうのニワトリねえ
さん

十二支むかしむかしシ
リーズ

谷　真介 佼成出版社 388 ﾀ

いなばの白ウサギ
十二支むかしむかしシ
リーズ

谷　真介 佼成出版社 388 ﾀ

イノシシとお月さま
十二支むかしむかしシ
リーズ

谷　真介 佼成出版社 388 ﾀ

おもちのすきなヘビのおふじ
十二支むかしむかしシ
リーズ

谷　真介 佼成出版社 388 ﾀ

たまごから生まれたウマ
十二支むかしむかしシ
リーズ

谷　真介 佼成出版社 388 ﾀ

トラのおんがえし
十二支むかしむかしシ
リーズ

谷　真介 佼成出版社 388 ﾀ

ネズミのよめいり
十二支むかしむかしシ
リーズ

谷　真介 佼成出版社 388 ﾀ



ヒツジのおやこのおくりもの
十二支むかしむかしシ
リーズ

谷　真介 佼成出版社 388 ﾀ

ふしぎな黒イヌ
十二支むかしむかしシ
リーズ

谷　真介 佼成出版社 388 ﾀ

リュウのむすめとおいしゃさ
ん

十二支むかしむかしシ
リーズ

谷　真介 佼成出版社 388 ﾀ

子ウシをすくった母ウシ
十二支むかしむかしシ
リーズ

谷　真介 佼成出版社 388 ﾀ

赤ちゃんをまもったサル
十二支むかしむかしシ
リーズ

谷　真介 佼成出版社 388 ﾀ

さるかに 谷　真介 ポプラ社 388 ﾀ
つるのおんがえし 谷　真介 ポプラ社 388 ﾀ
どろだらけのじぞうさん 谷　真介 佼成出版社 388 ﾀ
はつゆめはひみつ 谷　真介 佼成出版社 388 ﾀ
鬼といりまめ 谷　真介 佼成出版社 388 ﾀ
天人にょうぼう 谷　真介 佼成出版社 388 ﾀ
８ひきのこねずみと８この
チーズケーキ

谷　真介 ポプラ社 913 ﾀ

おばけのぷぷのチョコレート
ケーキ

谷　真介 ポプラ社 913 ﾀ

ウラパン・オコサ かずあそび 谷川　晃一 童心社 410 ﾀ
あいうえおっとせい 谷川　俊太郎 さ・え・ら書房 810 ﾀ
とと　と　おっとっと 谷川　俊太郎 さ・え・ら書房 810 ﾀ
ぽたぽたとぷん 谷川　俊太郎 さ・え・ら書房 810 ﾀ
いち 谷川　俊太郎 国土社 911 ﾀ
いちねんせい 谷川　俊太郎 小学館 911 ﾀ
かぼちゃごよみ 谷川　俊太郎 福音館書店 911 ﾀ
これはのみのぴこ 谷川　俊太郎 サンリード 913 ﾀ
ともだち 谷川　俊太郎 玉川大学出版部 913 ﾀ
わたし 谷川　俊太郎 福音館書店 913 ﾀ
おもちゃであそぼう 竹井　史郎 ポプラ社 375 ﾀ
やさしいかがくの工作 いろのこうさく 竹井　史郎 小峰書店 750 ﾀ
やさしいかがくの工作 おとのこうさく 竹井　史郎 小峰書店 750 ﾀ
やさしいかがくの工作 おもりのこうさく 竹井　史郎 小峰書店 750 ﾀ
やさしいかがくの工作 かがみのこうさく 竹井　史郎 小峰書店 750 ﾀ
やさしいかがくの工作 かぜのこうさく 竹井　史郎 小峰書店 750 ﾀ
やさしいかがくの工作 くうきのこうさく 竹井　史郎 小峰書店 750 ﾀ
やさしいかがくの工作 しゃぼんだまのこうさく 竹井　史郎 小峰書店 750 ﾀ

やさしいこうさく
つくってあそぼう あきカ
ンのこうさく

竹井　史郎 小峰書店 750 ﾀ

やさしいこうさく
つくってあそぼう しんぶ
んしのこうさく

竹井　史郎 小峰書店 750 ﾀ

やさしいこうさく
つくってあそぼう ダン
ボールばこのこうさく

竹井　史郎 小峰書店 750 ﾀ

やさしいこうさく
つくってあそぼう ふくろ
のこうさく

竹井　史郎 小峰書店 750 ﾀ

やさしいかがくの工作 でんきのこうさく 竹井　史郎 小峰書店 750 ﾀ
やさしいかがくの工作 バネのこうさく 竹井　史郎 小峰書店 750 ﾀ
やさしいかがくの工作 レンズのこうさく 竹井　史郎 小峰書店 750 ﾀ
たのしい紙こうさく 紙でつくるどうぐ 竹井　史郎 小峰書店 750 ﾀ
つくってあそぼう　かみざらの
こうさく

やさしい　こうさく　３ 竹井　史郎 小峰書店 756 ﾀ

アリクイにおまかせ 竹下　文子 小峰書店 913 ﾀ
うみへいくピン・ポン・バス 竹下　文子 偕成社 913 ﾀ
おすしのせかいりょこう 竹下　文子 金の星社 913 ﾀ
ふしぎな　はなや 竹下　文子 フレーベル館 913 ﾀ

まほうねこダモン大
まほうつかいｖｓ．大よう
かい

田森　庸介 ポプラ社 913 ﾀ

まほうねこダモン 田森　庸介 ポプラ社 913 ﾀ



こんたのおつかい 田中　友佳子 徳間書店 913 ﾀ
こんた、バスでおつかい 田中友佳子 徳間書店 913 ﾀ
たすけて 田島　征三 童心社 408 ﾀ
はたけうた こどものとも傑作集 田島　征三 福音館書店 911 ﾀ
はたけのともだち 田島　征三 童心社 911 ﾀ
はじめてふったゆき 田島　征彦 偕成社 913 ﾀ
キキあずかります 田辺　みゆき 講談社 913 ﾀ
なきべそプンタ 武井　博 講談社 913 ﾀ
はらぺこプンタ 武井　博 講談社 913 ﾀ
たつのおとしご 武田　正倫 新日本出版社 480 ﾀ
ふかい海のさかな 武田　正倫 新日本出版社 480 ﾀ
北のさかな南のさかな 武田　正倫 新日本出版社 480 ﾀ
やどかりのいえさがし 武田　正倫 新日本出版社 480 ﾀ
ふしぎのおうちはドキドキな
のだ

えほんとなかよし　８ 武田　美穂 ポプラ社 913 ﾀ

きょうはすてきなおばけの日 えほんとなかよし　１５ 武田　美穂 ポプラ社 913 ﾀ
あいうえおちあいくん えほんとなかよし　２９ 武田　美穂 ポプラ社 913 ﾀ
ますだくんのランドセル えほんとなかよし　３７ 武田　美穂 ポプラ社 913 ﾀ
ますだくんとまいごのみほ
ちゃん

えほんとなかよし　５３ 武田　美穂 ポプラ社 913 ﾀ

きょうはすてきなくらげの日 えほんとなかよし　５５ 武田　美穂 ポプラ社 913 ﾀ
こわいドン 武田　美穂 理論社 913 ﾀ
となりのせきのますだくん 武田　美穂 ポプラ社 913 ﾀ
ハンバーグハンバーグ 武田　美穂 ほるぷ出版 913 ﾀ
ちょこっとできるびっくり！工
作　１

立花　愛子，佐々
木　伸

偕成社 750 ﾀ

ちょこっとできるびっくり！工
作　２

立花　愛子，佐々
木　伸

偕成社 750 ﾀ

ちょこっとできるびっくり！工
作　３

立花　愛子，佐々
木　伸

偕成社 750 ﾀ

ちょこっとできるびっくり！工
作　４

立花　愛子，佐々
木　伸

偕成社 750 ﾀ

花と緑のさいばい図鑑 チャイルド本社 470 ﾁ
しいく・かんさつ図鑑 チャイルド本社 480 ﾁ
こんちゅうげんすんかくだい
図鑑

大きさそのまま チャイルド本社 486 ﾁ

こん虫ふしぎ図鑑 チャイルド本社 486 ﾁ
のりものいっぱい図鑑 いろいろ５０１台 チャイルド本社 530 ﾁ
はたらくじどう車図鑑 いろいろ５０１台 チャイルド本社 537 ﾁ
電車いっぱい図鑑 いろいろ４００ チャイルド本社 546 ﾁ
かんたん飼育図鑑 チャイルド本社 645 ﾁ
おにのおにぎりや ちば　みなこ 偕成社 913 ﾁ
３日でできるじゆうけんきゅう １年生 チャイルドコスモ ポプラ社 375 ﾁ
３日でできるじゆうけんきゅう ２年生 チャイルドコスモ ポプラ社 375 ﾁ
よかったねネッドくん　改訂版 レミー・チャーリッ 偕成社 933 ﾁ
はるをまつちいさないのち 太田　英博 大日本図書 480 ﾁ
世界のあいさつ 長　新太 福音館書店 360 ﾁ
クーくんツーくんとオバケ 長新太のおでかけ絵本 長　新太 文渓堂 913 ﾁ
クーくんツーくんとタコとイカ 長新太のおでかけ絵本 長　新太 文渓堂 913 ﾁ
クーくんツーくんとヘリコプ 長新太のおでかけ絵本 長　新太 文渓堂 913 ﾁ
おばけのいちにち 長　新太 偕成社 913 ﾁ
キャベツくん 長　新太 文研出版 913 ﾁ
キャベツくんとブタヤマさん 長　新太 文研出版 913 ﾁ
キャベツくんのにちようび 長　新太 文研出版 913 ﾁ
ゴムあたまポンたろう 長　新太 童心社 913 ﾁ
つきよ 長　新太 教育画劇 913 ﾁ
つきよのかいじゅう 長　新太 佼成出版社 913 ﾁ
ノンビリすいぞくかん 長　新太 理論社 913 ﾁ
ブタヤマさんたらブタヤマさん 長　新太 文研出版 913 ﾁ



ヘンテコどうぶつ日記 長　新太 理論社 913 ﾁ
ボンヤリどうぶつえん 長　新太 理論社 913 ﾁ

まねっこねこちゃん 長　新太
ベネッセコーポ
レーション

913 ﾁ

さんかくサンタ ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ 絵本館 913 ﾂ
ぼくんちカレーライス つちだ　のぶこ 佼成出版社 913 ﾂ
１４の心をきいて つちだ　よしはる ＰＨＰ研究所 913 ﾂ
さみしくなかったよ つちだ　よしはる ＰＨＰ研究所 913 ﾂ
ちこちゃんまいごでごめんな
さい

つちだ　よしはる 福武書店 913 ﾂ

どんどんむらのあき つちだ　よしはる 宝島社 913 ﾂ
みんなみんななかよし つちだ　よしはる あかね書房 913 ﾂ
セーターになりたかった毛糸 津田　直美 ブロンズ新社 913 ﾂ
にげだしたえんとつくん 津田　櫓冬 岩崎書店 913 ﾂ
どっちがおおい １対１対応 坪田　耕三 太平出版社 410 ﾂ
きまりはっけん 関数的な見方 坪田　耕三 太平出版社 410 ﾂ
へってへって 減少 坪田　耕三 太平出版社 410 ﾂ
おおきなかず 十進位取り記数法 坪田　耕三 太平出版社 410 ﾂ
まる・さんかく・しかく 図形の認知 坪田　耕三 太平出版社 410 ﾂ
かずのしるし 数の概念 坪田　耕三 太平出版社 410 ﾂ
いくつといくつ 数の分解 坪田　耕三 太平出版社 410 ﾂ
ふえるふえる 増加 坪田　耕三 太平出版社 410 ﾂ
どっちがながい 長さの比較 坪田　耕三 太平出版社 410 ﾂ
きつねとぶどう 坪田　譲治 白泉社 913 ﾂ
らんどせるのうた 鶴見　正夫 国土社 911 ﾂ
きょうだいきかんしゃたろうと
じろう

鶴見　正夫 ポプラ社 913 ﾂ

ぞうをください 鶴見　正夫 金の星社 913 ﾂ
ひとりぼっちのぞう 鶴見　正夫 金の星社 913 ﾂ
もっちゃうもっちゃうもうもっ
ちゃう

土屋　富士夫 徳間書店 913 ﾂ

よりみちエレベーター 土屋　富士夫 徳間書店 913 ﾂ
森のおくりもの 土田　義晴 佼成出版社 913 ﾂ
おはようたっちゃん 筒井　敬介 あかね書房 913 ﾂ
ベアどん 筒井　敬介 教育画劇 913 ﾂ
いもうとのにゅういん 筒井　頼子 福音館書店 913 ﾂ
おじいさんとらいおん ジャック・デュケノ ほるぷ出版 933 ﾃ
おばけパーティ ジャック・デュケノ ほるぷ出版 953 ﾃ
オッドのおしごと いぬのえほん てづか　あけみ 教育画劇 913 ﾃ

しずくのぼうけん
マリア・テルリコフ
スカ

福音館書店 989 ﾃ

こまったさんのグラタン 寺村　輝夫 あかね書房 596 ﾃ
こまったさんのコロッケ 寺村　輝夫 あかね書房 596 ﾃ
こまったさんのサラダ 寺村　輝夫 あかね書房 596 ﾃ
わかったさんのアイスクリー 寺村　輝夫 あかね書房 596 ﾃ
わかったさんのアップルパイ 寺村　輝夫 あかね書房 596 ﾃ
わかったさんのクッキー 寺村　輝夫 あかね書房 596 ﾃ
わかったさんのシュークリー 寺村　輝夫 あかね書房 596 ﾃ
わかったさんのショートケー 寺村　輝夫 あかね書房 596 ﾃ
あいうえおうさま 寺村　輝夫 理論社 811 ﾃ

マヤイのたんじょうび
わたしまじょですマヤイ
です　１

寺村　輝夫 あかね書房 913 ﾃ

マヤイのケーキやさん
わたしまじょですマヤイ
です　２

寺村　輝夫 あかね書房 913 ﾃ

マヤイのとけいやさん
わたしまじょですマヤイ
です　５

寺村　輝夫 あかね書房 913 ﾃ

あわてた王さまきしゃにのる 寺村　輝夫 理論社 913 ﾃ
おおきなちいさいぞう 寺村　輝夫 文研出版 913 ﾃ
おりこう王さまおとしもの 寺村　輝夫 理論社 913 ﾃ



くやしい王さまがいこつじけ 寺村　輝夫 理論社 913 ﾃ
さむがり王さまおばけの子 寺村　輝夫 理論社 913 ﾃ
なんでもとれるスグ・トレル 寺村　輝夫 国土社 913 ﾃ
はらぺこ王さま　ふとりすぎ 寺村　輝夫 理論社 913 ﾃ
まちがい王さま本になる 寺村　輝夫 理論社 913 ﾃ
マヤイのケーキやさん 寺村　輝夫 あかね書房 913 ﾃ
やくそく王さまたんじょうび 寺村　輝夫 理論社 913 ﾃ
レオくんいつまでも 寺村　輝夫 あかね書房 913 ﾃ
レオくんうみのなかへ 寺村　輝夫 あかね書房 913 ﾃ
レオくんおばけたいじ 寺村　輝夫 あかね書房 913 ﾃ
レオくんたたかう 寺村　輝夫 あかね書房 913 ﾃ
レオくんたちあがる 寺村　輝夫 あかね書房 913 ﾃ
レオくんなぞの花 寺村　輝夫 あかね書房 913 ﾃ
レオくんまほうのかぎ 寺村　輝夫 あかね書房 913 ﾃ
レオくんゆきのなか 寺村　輝夫 あかね書房 913 ﾃ
レオくんゆめをみる 寺村　輝夫 あかね書房 913 ﾃ
レオくん空をとぶ 寺村　輝夫 あかね書房 913 ﾃ
わすれた王さまうみのなか 寺村　輝夫 理論社 913 ﾃ
王さまくじらのズボン 寺村　輝夫 理論社 913 ﾃ
王さまでかけましょう 寺村　輝夫 理論社 913 ﾃ
王さままほうが大すき 寺村　輝夫 理論社 913 ﾃ

王さまめいたんてい
寺村　輝夫　原著
和歌山　静子　画

理論社 913 ﾃ

うきだし　はりえ 寺門　保夫 ポプラ社 750 ﾃ
おりがみえあそび 寺門　保夫 ポプラ社 750 ﾃ
たのしいはりえ 寺門　保夫 ポプラ社 750 ﾃ

きんいろのとき
ゆたかな秋のものがた
り

アルビン・トレッセ
ルト

ほるぷ出版 933 ﾄ

しろいゆきあかるいゆき
アルビン・トレッセ
ルト

ビーエル出版 933 ﾄ

木いちごの王さま
サカリアス・トペリ
ウス　原著

集英社 993 ﾄ

みんなのかお さとう　あきら 福音館書店 913 ﾄ
チップとチョコのおでかけ どい　かや 文渓堂 913 ﾄ
チリとチリリ どい　かや アリス館 913 ﾄ
チリとチリリ　うみのおはなし どい　かや アリス館 913 ﾄ
チリとチリリ　はらっぱのおは
なし

どい　かや アリス館 913 ﾄ

チリとチリリ　まちのおはなし どい　かや アリス館 913 ﾄ
チリとチリリゆきのひのおは どい　かや アリス館 913 ﾄ
ぞうのホートンたまごをかえ
す　新装版

ドクター・スース 偕成社 933 ﾄ

ぞうのホートンひとだすけ
新装版

ドクター・スース 偕成社 933 ﾄ

バスにのってはじめてのおつ
かい

としま　かをり 金の星社 913 ﾄ

どうぶつびょういん トビイ・ルツ PHP研究所 913 ﾄ
吉四六さんとごさくどん とみた　ひろゆき 国土社 913 ﾄ
かいぶつのおとしもの しんくんとのんちゃん とりごえ　まり アリス館 913 ﾄ
雨の日のふたり しんくんとのんちゃん とりごえ　まり アリス館 913 ﾄ
空からのてがみ しんくんとのんちゃん とりごえ　まり アリス館 913 ﾄ
くまさんアイス とりごえ　まり アリス館 913 ﾄ

あれこれたまご
かがくのとも傑作集　わ
くわくにんげん

とりやま　みゆき 福音館書店 596 ﾄ

もぐらくんとパラソル
ハナ・ドスコチロ
ヴァー

偕成社 993 ﾄ

ちょんまげとのさま 遠山　繁年 鈴木出版 913 ﾄ
ドラえもんのかん字じてん ステップ１ 小学１年生 栗岩　英雄 小学館 810 ﾄ
コアホウドリはかぜとともだち 戸塚　学 ポプラ社 480 ﾄ



かえるののどあめやさん 戸田　和代 岩崎書店 913 ﾄ
きつねのでんわボックス 戸田　和代 金の星社 913 ﾄ
つきよのくじら 戸田　和代 鈴木出版 913 ﾄ
やさいをそだてよう 鳥居　ヤス子 富山房 470 ﾄ
まじょ子どんな子ふしぎな子 藤真　知子 ﾎﾟﾌﾟﾗ社 913 ﾄ
１日でできる自由工作ヒント 小学１・２年 堂本　保 誠文堂新光社 375 ﾄ
むしたちのうんどうかい 絵本・こどものひろば 得田　之久 童心社 913 ﾄ
むしたちのえんそく 絵本・こどものひろば 得田　之久 童心社 913 ﾄ
むしたちのおまつり 絵本・こどものひろば 得田　之久 童心社 913 ﾄ
むしたちのおんがくかい 絵本・こどものひろば 得田　之久 童心社 913 ﾄ
ぼく、あぶらぜみ 得田　之久 福音館書店 913 ﾄ
むしたちのかくれんぼ 得田　之久 童心社 913 ﾄ
わたし、くわがた 得田　之久 福音館書店 913 ﾄ
おてがみ　あそび 徳田　徳志芸 岩崎書店 750 ﾄ

まゆとうりんこ
やまんばのむすめまゆ
のおはなし

富安　陽子 福音館書店 913 ﾄ

まゆとおに
やまんばのむすめまゆ
のおはなし

富安　陽子 福音館書店 913 ﾄ

まゆとりゅう
やまんばのむすめまゆ
のおはなし こどものとも
絵本

富安　陽子 福音館書店 913 ﾄ

かいじゅうのさがしもの 富安　陽子 ひさかたチャイル 913 ﾄ
キツネのまいもん屋 富安　陽子 新日本出版社 913 ﾄ
コンビニエンス・ドロンパ 富安　陽子 童心社 913 ﾄ
うみがめ おおきくなあれ 富田　京一 フレーベル館 487 ﾄ
きょうりゅうのおおきさ おおきなかがく 冨田　幸光 ひさかたチャイル 457 ﾄ
ナージャとりゅうおう 于　大武 講談社 923 ﾄ

はじめての学校生活
たのしい生活科 げんき
にあいさつ

ポプラ社 375 ﾅ

シリーズ〈自然とあそぼう〉動
物編

おいしいかい 食べ物さ
がし

農山漁村文化協
会

480 ﾅ

シリーズ〈自然とあそぼう〉動
物編

おへそがないよ 誕生の
しかた

農山漁村文化協
会

480 ﾅ

シリーズ〈自然とあそぼう〉動
物編

かいぶつあつまれ 種
類とかたち

農山漁村文化協
会

480 ﾅ

シリーズ〈自然とあそぼう〉動
物編

さあへんしんだ 成長と
変態

農山漁村文化協
会

480 ﾅ

シリーズ〈自然とあそぼう〉動
物編

さびしがりやはだれ ひ
とりだち

農山漁村文化協
会

480 ﾅ

シリーズ〈自然とあそぼう〉動
物編

さむくてもまけない 季
節と動物

農山漁村文化協
会

480 ﾅ

シリーズ〈自然とあそぼう〉動
物編

すみかがほしい 環境の
変化

農山漁村文化協
会

480 ﾅ

シリーズ〈自然とあそぼう〉動
物編

とんだりおよいだり いろ
いろな動き

農山漁村文化協
会

480 ﾅ

シリーズ〈自然とあそぼう〉動
物編

どんなおうちかな 動物
の巣

農山漁村文化協
会

480 ﾅ

シリーズ〈自然とあそぼう〉動
物編

にんじゃだぞ 身をまも
る

農山漁村文化協
会

480 ﾅ

ねずみくんとシーソー ねずみくんの絵本　２３ なかえ　よしを ポプラ社 913 ﾅ
ねずみくんおおきくなったらな
にになる？

ねずみくんの絵本　２４ なかえ　よしを ポプラ社 913 ﾅ

だから！ねずみくんのチョッ ねずみくんの絵本　２５ なかえ　よしを ポプラ社 913 ﾅ
ねずみくんうみへいく ねずみくんの絵本　２６ なかえ　よしを ポプラ社 913 ﾅ
どうしちゃったの？ねずみく ねずみくんの絵本　２７ なかえ　よしを ポプラ社 913 ﾅ
ごちそうだよ！ねずみくん ねずみくんの絵本　２８ なかえ　よしを ポプラ社 913 ﾅ
あめあめふれふれねずみく なかえ　よしを ポプラ社 913 ﾅ
うそついちゃったねずみくん なかえ　よしを ポプラ社 913 ﾅ
コップをわったねずみくん なかえ　よしを ポプラ社 913 ﾅ



ぞうさんとねずみくん なかえ　よしを ポプラ社 913 ﾅ
とりかえっこ！ねずみくんの
チョッキ

なかえ　よしを ポプラ社 913 ﾅ

なぞなぞねずみくん なかえ　よしを ポプラ社 913 ﾅ
ねずみくんとおんがくかい なかえ　よしを ポプラ社 913 ﾅ
ねずみくんとかくれんぼ なかえ　よしを ポプラ社 913 ﾅ
ねずみくんとホットケーキ なかえ　よしを ポプラ社 913 ﾅ
ねずみくんねずみくん なかえ　よしを ポプラ社 913 ﾅ
ねずみくんのしりとり なかえ　よしを ポプラ社 913 ﾅ
ねずみくんのたんじょうび なかえ　よしを ポプラ社 913 ﾅ
ねずみくんのチョッキ なかえ　よしを ポプラ社 913 ﾅ
ねずみくんのひみつ なかえ　よしを ポプラ社 913 ﾅ
ねずみくんのプレゼント なかえ　よしを ポプラ社 913 ﾅ
ねみちゃんとねずみくん なかえ　よしを ポプラ社 913 ﾅ
また！ねずみくんとホット
ケーキ

なかえ　よしを ポプラ社 913 ﾅ

また！ねずみくんのチョッキ なかえ　よしを ポプラ社 913 ﾅ
またまた！ねずみくんの
チョッキ

なかえ　よしを ポプラ社 913 ﾅ

りんごがたべたいねずみくん なかえ　よしを ポプラ社 913 ﾅ
のはらひめ おひめさま城のひみつ なかがわ　ちひろ 徳間書店 913 ﾅ
おひさまおねがいチチンプイ なかがわ　りえこ 福音館書店 913 ﾅ
ぐりとぐらのおまじない なかがわ　りえこ 福音館書店 913 ﾅ
ぐりとぐらのしりとりうた なかがわ　りえこ 福音館書店 913 ﾅ
およぐ なかの　ひろたか 福音館書店 790 ﾅ
ぞうくんのあめふりさんぽ こどものとも傑作集 なかの　ひろたか 福音館書店 913 ﾅ
そらまめくんとめだかのこ こどものとも傑作集 なかや　みわ 福音館書店 913 ﾅ
くろくんとなぞのおばけ 絵本・こどものひろば なかや　みわ 童心社 913 ﾅ
くろくんとふしぎなともだち 絵本・こどものひろば なかや　みわ 童心社 913 ﾅ
くれよんのくろくん なかや　みわ 童心社 913 ﾅ
そらまめくんとながいながい
まめ

なかや　みわ 小学館 913 ﾅ

そらまめくんのベッド なかや　みわ 福音館書店 913 ﾅ
そらまめくんのぼくのいちに なかや　みわ 小学館 913 ﾅ

どんぐりむらのおまわりさん なかや　みわ
学研マーケティン
グ

913 ﾅ

どんぐりむらのぱんやさん なかや　みわ
学研教育出版//
学研マーケティン
グ

913 ﾅ

どんぐりむらのぼうしやさん なかや　みわ 学研教育出版 913 ﾅ
きつねの花火 なすだ　みのる ポプラ社 388 ﾅ
ポロポロのすてきなかさ 絵本の時間　１１ なりた　まさこ ポプラ社 913 ﾅ
サナのあかいセーター 絵本の時間　１８ なりた　まさこ ポプラ社 913 ﾅ
はらぺこなしろくまくん 絵本の時間　２８ なりた　まさこ ポプラ社 913 ﾅ
サナのゆきのでんしゃ 絵本の時間　３３ なりた　まさこ ポプラ社 913 ﾅ
サナのゆめのにわ 絵本の時間　４０ なりた　まさこ ポプラ社 913 ﾅ
サナとはやしのぼうしやさん 絵本の時間　４３ なりた　まさこ ポプラ社 913 ﾅ
サナのはじめてのスケート 絵本の時間　４５ なりた　まさこ ポプラ社 913 ﾅ
サナとそらとぶおばけ 絵本の時間　４６ なりた　まさこ ポプラ社 913 ﾅ
かわいいこねこをもらってくだ
さい

なりゆき　わかこ ポプラ社 913 ﾅ

さびしばけ なるみや　ますみ ひくまの出版 913 ﾅ
パジャ なるみや　ますみ ひくまの出版 913 ﾅ
ポンポコかみなり なるみや　ますみ ひくまの出版 913 ﾅ
ジョシィ・スミスのおはなし マグダレン・ナブ 福音館書店 933 ﾅ
うずまき右まき左まき 永田　英治 大日本図書 408 ﾅ
にじってなあに 永田　英治 大日本図書 408 ﾅ
校外学習に役立つみぢかな
飼育と栽培

タンポポ 七尾　純 国土社 470 ﾅ



ジャガイモ 七尾　純 あかね書房 470 ﾅ
タンポポ 七尾　純 あかね書房 470 ﾅ
ドングリ 七尾　純 あかね書房 470 ﾅ
アサガオ 七尾　純 あかね書房 479 ﾅ
しまりす おはなし飼育えほん 七尾　純 くもん出版 480 ﾅ
カタツムリ 七尾　純 あかね書房 480 ﾅ
ザリガニ 七尾　純 あかね書房 480 ﾅ
ツバメ 七尾　純 あかね書房 480 ﾅ
メダカ 七尾　純 あかね書房 480 ﾅ

テントウムシ
校外学習に役立つみぢ
かな飼育と栽培

七尾　純 国土社 486 ﾅ

アカトンボ 七尾　純 あかね書房 486 ﾅ
アゲハチョウ 七尾　純 あかね書房 486 ﾅ
アブラゼミ 七尾　純 あかね書房 486 ﾅ
カエル 七尾　純 あかね書房 486 ﾅ
カブトムシ 七尾　純 あかね書房 486 ﾅ
キリギリス 七尾　純 あかね書房 486 ﾅ
クワガタムシ 七尾　純 あかね書房 486 ﾅ
ナナホシテントウ 七尾　純 あかね書房 486 ﾅ
わたり鳥 七尾　純 あかね書房 488 ﾅ

元気がでる詩１年生
青戸　かいち　ほ
か著

理論社 911 ﾅ

へんしんだいずくん 中山　章子 ひさかたチャイル 596 ﾅ

うまれたよ！テントウムシ
よみきかせいきものしゃ
しんえほん　４

中瀬　潤 岩崎書店 486 ﾅ

うまれたよ！ヤゴ
よみきかせいきものしゃ
しんえほん　９

中瀬　潤 岩崎書店 486 ﾅ

ことわざショウ 中川　ひろたか ハッピーオウル社 814 ﾅ
ことわざショウ　続 中川　ひろたか ハッピーオウル社 814 ﾅ
わにのスワニー　３　しまぶく
ろさんのたんじょうパーティー
の巻

ｄａｎｄａｎ　ｂｏｏｋｓ 中川　ひろたか 講談社 913 ﾅ

わにのスワニー　しまぶくろさ
んとあそぶの巻

ｄａｎｄａｎ　ｂｏｏｋｓ 中川　ひろたか 講談社 913 ﾅ

わにのスワニー　２　しまぶく
ろさんといわだぬきくんの巻

ｄａｎｄａｎｂｏｏｋｓ 中川　ひろたか 講談社 913 ﾅ

おでんおんせんにいく おはなしドロップシリー 中川　ひろたか 佼成出版社 913 ﾅ
あけましておめでとう ピーマン村の絵本たち 中川　ひろたか 童心社 913 ﾅ
えんそくバス ピーマン村の絵本たち 中川　ひろたか 童心社 913 ﾅ
おおきくなるっていうことは ピーマン村の絵本たち 中川　ひろたか 童心社 913 ﾅ
おつきみうさぎ ピーマン村の絵本たち 中川　ひろたか 童心社 913 ﾅ
おにはうち ピーマン村の絵本たち 中川　ひろたか 童心社 913 ﾅ
おばけなんてこわくない ピーマン村の絵本たち 中川　ひろたか 童心社 913 ﾅ
かえってきたカエル ピーマン村の絵本たち 中川　ひろたか 童心社 913 ﾅ
クリスマス・オールスター ピーマン村の絵本たち 中川　ひろたか 童心社 913 ﾅ
たなばたプールびらき ピーマン村の絵本たち 中川　ひろたか 童心社 913 ﾅ
みんなともだち ピーマン村の絵本たち 中川　ひろたか 童心社 913 ﾅ
よーいどん ピーマン村の絵本たち 中川　ひろたか 童心社 913 ﾅ

おひるのアヒル
わはははことばあそび
ブック

中川　ひろたか ＰＨＰ研究所 913 ﾅ

かいじゅうのこんだて
わはははことばあそび
ブック

中川　ひろたか ＰＨＰ研究所 913 ﾅ

こんにちワニ
わはははことばあそび
ブック

中川　ひろたか ＰＨＰ研究所 913 ﾅ

とんとんどんどん
わはははことばあそび
ブック

中川　ひろたか ＰＨＰ研究所 913 ﾅ

ブルドッグブルブル
わはははことばあそび
ブック

中川　ひろたか ＰＨＰ研究所 913 ﾅ



ミルクくるみ
わはははことばあそび
ブック

中川　ひろたか ＰＨＰ研究所 913 ﾅ

さつまのおいも 絵本・ちいさななかまた 中川　ひろたか 童心社 913 ﾅ
おばあちゃんすごい！ 中川　ひろたか 童心社 913 ﾅ
こぶたのブルトン　あきはうん
どうかい

中川　ひろたか アリス館 913 ﾅ

こぶたのブルトン　なつは
プール

中川　ひろたか アリス館 913 ﾅ

こぶたのブルトン　はるはお
はなみ

中川　ひろたか アリス館 913 ﾅ

こぶたのブルトン　ふゆはス
キー

中川　ひろたか アリス館 913 ﾅ

ないた 中川　ひろたか 金の星社 913 ﾅ
てんまのとらやん　改訂版 中川　健蔵 遊タイム出版 913 ﾅ

まちのコウモリ
ふしぎいっぱい写真絵
本　７

中川　雄三 ポプラ社 480 ﾅ

ハス池に生きるカワセミ 中川　雄三 大日本図書 480 ﾅ
ぐりとぐらとくるりくら こどものとも傑作集 中川　李枝子 福音館書店 913 ﾅ
ぐりとぐらとすみれちゃん こどものとも傑作集 中川　李枝子 福音館書店 913 ﾅ
ねことらくん こどものとも傑作集 中川　李枝子 福音館書店 913 ﾅ
ぐりとぐらのおきゃくさま こどものとも傑作集　１ 中川　李枝子 福音館書店 913 ﾅ
ぐりとぐら こどものとも傑作集　２ 中川　李枝子 福音館書店 913 ﾅ
ぐりとぐらのかいすいよく こどものとも傑作集　５ 中川　李枝子 福音館書店 913 ﾅ
ぐりとぐらのえんそく こどものとも傑作集　６ 中川　李枝子 福音館書店 913 ﾅ

けんた・うさぎ
子どもとお母さんのお
はなし

中川　李枝子 のら書店 913 ﾅ

こぎつねコンチ
子どもとお母さんのお
はなし

中川　李枝子 のら書店 913 ﾅ

三つ子のこぶた
子どもとお母さんのお
はなし

中川　李枝子 のら書店 913 ﾅ

ぐりとぐらのおおそうじ 日本傑作絵本シリーズ 中川　李枝子 福音館書店 913 ﾅ
いやいやえん 中川　李枝子 福音館書店 913 ﾅ
ぐりとぐら 中川　李枝子 福音館書店 913 ﾅ
たかたか山のたかちゃん 中川　李枝子 のら書店 913 ﾅ
たんたのたんけん 中川　李枝子 学研 913 ﾅ
ももいろのきりん 中川　李枝子 福音館書店 913 ﾅ
いろいろないちにち 中村　まさあき 文化出版局 913 ﾅ
鳥さんとんで 中村　登流 新日本出版社 480 ﾅ
おいもほり 中村　美佐子 ひかりのくに 913 ﾅ
ふしぎなナイフ こどものとも傑作集　１ 中村　牧江 福音館書店 913 ﾅ
しりとりのだいすきなおうさま 中村　翔子 すずき出版 913 ﾅ
もぐらとわくど 中田　幸作 フレーベル館 913 ﾅ
ぐんぐんはしれちゅうおうせ 中島　章作 小峰書店 680 ﾅ
くいしんぼうはさびしんぼう 中島　信子 草炎社 913 ﾅ
百年たってわらった木 中野　美咲 くもん出版 913 ﾅ
うちゅうのはて 長崎　夏海 国土社 913 ﾅ
ちきゅうのなかみ 長崎　夏海 小峰書店 913 ﾅ
星のふるよる 長崎　夏海 ポプラ社 913 ﾅ
えんぴつびな 長崎　源之助 金の星社 913 ﾅ
つりばしわたれ 長崎　源之助 岩崎書店 913 ﾅ
とざんでんしゃとモンシロチョ 長崎　源之助 あかね書房 913 ﾅ
なきむしようちえん 長崎　源之助 童心社 913 ﾅ
はしれぼくらのしでんたち 長崎　源之助 偕成社 913 ﾅ
よもぎばあちゃん 長崎　源之助 あかね書房 913 ﾅ
５にんのおひめさま 長崎　武昭 大日本図書 410 ﾅ
おうさまのみちくさ 長崎　武昭 大日本図書 410 ﾅ
おりのなかのおうさま 長崎　武昭 大日本図書 410 ﾅ
きえたおしろ 長崎　武昭 大日本図書 410 ﾅ
さよならおうさま 長崎　武昭 大日本図書 410 ﾅ



さらわれた６ぴきのいぬ 長崎　武昭 大日本図書 410 ﾅ
たからのちず 長崎　武昭 大日本図書 410 ﾅ
ぬすまれたうま 長崎　武昭 大日本図書 410 ﾅ
ふえるじゅうす 長崎　武昭 大日本図書 410 ﾅ
魔女のいたずら 長崎　武昭 大日本図書 410 ﾅ
えのぐあそび 長島　克夫 岩崎書店 750 ﾅ

トムくんはめいたんてい　１
１ねんせいはめいたん
てい

那須　正幹 そうえん社 913 ﾅ

おばけむら 南部　和也 教育画劇 913 ﾅ
おばあちゃんからのありがと 名木田　恵子 ポプラ社 913 ﾅ
空のしっぽ 名木田　恵子 佼成出版社 913 ﾅ

２年生の生活科
たんけんだいすき みん
なで秋まつり

学研 375 ﾆ

２年生の生活科
たんけんだいすき 子ど
もゆうびんきょく　おも
ちゃ大会

学研 375 ﾆ

２年生の生活科
たんけんだいすき 自分
のきろくを作ろう

学研 375 ﾆ

２年生の生活科
たんけんだいすき 春か
ら夏の町たんけん

学研 375 ﾆ

２年生の生活科
たんけんだいすき 冬を
見つけよう

学研 375 ﾆ

２年生の生活科
たんけんだいすき 買い
ものをしよう　小さなた
び出発

学研 375 ﾆ

きょうりゅう谷は大ピンチ
ジョーン・ローリー・
ニクソン

佑学社 933 ﾆ

あかちゃんおげんきですか 胎教絵本 リック　ニシオ ＰＨＰ研究所 913 ﾆ
てぶくろをかいに おはなし名作絵本　４ 新美　南吉 ポプラ社 913 ﾆ
かにのしょうばい 新美　南吉 すずき出版 913 ﾆ
まほうつかいのそりあそび 西山　直樹 福武書店 913 ﾆ
ずら～りウンチ ならべてみると・・・ 西川　寛 アリス館 489 ﾆ
もうすぐおしょうがつ こどものとも絵本 西村　繁男 福音館書店 913 ﾆ
にちよういち 西村　繁男 童心社 913 ﾆ
アントンせんせい 西村　敏雄 講談社 913 ﾆ

ほうねんまんさくむらまつり

「ありがとう」がいっぱ
い！ エコ育絵本ちきゅ
うにやさしくなれるか
な？　６

西沢　杏子 チャイルド本社 519 ﾆ

みんなちきゅうのなかまだね
めだか村のおひっこし
エコ育絵本ちきゅうにや
さしくなれるかな？　１２

西沢　杏子 チャイルド本社 519 ﾆ

むしむしたんけんたい　１　な
きむしの巻

西沢　杏子 大月書店 913 ﾆ

おばけかぞくのいちにち
さくぴーとたろぼうのお
はなし こどものとも傑

西平　あかね 福音館書店 913 ﾆ

おにのはなし おにはうち　ふくはそと 西本　鶏介 チャイルド本社 388 ﾆ
おばけのはなし おんぶおばけほか 西本　鶏介 チャイルド本社 388 ﾆ
ちからたろう 日本昔話より 西本　鶏介 フレーベル館 388 ﾆ
あめをふらせたなみこぞう 西本　鶏介 鈴木出版 388 ﾆ
おむすびころりん 西本　鶏介 ポプラ社 388 ﾆ
こしおれすずめ 西本　鶏介 鈴木出版 388 ﾆ
したきりすずめ 西本　鶏介 ポプラ社 388 ﾆ
そらへとばされたおとこのこ 西本　鶏介 鈴木出版 388 ﾆ
たのきゅう 西本　鶏介 鈴木出版 388 ﾆ
ちいさなわらいばなし 西本　鶏介 鈴木出版 388 ﾆ
にげだしたふくのかみ 西本　鶏介 鈴木出版 388 ﾆ
ゆきむすめ 西本　鶏介 鈴木出版 388 ﾆ
おじいちゃんのごくらくごくらく ひまわりえほんシリー 西本　鶏介 すずき出版 913 ﾆ



おにとあかんぼう 西本　鶏介 金の星社 913 ﾆ
イナバの白うさぎ 西野　綾子 ひくまの出版 388 ﾆ
ウミサチとヤマサチ 西野　綾子 ひくまの出版 388 ﾆ
コノハナサクヤヒメ 西野　綾子 ひくまの出版 388 ﾆ
ちいさな神さま 西野　綾子 ひくまの出版 388 ﾆ
ちからじまんの神さま 西野　綾子 ひくまの出版 388 ﾆ
まぼろしの白いクマ 西野　綾子 ひくまの出版 388 ﾆ
ヤマタノオロチ 西野　綾子 ひくまの出版 388 ﾆ
ヤマトタケル 西野　綾子 ひくまの出版 388 ﾆ
地のそこの国 西野　綾子 ひくまの出版 388 ﾆ
天の岩戸 西野　綾子 ひくまの出版 388 ﾆ
あるひあひるがあるいている あいうえおパラダイス 二宮　由紀子 理論社 913 ﾆ
からすとかばのかいすいよく あいうえおパラダイス 二宮　由紀子 理論社 913 ﾆ
さかさやまのさくらでんせつ あいうえおパラダイス 二宮　由紀子 理論社 913 ﾆ
たぬきのたろべえのたこやき
や

あいうえおパラダイス
た

二宮　由紀子 理論社 913 ﾆ

なぎさのなみのりチャンピオ あいうえおパラダイス 二宮　由紀子 理論社 913 ﾆ
はるははこべのはなざかり あいうえおパラダイス 二宮　由紀子 理論社 913 ﾆ
まくわうりとまほうつかい あいうえおパラダイス 二宮　由紀子 理論社 913 ﾆ
やさいぎらいのやおやさん あいうえおパラダイス 二宮　由紀子 理論社 913 ﾆ
らったらったらくだのらっぱ あいうえおパラダイス 二宮　由紀子 理論社 913 ﾆ
へちまのへーたろー 二宮　由紀子 教育画劇 913 ﾆ
ものすごくおおきなプリンのう
えで

二宮　由紀子 教育画劇 913 ﾆ

このゆびとまれ ぎょうせい 790 ﾇ
としょかんライオン 海外秀作絵本　１７ ミシェル・ヌードセ 岩崎書店 930 ﾇ
ねことライオンにてる？にて
ない？

ひさかたチャイル
ド

489 ﾈ

タンポポのわたげ
花のたね・木の実のち
え　１

ネイチャー・プロ編
集室　編著

偕成社 471 ﾈ

スミレとアリ
花のたね・木の実のち
え　２

ネイチャー・プロ編
集室　編著

偕成社 470 ﾈ

モミジのつばさ
花のたね・木の実のち
え　３

ネイチャー・プロ編
集室　編著

偕成社 470 ﾈ

ドングリとリス
花のたね・木の実のち
え　４

ネイチャー・プロ編
集室　編著

偕成社 470 ﾈ

オナモミのとげ
花のたね・木の実のち
え　５

ネイチャー・プロ編
集室　編著

偕成社 470 ﾈ

どうぶつのからだ①　どうぶ
つの目

どうぶつのからだ　１
ネイチャー・プロ編
集室　編著

偕成社 480 ﾈ

どうぶつのからだ②　どうぶ
つの鼻

どうぶつのからだ　２
ネイチャー・プロ編
集室　編著

偕成社 480 ﾈ

どうぶつのからだ③　どうぶ
つの口

どうぶつのからだ　３
ネイチャー・プロ編
集室　編著

偕成社 480 ﾈ

どうぶつのからだ④　どうぶ
つの耳

どうぶつのからだ　４
ネイチャー・プロ編
集室　編著

偕成社 480 ﾈ

どうぶつのからだ⑤　どうぶ
つの手と足

どうぶつのからだ　５
ネイチャー・プロ編
集室　編著

偕成社 480 ﾈ

どうぶつのからだ⑥　どうぶ
つのしっぽ

どうぶつのからだ　６
ネイチャー・プロ編
集室　編著

偕成社 480 ﾈ

きぜつライオン ねじめ　正一 教育画劇 913 ﾈ
ぎゅうぎゅうかぞく ねじめ　正一 すずき出版 913 ﾈ
乗りもの 鉄道・自動車・飛行機・ 小学館 31 ﾉ

ぼくのパパはおおおとこ
せかいいちのパパがい
るひとみんなに

カール・ノラック セーラー出版 933 ﾉ

いそがしいっていわないで カール・ノラック ほるぷ出版 953 ﾉ
だいすきっていいたくて カール・ノラック ほるぷ出版 953 ﾉ
だきしめてほしくって カール・ノラック ほるぷ出版 953 ﾉ
わたしはだいじなたからもの カール・ノラック ほるぷ出版 953 ﾉ



ほら、できたよ！たのしいあ
やとりあそび

野口　廣 金園社 790 ﾉ

おばあちゃんのおせち
クローバーえほんシ
リーズ

野村　たかあき 佼成出版社 913 ﾉ

にげだしたぼうし 野本　淳一 小峰書店 913 ﾉ
まりこのたからもの 野本　淳一 滋賀県愛知川町 913 ﾉ
いもむしのうんち アリス館 480 ﾊ
あらしのあとで Ｎ・バトワース 金の星社 933 ﾊ
ライオンのジョニーひとりでお
るすばん

イーディス・Ｔ・ハー
ド

佑学社 933 ﾊ

しりたがりやの子ぶたのルル
ちゃん

エベリーネ＝ハー
スラー

講談社 943 ﾊ

世界のだっことおんぶの絵本
だっこされて育つ赤ちゃ
んの一日

エメリー・バーナー
ド

メディカ出版 933 ﾊ

ジュールとセザール エリック・バテュ フレーベル館 953 ﾊ

ソラマメ
クリスティーン・
バック

評論社 47 ﾊ

びっくりどうぶつえん サラ・バル 富山房 790 ﾊ

いつもちこくのおとこのこ
ジョン・パトリック・ノーマ
ン・マクヘネシー

ジョン・バーニンガ
ム

あかね書房 933 ﾊ

おじいちゃん ジョン・バーニンガ ほるぷ出版 933 ﾊ
ガンピーさんのドライブ ジョン・バーニンガ ほるぷ出版 933 ﾊ
ガンピーさんのふなあそび ジョン・バーニンガ ほるぷ出版 933 ﾊ
ねえ、どれが　いい？ ジョン・バーニンガ 評論社 933 ﾊ
森でいちばんのクリスマス・
ツリー

評論社の児童図書館・
絵本の部屋

ジョン・ハセット 評論社 933 ﾊ

ちいさいおうち 大型絵本　３
バージニア・リー・
バートン

岩波書店 933 ﾊ

いたずらきかんしゃちゅうちゅ
う

バージニア・リー・
バートン

福音館書店 933 ﾊ

小公子セディ バーネット 学研 933 ﾊ
サバイとピリィふたりのたん
じょうび

はぎの　ちなつ
ひさかたチャイル
ド

913 ﾊ

たのしいデザイン ２ねんせい
はぎはら　さかえ
編著

岩崎書店 750 ﾊ

なつのいちにち はた　こうしろう 偕成社 913 ﾊ
いたずらかいじゅうのたん
じょうび

パット・ハッチンス 偕成社 933 ﾊ

いたずらかいじゅうはどこ パット・ハッチンス 偕成社 933 ﾊ
いたずらかいじゅうビリー パット・ハッチンス 偕成社 933 ﾊ

きれいずきティッチ パット・ハッチンス
童話館出版//地
方・小出版流通セ
ンター

933 ﾊ

ティッチ パット・ハッチンス 福音館書店 933 ﾊ
ロージーのおさんぽ パット・ハッチンス 偕成社 933 ﾊ
漢字クイズ絵本　１年生 あそんでまなぶ ばば　ゆうじ 偕成社 810 ﾊ
漢字クイズ絵本　２年生 あそんでまなぶ ばば　ゆうじ 偕成社 810 ﾊ
漢字クイズ絵本 あそんでまなぶ ２年生 ばば　ゆうじ 偕成社 810 ﾊ
りゅうのめのなみだ はまだ　ひろすけ 偕成社 923 ﾊ
ともだち ヘルメ・ハイネ ほるぷ出版 940 ﾊ
パディントンのにわつくり マイケル・ボンド 偕成社 933 ﾊ
大きいツリー小さいツリー ロバート・バリー 大日本図書 933 ﾊ
だちょうのひながうまれたよ 羽仁　進 ひかりのくに 480 ﾊ
本日開店クマくんの料理店 羽田　幸男 コスモトゥーワン 913 ﾊ
ちょっとだけタイムスリップ 花田　鳩子 ＰＨＰ研究所 913 ﾊ
いくちゃんというともだち 灰谷　健次郎 のら書店 913 ﾊ
いっちゃんはね、おしゃべり
がしたいのにね

灰谷　健次郎 理論社 913 ﾊ

うみにあるのは　あしただけ 灰谷　健次郎 理論社 913 ﾊ



チューインガム一つ 灰谷　健次郎 理論社 913 ﾊ
ともだちがいっぱい 灰谷　健次郎 のら書店 913 ﾊ
みんなともだち 灰谷　健次郎 のら書店 913 ﾊ
ろくすけどないしたんや 灰谷　健次郎 理論社 913 ﾊ
子どもになりたいパパとおと
なになりたいぼく

灰谷　健次郎 あかね書房 913 ﾊ

先生はシマンチュ一年生 灰谷　健次郎 童心社 913 ﾊ
なぞなぞおばけポヨン　きょう
ふのクリスマス

原　ゆたか くもん出版 798 ﾊ

かいけつゾロリきょうふのちょ
うとっきゅう

かいけつゾロリシリーズ
４５

原　ゆたか ポプラ社 913 ﾊ

かいけつゾロリのだ・だ・だ・
だいぼうけん！　前編

かいけつゾロリシリーズ
４７

原　ゆたか ポプラ社 913 ﾊ

かいけつゾロリのだ・だ・だ・
だいぼうけん！　後編

かいけつゾロリシリーズ
４８

原　ゆたか ポプラ社 913 ﾊ

かいけつゾロリのはちゃめ
ちゃテレビ局

かいけつゾロリシリーズ
４９

原　ゆたか ポプラ社 913 ﾊ

かいけつゾロリはなよめとゾ
ロリじょう

かいけつゾロリシリーズ
５０

原　ゆたか ポプラ社 913 ﾊ

かいけつゾロリなぞのスパイ
とチョコレート

原　ゆたか ポプラ社 913 ﾊ

かいけつゾロリのメカメカ大さ
くせん

原　ゆたか ポプラ社 913 ﾊ

プカプカチョコレー島まじょの
国へ

原　ゆたか あかね書房 913 ﾊ

プカプカチョコレー島めざせ
たから島

原　ゆたか あかね書房 913 ﾊ

ねえ、おはなしきかせて 原　京子 ポプラ社 913 ﾊ
かなえちゃんへ おとうさんからのてがみ 原田　宗典 福音館書店 913 ﾊ

しぜんはともだち　あき
自然を見る・育てる四季
を遊ぼう・食べよう

三石　初雄　監修 草土文化 408 ﾊ

しぜんはともだち　なつ
自然を見る・育てる四季
を遊ぼう・食べよう

三石　初雄　監修 草土文化 408 ﾊ

しぜんはともだち　はる
自然を見る・育てる四季
を遊ぼう・食べよう

三石　初雄　監修 草土文化 408 ﾊ

しぜんはともだち　ふゆ
自然を見る・育てる四季
を遊ぼう・食べよう

三石　初雄　監修 草土文化 408 ﾊ

きのこ ふわり胞子の舞 埴　沙萠：写真 ポプラ社 474 ﾊ

おりがみ絵あそび
千野　利雄　おり
がみ

岩崎書店 750 ﾊ

ねえカレーつくってよ 早坂　優子
視覚デザイン研
究所

913 ﾊ

きちんとするのだいすき 早川　元二 童心社 913 ﾊ
おちばのしたの　そうじやさ
ん

エコ育絵本　ちきゅうに
やさしく　なれるかな？

早野　美智代 チャイルド本社 519 ﾊ

いいからいいから　２ いいからいいから 長谷川　義史 絵本館 913 ﾊ
いいからいいから　３ いいからいいから 長谷川　義史 絵本館 913 ﾊ
いいからいいから　４ いいからいいから 長谷川　義史 絵本館 913 ﾊ
うえへまいりまぁす わたしのえほん 長谷川　義史 ＰＨＰ研究所 913 ﾊ
まんぷくでぇす わたしのえほん 長谷川　義史 ＰＨＰ研究所 913 ﾊ

てんごくのおとうちゃん
講談社の創作絵本シ
リーズ

長谷川　義史 講談社 913 ﾊ

いいからいいから 長谷川　義史 絵本館 913 ﾊ
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

長谷川　義史 ビーエル出版 913 ﾊ

おへそのあな 長谷川　義史 ビーエル出版 913 ﾊ
だじゃれ日本一周 長谷川　義史 理論社 913 ﾊ
ぼくがラーメンたべてるとき 長谷川　義史 教育画劇 913 ﾊ
やまださんちのてんきよほう 長谷川　義史 絵本館 913 ﾊ



ラーメンちゃん 長谷川　義史 絵本館 913 ﾊ
かちかちやま てのひらむかしばなし 長谷川　摂子 岩波書店 388 ﾊ
ももたろう てのひらむかしばなし 長谷川　摂子 岩波書店 913 ﾊ
おっきょちゃんとかっぱ 長谷川　摂子 福音館書店 913 ﾊ
とべ　あほうどり 長谷川　博 新日本出版社 480 ﾊ
土でつくってあそぼう 長谷川　豊 大日本図書 750 ﾊ
パパのくれたおくりもの 芭蕉　みどり ポプラ社 913 ﾊ
１１ぴきのねこ 馬場　のぼる こぐま社 913 ﾊ
１１ぴきのねこ　ふくろのなか 馬場　のぼる こぐま社 913 ﾊ
１１ぴきのねことへんなねこ 馬場　のぼる こぐま社 913 ﾊ
でんしゃにのったチョウチョ 浜　たかや ＰＨＰ研究所 913 ﾊ

たのしい自然発見シリーズ
森や林の巻 落ち葉だっ
てたからもの

浜口　哲一 学研 408 ﾊ

てとてとてとて　新版 浜田　桂子 福音館書店 361 ﾊ
あそぼうあそぼうおとうさん 浜田　桂子 福音館書店 790 ﾊ
へいわってどんなこと？ 浜田　桂子 童心社 913 ﾊ
ぼくがあかちゃんだったとき 浜田　桂子 教育画劇 913 ﾊ
はじめてのキャンプ 林　明子 福音館書店 913 ﾊ
なつやさいのなつやすみ 林　木林 ひかりのくに 913 ﾊ
みぢかないきものみつけよう
そだてよう

生活科 くさばなであそ
ぼう

ポプラ社 470 ﾋ

ひとりでできるもん！ やさしいやさい料理 金の星社 590 ﾋ
ひとりでできるもん！ わくわくパーティー料理 金の星社 590 ﾋ
ＮＨＫひとりでできるもん！ 元気いっぱいやさい料 金の星社 590 ﾋ

まじょだ！
スエリ・ピニョ　さく・
え

ブックローン出版 933 ﾋ

はがぬけたらどうするの？
せかいのこどもたちの
はなし

セルビー・ビーラー フレーベル館 933 ﾋ

しろくまくん、どこへ？ ハンス・ド・ビア 童話屋 943 ﾋ
なんのおとはる きせつのえほん ビーゲンセン 絵本塾出版 913 ﾋ
おとうさんとあいうえお ひがし　くんぺい 童心社 810 ﾋ
ぼくのかえりみち ひがし　ちから ビーエル出版 913 ﾋ
紙でつくってあそぼう ヒダ　オサム 大日本図書 750 ﾋ
ミレドーさんちのこびとたち ひだ　きょうこ 教育画劇 913 ﾋ

ゆきだるまのかぞえうた
もりのうさぎのうたえほ
ん　３

ひろかわ　さえこ あかね書房 913 ﾋ

林のどんぐり 広井　敏男 新日本出版社 470 ﾋ
妖怪横丁 広瀬　克也 絵本館 913 ﾋ
妖怪温泉 広瀬　克也 絵本館 913 ﾋ
妖怪食堂 広瀬　克也 絵本館 913 ﾋ
妖怪遊園地 広瀬　克也 絵本館 913 ﾋ
おひさまいろのきもの 広野　多珂子 福音館書店 913 ﾋ
ぶたぶたくんのおかいもの こどものとも傑作集　８ 土方　久功 福音館書店 913 ﾋ
ちびねこミッシェル 東　君平 童心社 913 ﾋ

ほわほわさくら
はじめてであうえほんシ
リーズ

東　直子 くもん出版 913 ﾋ

はたらく自動車カード 肥田　恵一 くもん出版 685 ﾋ
ゆずちゃん 肥田　美代子 ポプラ社 913 ﾋ
山のとしょかん 肥田　美代子 文研出版 913 ﾋ
ほういんさまときつね 樋口　淳 フレーベル館 388 ﾋ
たんぽぽ 平山　和子 福音館書店 479 ﾋ
ふたごのこぶたブブとププ 平田　昌広 教育画劇 913 ﾋ
やまなしもぎ 平野　直 福音館書店 388 ﾋ
やまなしもぎ 平野　直　再話 福音館書店 388 ﾋ

２年生の生活科
たんけんだいすき そだ
てようおいしい野さい

学研 470 ﾌ

どうぐがじょうずにつかえる本
いろんなものをつくって
みよう すべてのどうぐ
がつかえるように

ポプラ社 750 ﾌ



なぞなぞ１００このほん 世界傑作絵本シリーズ Ｍ．ブラートフ 福音館書店 983 ﾌ
ともだちからともだちへ アンソニー・フラン 理論社 933 ﾌ

手のなかのすずめ
アンネゲルト・フッ
クスフーバー

ほるぷ出版 943 ﾌ

バルツとベッティーナの空と
ぶベッド

エリカ・ブリュール
マン‐イェクリン

セーラー出版 933 ﾌ

おまつりおまつり！
オトフリート＝プロ
イスラー

偕成社 943 ﾌ

ふかいあな
キャンデス・フレミ
ング

あすなろ書房 933 ﾌ

きょうりゅうはパンツがだいす 講談社の翻訳絵本 クレア・フリードマ 講談社 933 ﾌ
ほんとに本はやくにたつ クロード・ブージョ セーラー出版 953 ﾌ

ちいさなタグボートポッポ
セバスチャン・ブラ
ウン

徳間書店 933 ﾌ

ごほん！ごほん！ごほん！ デボラ・ブラス 評論社 933 ﾌ
しずかに！ここはどうぶつの
としょかんです

ドン・フリーマン ビーエル出版 933 ﾌ

となりのまじょのマジョンナさ
ん

ノーマン・ブリッド
ウェル

偕成社 933 ﾌ

ファーブルこんちゅう記　１
幼年版

ファーブル　原著
小林　清之介　著

あすなろ書房 486 ﾌ

ファーブルこんちゅう記　２
幼年版

ファーブル　原著
小林　清之介　著

あすなろ書房 486 ﾌ

ファーブルこんちゅう記　３
幼年版

ファーブル　原著
小林　清之介　著

あすなろ書房 486 ﾌ

ファーブルこんちゅう記　４
幼年版

ファーブル　原著
小林　清之介　著

あすなろ書房 486 ﾌ

ファーブルこんちゅう記　５
幼年版

ファーブル　原著
小林　清之介　著

あすなろ書房 486 ﾌ

ファーブルこんちゅう記　６
幼年版

ファーブル　原著
小林　清之介　著

あすなろ書房 486 ﾌ

ファーブルこんちゅう記　７
幼年版

ファーブル　原著
小林　清之介　著

あすなろ書房 486 ﾌ

ファーブルこんちゅう記　８
幼年版

ファーブル　原著
小林　清之介　著

あすなろ書房 486 ﾌ

ファーブルこんちゅう記　９
幼年版

ファーブル　原著
小林　清之介　著

あすなろ書房 486 ﾌ

ファーブルこんちゅう記　１０
幼年版

ファーブル　原著
小林　清之介　著

あすなろ書房 486 ﾌ

あめのもりのおくりもの
おおきなクマさんとちい
さなヤマネくん 日本傑
作絵本シリーズ

ふくざわ　ゆみこ 福音館書店 913 ﾌ

ふゆじたくのおみせ
おおきなクマさんとちい
さなヤマネくん 日本傑
作絵本シリーズ

ふくざわ　ゆみこ 福音館書店 913 ﾌ

めざめのもりのいちだいじ
おおきなクマさんとちい
さなヤマネくん 日本傑
作絵本シリーズ

ふくざわ　ゆみこ 福音館書店 913 ﾌ

もりいちばんのおともだち
おおきなクマさんとちい
さなヤマネくん 日本傑
作絵本シリーズ

ふくざわ　ゆみこ 福音館書店 913 ﾌ

ぎょうれつのできるケーキや
さん

ふくざわ　ゆみこ 教育画劇 913 ﾌ

ぎょうれつのできるすうぷや
さん

ふくざわ　ゆみこ 教育画劇 913 ﾌ

ぎょうれつのできるはちみつ
やさん

ふくざわ　ゆみこ 教育画劇 913 ﾌ

ぎょうれつのできるパンやさ ふくざわ　ゆみこ 教育画劇 913 ﾌ
のねずみチッチ ふくざわ　ゆみこ のら書店 913 ﾌ



のねずみチッチとほしのみず
うみ

ふくざわ　ゆみこ のら書店 913 ﾌ

むしのかくれんぼいないよい
ないよいませんよ

ふくざわ　ゆみこ 教育画劇 913 ﾌ

りんごがひとつ ふくだ　すぐる 岩崎書店 913 ﾌ
うしろにいるのだあれ ふくだ　としお 新風舎 913 ﾌ
いちにちおばけ ふくべ　あきひろ ＰＨＰ研究所 913 ﾌ
いちにちおもちゃ ふくべ　あきひろ ＰＨＰ研究所 913 ﾌ
いちにちのりもの ふくべ　あきひろ ＰＨＰ研究所 913 ﾌ
いちにちぶんぼうぐ ふくべ　あきひろ ＰＨＰ研究所 913 ﾌ

きかんしゃ１４１４
フリードリヒ＝フェ
ルト

偕成社 949 ﾌ

せんどうじいさんむーやん ふりや　かよこ ＰＨＰ研究所 913 ﾌ
大どろぼうくまさん ふりや　かよこ 教育画劇 913 ﾌ
がんばるスプーンおばさん プリョイセン 学研 949 ﾌ
おしいれのぼうけん ふるた　たるひ 童心社 913 ﾌ
ワーシャとまほうのもくば プロコフィエバ 金の星社 983 ﾌ
うさぎのホッパー マーカス・フィス フレーベル館 940 ﾌ
うさぎのホッパーはるをさがし マーカス・フィス フレーベル館 940 ﾌ
にじいろのさかな　うみのそ
このぼうけん

にじいろのさかな 世界
の絵本

マーカス・フィス
ター

講談社 949 ﾌ

こわくないよにじいろのさか 世界の絵本 マーカス・フィス 講談社 949 ﾌ
にじいろのさかな 世界の絵本 マーカス・フィス 講談社 949 ﾌ
にじいろのさかなしましまを
たすける

世界の絵本
マーカス・フィス
ター

講談社 949 ﾌ

にじいろのさかなとおおくじら 世界の絵本 マーカス・フィス 講談社 949 ﾌ
にじいろのさかなまいごにな 世界の絵本 マーカス・フィス 講談社 949 ﾌ
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

講談社 949 ﾌ

ゆっくりおやすみにじいろの
さかな

マーカス・フィス
ター

講談社 949 ﾌ

せかいいちおいしいスープ 大型絵本 マーシャ・ブラウン 岩波書店 933 ﾌ

おかあさんだいすき
マージョリー・フラッ
ク

岩波書店 933 ﾌ

きたかぜとたいよう ラ・フォンテーヌ らくだ出版 933 ﾌ

ゆきだるま
レイモンド・ブリッグ
ズ

評論社 933 ﾌ

ゆきだるまストーリー・ブック
レイモンド・ブリッグ
ズ

評論社 933 ﾌ

あおいうみのイルカたち 越智　充奈子 ポプラ社 480 ﾌ
はらだちごんべ 舟崎　克彦 ポプラ社 388 ﾌ
たなばたものがたり 行事の由来えほん 舟崎　克彦 教育画劇 913 ﾌ
えんぴつこぶた 舟崎　克彦 あかね書房 913 ﾌ
ゾウさんのハブラシ 舟崎　克彦 ポプラ社 913 ﾌ
みんなのそっくりピザ 舟崎　克彦 理論社 913 ﾌ
黒猫ジルバ 舟崎　克彦 ほるぷ出版 913 ﾌ
おれ、あいつとあそばない 舟崎　靖子 ポプラ社 913 ﾌ
メアリー 舟崎　靖子 文研出版 913 ﾌ
もりのアイスクリームやさん 舟崎　靖子 偕成社 913 ﾌ
もりのおかしやさん 舟崎　靖子 偕成社 913 ﾌ
もりのおべんとうやさん 舟崎　靖子 偕成社 913 ﾌ
もりのおもちゃやさん 舟崎　靖子 偕成社 913 ﾌ
もりのぎんこう 舟崎　靖子 偕成社 913 ﾌ
もりのクリーニングやさん 舟崎　靖子 偕成社 913 ﾌ
もりのサンドイッチやさん 舟崎　靖子 偕成社 913 ﾌ
もりのじてんしゃやさん 舟崎　靖子 偕成社 913 ﾌ
もりのスパゲッティやさん 舟崎　靖子 偕成社 913 ﾌ
もりのとけいやさん 舟崎　靖子 偕成社 913 ﾌ
もりのはいしゃさん 舟崎　靖子 偕成社 913 ﾌ



もりのピザやさん 舟崎　靖子 偕成社 913 ﾌ
もりのほんやさん 舟崎　靖子 偕成社 913 ﾌ
もりのゆうびんきょく 舟崎　靖子 偕成社 913 ﾌ
もりのレストラン 舟崎　靖子 偕成社 913 ﾌ
やい　トカゲ 舟崎　靖子 あかね書房 913 ﾌ
ぽんぽこトリオとふしぎなうみ どうわがいっぱい　７１ 深見　春夫 講談社 913 ﾌ
まじょ子とピンクのおばけひ
め

学年別こどもおはなし
劇場　１０２

藤　真知子 ポプラ社 913 ﾌ

まじょ子とカワイイの大すき
王子さま

学年別こどもおはなし
劇場　１０４

藤　真知子 ポプラ社 913 ﾌ

まじょ子とふしぎなまほうやさ
ん

学年別こどもおはなし
劇場　１０５

藤　真知子 ポプラ社 913 ﾌ

まじょ子とデコ★デコレーショ
ンの国

学年別こどもおはなし
劇場　１０７

藤　真知子 ポプラ社 913 ﾌ

いたずらまじょ子とのろわれ
た小学校

藤　真知子 ポプラ社 913 ﾌ

いたずらまじょ子のおうちへ
どうぞ

藤　真知子 ポプラ社 913 ﾌ

まじょ子のすてきなハートうら
ない

藤　真知子 ポプラ社 913 ﾌ

ことばの使い方じてん １年生 藤井　圀彦 さ・え・ら書房 810 ﾌ
だいず 藤盛　郁夫 フレーベル館 470 ﾌ
ちりりん 藤川　秀之 くもん出版 913 ﾌ
あかいリボンのおくりもの 藤田　良子 金の星社 913 ﾌ
おともだち 藤島　生子 文研出版 913 ﾌ
たぬきのおじさんおっこちた 藤本　ともひこ リブロポート 913 ﾌ
もっとおおきなたいほうを こどものとも絵本 二見　正直 福音館書店 913 ﾌ
ぼくはクロテン 富士元　寿彦 大日本図書 480 ﾌ
くすのきだんちのコンサート 武鹿　悦子 ひかりのくに 913 ﾌ
くすのきだんちは１０かいだ 武鹿　悦子 ひかりのくに 913 ﾌ
くすのきだんちはゆきのなか 武鹿　悦子 ひかりのくに 913 ﾌ
くすのきだんちへおひっこし 武鹿　悦子 ひかりのくに 913 ﾌ
ぶたの・ポテトはひとりぼっ 武鹿　悦子 大日本図書 913 ﾌ
みんなみんなぼくのともだち 福井　義人 偕成社 913 ﾌ
木でつくってあそぼう 福井　智昭 大日本図書 750 ﾌ
いっぴきおおかみのそろり 福田　岩緒 教育画劇 913 ﾌ
おならばんざい 福田　岩緒 ポプラ社 913 ﾌ
ウリボウなかよしだいかぞく 福田　幸広 ポプラ社 480 ﾌ
タテゴトアザラシのおやこ 福田　幸広 ポプラ社 480 ﾌ
ぽっかぽかだいすきおさるさ 福田　幸広 ポプラ社 480 ﾌ
マナティーはやさしいともだち 福田　幸広 ポプラ社 480 ﾌ
しんせつなともだち 方　軼羣 福音館書店 923 ﾌ
つくってあそぼうよ！ 工作してあそぼう 偕成社 750 へ
じめんのしたのなかまたち エベリーン・ハス 富山房 480 ﾍ
ペレのあたらしいふく エルサ・ベスコフ 福音館書店 949 ﾍ
ゾウ どうぶつのおやこ オナー・ヘッド 小峰書店 480 ﾍ
チンパンジー どうぶつのおやこ オナー・ヘッド 小峰書店 480 ﾍ
ホッキョクグマ どうぶつのおやこ オナー・ヘッド 小峰書店 480 ﾍ
ライオン どうぶつのおやこ オナー・ヘッド 小峰書店 480 ﾍ
ブーツをはいたネコ シャルル・ペロー 評論社 933 ﾍ

シンデレラ
「ペロー童話」より 世界
名作おはなし絵本

シャルル・ペロー
原著

小学館 908 ﾍ

シロクマくんのひみつ
ヒド・ファン・ヘネヒ
テン

フレーベル館 993 ﾍ

リッキとおともだち
ヒド・ファン・ヘネヒ
テン

フレーベル館 993 ﾍ

ながぐつをはいたねこ
「ペロー童話」より 世界
名作おはなし絵本

ペロー　原著 小学館 908 ﾍ



ねむりひめ
「ペロー童話」より 世界
名作おはなし絵本

ペロー　原著 小学館 908 ﾍ

ああうるさい
マックス・ベルジュ
イス

セーラー出版 993 ﾍ

かえるくんどうしたの
マックス・ベルジュ
イス

セーラー出版 993 ﾍ

げんきなマドレーヌ
世界傑作絵本シリー
ズ・アメリカの絵本

ルドウィッヒ・ベーメ
ルマンス

福音館書店 933 ﾍ

マドレーヌといぬ
世界傑作絵本シリー
ズ・アメリカの絵本

ルドウィッヒ・ベーメ
ルマンス

福音館書店 933 ﾍ

ポプラこどもずかん
どうぶつえんとすいぞく
かん

ポプラ社 480 ﾎ

ポプラこどもずかん しょうぼうしゃとパトカー ポプラ社 680 ﾎ
くらやみこわいのだあれ クロスビイ・ボンソ 岩崎書店 933 ﾎ
三びきの子ぶた ジェイコブズ　再話 偕成社 388 ﾎ
ぼくはねこのバーニーがだい
すきだった

ジュディス・ボース
ト

偕成社 933 ﾎ

ひとりっこのオリー バーニー・ボス 童話屋 943 ﾎ
ちびうさクリスマス！ ハリー・ホース 光村教育図書 933 ﾎ

うんちのちから
主婦の友はじめてブッ
ク　おはなしシリーズ

ホ　ウンミ 主婦の友社 929 ﾎ

ジョージのがっこう
ポール・ボロフス
キー

佑学社 933 ﾎ

じてんしゃにのった　とのさま ほんだ　かよこ 佑学社 913 ﾎ

ねずみのウーくん
いぬとねことねずみとく
つやさんのおはなし

マリー・ホール・
エッツ

富山房 933 ﾎ

ごきげんいかががちょうおくさ
ん

どうぶつむらのがちょう
おくさん　１のまき

ミリアム・クラーク・
ポター

福音館書店 933 ﾎ

しーっ！ぼうやがおひるねし
ているの

ミンフォン・ホ 偕成社 929 ﾎ

アーサーのくまちゃん リリアン・ホーバン 文化出版局 933 ﾎ

うさちゃんのニュース
なにかが、なにかが、よ
んでいる

ルース・Ｌ・ボーン
スタイン

ほるぷ出版 933 ﾎ

生活科ブック・はたらく人びと えきいんさん 菊池　東太　写真 小峰書店 360 ﾎ
生活科ブック・はたらく人びと おいしゃさん 菊池　東太　写真 小峰書店 360 ﾎ
生活科ブック・はたらく人びと おまわりさん 菊池　東太　写真 小峰書店 360 ﾎ
生活科ブック・はたらく人びと さかなやさん 菊池　東太　写真 小峰書店 360 ﾎ
生活科ブック・はたらく人びと スーパーマーケット 菊池　東太　写真 小峰書店 360 ﾎ
生活科ブック・はたらく人びと そばや・うどんやさん 菊池　東太　写真 小峰書店 360 ﾎ
生活科ブック・はたらく人びと にくやさん 菊池　東太　写真 小峰書店 360 ﾎ
生活科ブック・はたらく人びと はいしゃさん 菊池　東太　写真 小峰書店 360 ﾎ
生活科ブック・はたらく人びと みんなの町で 菊池　東太　写真 小峰書店 360 ﾎ
生活科ブック・はたらく人びと 花やさん 菊池　東太　写真 小峰書店 360 ﾎ
生活科ブック・はたらく人びと 学校 菊池　東太　写真 小峰書店 360 ﾎ
しりとりあそびしろとくろ しゃしんであそぼ　１ 星川　ひろ子 小学館 798 ﾎ
しりとりあそびあか・みどり・ しゃしんであそぼ　２ 星川　ひろ子 小学館 798 ﾎ
しりとりあそびちゃいろ しゃしんであそぼ　３ 星川　ひろ子 小学館 798 ﾎ
はじめての飼育と栽培 あさがお 生活科を創る会： 小峰書店 470 ﾎ
はじめての飼育と栽培 ひまわり 生活科を創る会： 小峰書店 470 ﾎ
はじめての飼育と栽培 うさぎ 生活科を創る会： 小峰書店 480 ﾎ
はじめての飼育と栽培 カタツムリ 生活科を創る会： 小峰書店 480 ﾎ
はじめての飼育と栽培 かってみたい生きもの 生活科を創る会： 小峰書店 480 ﾎ
はじめての飼育と栽培 こおろぎ 生活科を創る会： 小峰書店 480 ﾎ
はじめての飼育と栽培 ざりがに 生活科を創る会： 小峰書店 480 ﾎ

ヤドカシ不動産
講談社の創作絵本シ
リーズ

穂高　順也 講談社 913 ﾎ

いろいろおふろはいり隊！ 穂高　順也 教育画劇 913 ﾎ
おべんとうさんいただきます 堀川　真 教育画劇 913 ﾎ
トラックよ　はしれ！ 堀沢　広幸 新日本出版社 680 ﾎ



ぶたのブリアン大かつやく 堀尾　青史 岩崎書店 913 ﾎ
ひこうきにのったよ 本間　正樹 小峰書店 680 ﾎ
おばけのなぞなぞ１年生 本間　正夫 ポプラ社 798 ﾎ
ひみつのへんしんクリームＳ
ＯＳ

本田　カヨ子 教育画劇 913 ﾎ

ニラムおじさんのくらべてみ
よう「あれ」と「これ」

おおきい　ちいさい 本田　睨
農山漁村文化協
会

408 ﾎ

１年生の生活科
あそぶのだいすき あき
を見つけよう

学研 375 ﾏ

生活科まちをたんけんしよう
うらやまでみつけたいろ
んなかたち

ポプラ社 375 ﾏ

生活科まちをたんけんしよう
おみせにいってかいも
のしよう

ポプラ社 375 ﾏ

生活科まちをたんけんしよう
たけとんぼでかぜとあ
そぼう

ポプラ社 375 ﾏ

生活科まちをたんけんしよう のりものにのってみよう ポプラ社 375 ﾏ

生活科まちをたんけんしよう
ポストやでんわ、つたえ
るものさがそう

ポプラ社 375 ﾏ

生活科まちをたんけんしよう
まちでかんじたおとやに
おい

ポプラ社 375 ﾏ

生活科まちをたんけんしよう
まちのおまつり、じぶん
たちのおまつり

ポプラ社 375 ﾏ

生活科まちをたんけんしよう まちのなかで大きさくら ポプラ社 375 ﾏ

生活科まちをたんけんしよう
まちのなかのすきなとこ
ろ

ポプラ社 375 ﾏ

生活科まちをたんけんしよう
よもぎをみつけた、おだ
んごつくろう

ポプラ社 375 ﾏ

ポプラこどもずかん でんしゃとバス ポプラ社 680 ﾏ

つくってあそぼうよ！
リサイクル品をいかそ
う！

偕成社 750 ﾏ

くもんのことば絵じてん くもん出版 810 ﾏ
いのちのあさがお えほん あやの　まさる ハート出版 913 ﾏ
木のうた イエラ・マリ ほるぷ出版 400 ﾏ
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

評論社 933 ﾏ

いたずらおうむ　パパガヨ
ジェラルド・マク
ダーモット

ほるぷ出版 933 ﾏ

おそうじをおぼえたがらない
リスのゲルランゲ

ジャンヌ・ロッシュ
＝マゾン

福音館書店 953 ﾏ

はんぶんのおんどり
ジャンヌ・ロッシュ
＝マゾン

瑞雲舎 953 ﾏ

青いかいじゅうと赤いかい
じゅう

デイビッド・マッ
キー

アーニ出版 933 ﾏ

メルリック
まほうをなくしたまほう
つかい

デビッド・マッキー 光村教育図書 933 ﾏ

さんびきめのかいじゅう デビッド・マッキー 光村教育図書 933 ﾏ

ぼくにげちゃうよ
マーガレット・Ｗ・ブ
ラウン

ほるぷ出版 933 ﾏ

ピチャン、ボチャン、ザブ～ 水ってふしぎ！ マイク・マニング 評論社 408 ﾏ
ベッドのしたにはなにがあ マイク・マニング 評論社 408 ﾏ
空のうえにはなにがある？ マイク・マニング 評論社 408 ﾏ
わらべうた ましま　せつこ 福音館書店 911 ﾏ
クリスマスわくわくサンタの
日！

ますだ　ゆうこ 文渓堂 913 ﾏ

たなばたウキウキねがいごと
の日！

ますだ　ゆうこ 文渓堂 913 ﾏ

ハロウィンドキドキおばけの
日！

ますだ　ゆうこ 文渓堂 913 ﾏ



ひなまつりルンルンおんなの
この日！

ますだ　ゆうこ 文渓堂 913 ﾏ

おひめさまケーキをつくる まだらめ　三保 ポプラ社 913 ﾏ
おひめさまるすばんをする まだらめ　三保 ポプラ社 913 ﾏ
おかあさんのたからばこ まつい　すーざん あかね書房 913 ﾏ
ぼくがきょうりゅうだったとき まつおか　たつひ ポプラ社 913 ﾏ
うらしまたろう まつたに　みよこ 偕成社 388 ﾏ
かちかちやま まつたに　みよこ ポプラ社 388 ﾏ
したきりすずめ まつたに　みよこ ポプラ社 388 ﾏ
つるのおんがえし まつたに　みよこ 偕成社 388 ﾏ
ゆきおんな まつたに　みよこ ポプラ社 388 ﾏ
りゅうぐうのおよめさん まつたに　みよこ ポプラ社 388 ﾏ
おさるがふねをかきました まど　みちお 国土社 911 ﾏ
ママってすごいね！ ミック・マニング 評論社 408 ﾏ
いろいろかわるよ メアリー・マーフィ フレーベル館 933 ﾏ
しゅっぱ～つ！ メアリー・マーフィ フレーベル館 933 ﾏ
やさしいね！ メアリー・マーフィ フレーベル館 933 ﾏ
リトルペンギンのきしゃぽっ メアリー・マーフィ フレーベル館 933 ﾏ
クリスマスにくつしたをさげる
わけ

行事の由来えほん 間所　ひさこ 教育画劇 913 ﾏ

１０＋１ぴきのかえる 間所　ひさこ ＰＨＰ研究所 913 ﾏ
１０ぴきのかえる 間所　ひさこ ＰＨＰ研究所 913 ﾏ
１０ぴきのかえるうみへいく 間所　ひさこ ＰＨＰ研究所 913 ﾏ
１０ぴきのかえるざんざんや
まへ

間所　ひさこ ＰＨＰ研究所 913 ﾏ

１０ぴきのかえるのあきまつ 間所　ひさこ ＰＨＰ研究所 913 ﾏ
１０ぴきのかえるのうんどうか 間所　ひさこ ＰＨＰ研究所 913 ﾏ
１０ぴきのかえるのおくりもの 間所　ひさこ ＰＨＰ研究所 913 ﾏ
１０ぴきのかえるのおしょうが 間所　ひさこ ＰＨＰ研究所 913 ﾏ
１０ぴきのかえるのおつきみ 間所　ひさこ ＰＨＰ研究所 913 ﾏ
１０ぴきのかえるのたなばた
まつり

間所　ひさこ ＰＨＰ研究所 913 ﾏ

１０ぴきのかえるのなつまつ 間所　ひさこ ＰＨＰ研究所 913 ﾏ
１０ぴきのかえるののどじま 間所　ひさこ ＰＨＰ研究所 913 ﾏ
１０ぴきのかえるのピクニック 間所　ひさこ ＰＨＰ研究所 913 ﾏ
１０ぴきのかえるのプールび
らき

間所　ひさこ ＰＨＰ研究所 913 ﾏ

１０ぴきのかえるのふゆごも 間所　ひさこ ＰＨＰ研究所 913 ﾏ
１０ぴきのかえるはじめての
キャンプ

間所　ひさこ ＰＨＰ研究所 913 ﾏ

ぎろろんやまと１０ぴきのか
える

間所　ひさこ ＰＨＰ研究所 913 ﾏ

はるだはるだよ１０ぴきのか
える

間所　ひさこ ＰＨＰ研究所 913 ﾏ

じょうききかんしゃ・ディーゼ
ルきかんしゃ

持田　昭俊 ひかりのくに 680 ﾏ

あまがえるのてんきよほう 松井　孝爾 新日本出版社 480 ﾏ
なぞなぞのすきな女の子 松岡　享子 学研 913 ﾏ
だんごむしそらをとぶ 松岡　達英 小学館 913 ﾏ
オオタカのひなのそだつ里 松山　史郎 大日本図書 480 ﾏ
あなほりをする虫たち 松山　史郎 大日本図書 486 ﾏ
くいしんぼうの虫たち 松山　史郎 大日本図書 486 ﾏ
糸でいきる虫たち 松山　史郎 大日本図書 486 ﾏ
虫たちのいのちの水 松山　史郎 大日本図書 486 ﾏ

うまれたよ！メダカ
よみきかせいきものしゃ
しんえほん　６

松沢　陽士 岩崎書店 487 ﾏ

おおきなかぶ ロシアの昔話より 松谷　さやか フレーベル館 388 ﾏ
うぐいすのよめさま 松谷　みよ子 フレーベル館 388 ﾏ
お月さんももいろ 松谷　みよ子 ポプラ社 388 ﾏ



てんにがんがんちにどうどう 松谷　みよ子 フレーベル館 388 ﾏ
ぼうさまのき 松谷　みよ子 フレーベル館 388 ﾏ

いないいないばあ
松谷みよ子あかちゃん
の本

松谷　みよ子 童心社 913 ﾏ

キママ・ハラヘッタというヒツ
ジの話

松谷　みよ子 偕成社 913 ﾏ

くつがじまんのむかでさん 松谷　みよ子 童心社 913 ﾏ
つつじのむすめ 松谷　みよ子 あかね書房 913 ﾏ
花いっぱいになあれ 松谷　みよ子 大日本図書 913 ﾏ
おじいちゃんは１０６さい 松田　もとこ ポプラ社 913 ﾏ
おばあちゃんがいるといいの
にな

松田　素子 ポプラ社 913 ﾏ

とんではねて子ジカのバンビ 松田　忠徳 大日本図書 480 ﾏ
くまくんはびょうきです 松田　範祐 文渓堂 913 ﾏ
しんかんせん・あたらしいとっ
きゅう

松本　謙一 ひかりのくに 680 ﾏ

きしゃにのっていってきま 大井川鉄道の旅 松本　典久 小峰書店 680 ﾏ
あたらしい関西のでんしゃず
かん

松本　典久 小峰書店 680 ﾏ

あたらしい新幹線大集合！ 松本　典久 小峰書店 680 ﾏ
ぐるぐるまわるおおさかかん
じょうせん

松本　典久 小峰書店 680 ﾏ

のってみたいなたのしいとっ
きゅうずかん

松本　典久 小峰書店 680 ﾏ

はしれ！けいひんとうほくせ 松本　典久 小峰書店 680 ﾏ
関西のでんしゃずかん 松本　典久 小峰書店 680 ﾏ
九州のでんしゃずかん 松本　典久 小峰書店 680 ﾏ
東海のでんしゃずかん 松本　典久 小峰書店 680 ﾏ
東京のちいさなでんしゃずか 松本　典久 小峰書店 680 ﾏ
東京のでんしゃずかん 松本　典久 小峰書店 680 ﾏ
こぎつねコンとこだぬきポン 松野　正子 童心社 913 ﾏ
森のうそくいどり 松野　正子 大日本図書 913 ﾏ
おおばことなかよし 真船　和夫 新日本出版社 470 ﾏ

あがりめさがりめ
おかあさんと子どもの
あそびうた

真島　節子 こぐま社 913 ﾏ

特急電車
ＪＲ・私鉄 乗り物ワイド
ＢＯＯＫ

真島　満秀 学習研究社 680 ﾏ

電車　１　東日本編
ＪＲ・私鉄・地下鉄 乗り
物ワイドＢＯＯＫ

真島　満秀 学習研究社 680 ﾏ

電車　２　西日本編
ＪＲ・私鉄・地下鉄 乗り
物ワイドＢＯＯＫ

真島　満秀 学習研究社 680 ﾏ

新幹線
ＪＲ東日本・ＪＲ東海・Ｊ
Ｒ西日本・ＪＲ九州 乗り
物ワイドＢＯＯＫ

真島　満秀 学習研究社 680 ﾏ

鉄道ものしり百科
新幹線・特急・電車・モ
ノレール・ＳＬ・トロッコ列
車 乗り物ワイドＢＯＯＫ

真島　満秀 学習研究社 680 ﾏ

しゅっぱつＳＬ・トロッコ 真島　満秀 あかね書房 680 ﾏ
すごいぞ電車特急 真島　満秀 あかね書房 680 ﾏ
すすめＪＲ・私鉄電車 真島　満秀 あかね書房 680 ﾏ
でんしゃ・ちかてつ 真島　満秀 ひかりのくに 680 ﾏ
とっきゅうブルートレイン 真島　満秀 ひかりのくに 680 ﾏ
のってみたいな特急列車 真島　満秀 あかね書房 680 ﾏ
はしれまちの電車 真島　満秀 あかね書房 680 ﾏ
たろうの木 真鍋　タヨ子 詫間町教育委員 913 ﾏ
いちごとおひさま 真木　文絵 学習研究社 913 ﾏ
はなさかじい 瀬川　康男 フレーベル館 388 ﾏ
せなかを　ぴんと　のばそ
う！

ママといっしょによむえ
ほん

正木　健雄 偕成社 408 ﾏ



こおりのくにのシロクマおやこ 前川　貴行 ポプラ社 480 ﾏ
ぞうさんのはな 増井　光子 新日本出版社 480 ﾏ
カンガルー どうぶつの赤ちゃん 増井　光子　監修 金の星社 480 ﾏ
シマウマ どうぶつの赤ちゃん 増井　光子　監修 金の星社 480 ﾏ
パンダ どうぶつの赤ちゃん 増井　光子　監修 金の星社 480 ﾏ
ペンギン どうぶつの赤ちゃん 増井　光子　監修 金の星社 480 ﾏ
ライオン どうぶつの赤ちゃん 増井　光子　監修 金の星社 480 ﾏ
イルカ 増井　光子　監修 金の星社 480 ﾏ
ゴリラ 増井　光子　監修 金の星社 480 ﾏ
まるきばしをわたる動物たち 米田　一彦 大日本図書 480 ﾏ
てびょうしこねこ 牧島　敏乃 金の星社 913 ﾏ
森のクリスマスツリー 牧野　鈴子 文研出版 913 ﾏ
みぢかないきものみつけよう
そだてよう

生活科 がっこうのしょく
ぶつ

ポプラ社 470 ﾐ

はじめてであうずかん こんちゅう 福音館書店 480 ﾐ
みぢかないきものみつけよう
そだてよう

生活科 アリはどこにい
くの

ポプラ社 480 ﾐ

みぢかないきものみつけよう
そだてよう

生活科 オタマジャクシ
をそだてよう

ポプラ社 480 ﾐ

みぢかないきものみつけよう
そだてよう

生活科 ザリガニをつか
まえよう

ポプラ社 480 ﾐ

みぢかないきものみつけよう
そだてよう

生活科 スズムシをさが
そう

ポプラ社 480 ﾐ

みぢかないきものみつけよう
そだてよう

生活科 カブトムシをみ
つけたよ

ポプラ社 486 ﾐ

みぢかないきものみつけよう
そだてよう

生活科 チョウをかって
みよう

ポプラ社 486 ﾐ

はじめてのかんじ 小学館 810 ﾐ
世界おはなし名作全集 大きなかぶ 小学館 908 ﾐ
カンガとルー　森にくる Ａ．Ａ．ミルン 岩波書店 933 ﾐ
コブタと大こうずい Ａ．Ａ．ミルン 岩波書店 933 ﾐ
トラーのあさごはん Ａ．Ａ．ミルン 岩波書店 933 ﾐ
トラー木にのぼる Ａ．Ａ．ミルン 岩波書店 933 ﾐ
プーあそびをはつめいする Ａ．Ａ．ミルン 岩波書店 933 ﾐ
プーあなにつまる・ふしぎな
あしあと

Ａ．Ａ．ミルン 岩波書店 933 ﾐ

プーのゾゾがり Ａ．Ａ．ミルン 岩波書店 933 ﾐ
プーのはちみつとり Ａ．Ａ．ミルン 岩波書店 933 ﾐ
プーのほっきょくたんけん Ａ．Ａ．ミルン 岩波書店 933 ﾐ
フクロのひっこし Ａ．Ａ．ミルン 岩波書店 933 ﾐ
おじいちゃんとおばあちゃん Ｅ．Ｈ．ミナリック 福音館書店 933 ﾐ
くまくんのおともだち Ｅ．Ｈ．ミナリック 福音館書店 933 ﾐ
こぐまのくまくん Ｅ．Ｈ．ミナリック 福音館書店 933 ﾐ
ねずみのマウスキンときんい
ろのいえ

エドナ・ミラー さ・え・ら書房 933 ﾐ

きんのストロー みずかみ　かずよ 国土社 911 ﾐ
月からきたうさぎ みなみ　らんぼう 学研 913 ﾐ
じょせつしゃだいかつやく みねむら　かつこ 福音館書店 680 ﾐ
ピアノはっぴょうかい みやこし　あきこ ブロンズ新社 913 ﾐ
ワニくんのレインコート みやざき　ひろか ＢＬ出版 913 ﾐ
ばんどりだいこ みやした　かずお ポプラ社 388 ﾐ
かえってきたおとうさん モーリス・センダッ 福音館書店 933 ﾐ
だいじなとどけもの モーリス・センダッ 福音館書店 933 ﾐ

ミミズのふしぎ
ふしぎいっぱい写真絵
本　３

皆越　ようせい ポプラ社 480 ﾐ

うまれたよ！ダンゴムシ
よみきかせいきものしゃ
しんえほん　５

皆越　ようせい 岩崎書店 485 ﾐ

ハサミムシのおやこ
ふしぎいっぱい写真絵
本　１１

皆越　ようせい ポプラ社 486 ﾐ



あいうえおのせきがえ 宮下　すずか くもん出版 913 ﾐ
カタカナダイボウケン 宮下　すずか 偕成社 913 ﾐ
ひらがなだいぼうけん 宮下　すずか 偕成社 913 ﾐ
あいしてくれてありがとう 宮西　達也 ポプラ社 913 ﾐ
あなたをずっとずっとあいし 宮西　達也 ポプラ社 913 ﾐ
いちばんあいされてるのはぼ 宮西　達也 ポプラ社 913 ﾐ
おさんぽトコちゃんトコトコトコ 宮西　達也 教育画劇 913 ﾐ
おとうさん・パパ・おとうちゃん 宮西　達也 鈴木出版 913 ﾐ
おまえうまそうだな 宮西　達也 ポプラ社 913 ﾐ
おれはティラノサウルスだ 宮西　達也 ポプラ社 913 ﾐ
カエルくんのおひるね 宮西　達也 鈴木出版 913 ﾐ
かぶと三十郎　きみのために
生きるの巻

宮西　達也 教育画劇 913 ﾐ

かぶと三十郎　明日に向かっ
て飛べの巻

宮西　達也 教育画劇 913 ﾐ

かぶと四十郎　お昼の決闘
の巻

宮西　達也 教育画劇 913 ﾐ

かぶと四十郎　夕陽のカブト
マンの巻

宮西　達也 教育画劇 913 ﾐ

きみはほんとうにステキだね 宮西　達也 ポプラ社 913 ﾐ
きょうはなんてうんがいいん
だろう

宮西　達也 鈴木出版 913 ﾐ

ずっとずっといっしょだよ 宮西　達也 ポプラ社 913 ﾐ
ちっちゃなトラックレッドくん 宮西　達也 ひさかたチャイル 913 ﾐ
ちゅーちゅー 宮西　達也 すずき出版 913 ﾐ
であえてほんとうによかった 宮西　達也 ポプラ社 913 ﾐ
にゃーご 宮西　達也 すずき出版 913 ﾐ
はなすもんかー！ 宮西　達也 鈴木出版 913 ﾐ
はらぺこおおかみとぶたのま 宮西　達也 鈴木出版 913 ﾐ
はらぺこヘビくん 宮西　達也 ポプラ社 913 ﾐ
ふしぎなキャンディーやさん 宮西　達也 金の星社 913 ﾐ
ぶたくんと１００ぴきのおおか 宮西　達也 鈴木出版 913 ﾐ
ペンちゃんギンちゃんおおき
いのをつりたいね！

宮西　達也 ポプラ社 913 ﾐ

ぼくにもそのあいをください 宮西　達也 ポプラ社 913 ﾐ
まてまてー！ 宮西　達也 金の星社 913 ﾐ
わたししんじてるの 宮西　達也 ポプラ社 913 ﾐ
びゅんびゅんごまがまわった 絵本・ちいさななかまた 宮川　ひろ 童心社 913 ﾐ
うそつきにかんぱい！ 宮川　ひろ 童心社 913 ﾐ
さよならのなつやすみ 宮川　ひろ ひくまの出版 913 ﾐ
しっぱいにかんぱい！ 宮川　ひろ 童心社 913 ﾐ
ずるやすみにかんぱい！ 宮川　ひろ 童心社 913 ﾐ
てじなのかんげいかい 宮川　ひろ ＰＨＰ研究所 913 ﾐ
えんとつにのぼったふうちゃ 宮本　忠夫 ポプラ社 913 ﾐ
ぼく、すてごです 宮本　忠夫 文研出版 913 ﾐ
おへんろさん 宮脇　紀雄 小峰書店 913 ﾐ
おとうふ百ちょうあぶらげ百
まい

三田村　信行 あかね書房 913 ﾐ

しゅっぱつ　しんこう！ 三田村　信行 小峰書店 913 ﾐ

マーシャとくま
「ロシア民話」より 世界
名作おはなし絵本

三木　卓 小学館 908 ﾐ

はりがねネコ 三木　卓 ポプラ社 913 ﾐ
イボイボガエルヒキガエル 三輪　一雄 偕成社 480 ﾐ
ガンバレ！！まけるな！！ナ
メクジくん

三輪　一雄 偕成社 480 ﾐ

のんびりオウムガイとせっか
ちアンモナイト

三輪　一雄 偕成社 480 ﾐ

はてな　なるほど　サイエン おとのなぞ 実野　恒久 保育社 408 ﾐ
はてな　なるほど　サイエン こおりができた 実野　恒久 保育社 408 ﾐ



はてな　なるほど　サイエン じっけんあそび 実野　恒久 保育社 408 ﾐ
はてな　なるほど　サイエン ジュースをつくろう 実野　恒久 保育社 408 ﾐ
はてな　なるほど　サイエン はなとたねまき 実野　恒久 保育社 470 ﾐ
はてな　なるほど　サイエン かぜでうごくおもちゃ 実野　恒久 保育社 750 ﾐ

やさいやさいおおきくな～
れ！

だいちくんのたからさが
し エコ育絵本ちきゅうに
やさしくなれるかな？

深山　さくら チャイルド本社 519 ﾐ

てんぐのそばまんじゅう 深山　さくら ひさかたチャイル 913 ﾐ

でんき、つけっぱなし！
エコ育絵本　ちきゅうに
やさしくなれるかな？

深山さくら チャイルド本社 519 ﾐ

しっぽのつり 水谷　章三 ほるぷ出版 388 ﾐ
レストランかもめ 南本　樹 教育画劇 913 ﾐ
日本の名作童話 走れ 岩崎書店 913 ﾑ
ほんとうのたからもの ｇｅ メディアファクト 913 ﾑ
モジャモジャくんとパラパラく むかい　ながまさ 童心社 408 ﾑ
じゃんけん えほんのマーチ　１１ むらい　きくこ 岩崎書店 913 ﾑ
じょうずになろう　けること 加古　里子 評論社 790 ﾑ
じょうずになろう　なげること 加古　里子 評論社 790 ﾑ
とびたておおたか 室伏　三喜男 新日本出版社 480 ﾑ
おかえし こどものとも傑作集　８ 村山　桂子 福音館書店 913 ﾑ
どんどんのびる草 村山　幸三郎 新日本出版社 470 ﾑ
なにわのでっちこまめどん どっちもどっちの巻 村上　しいこ 佼成出版社 913 ﾑ
なにわのでっちこまめどん どろぼうどいつやの巻 村上　しいこ 佼成出版社 913 ﾑ

なにわのでっちこまめどん
ねずみこわいでちゅう
の巻

村上　しいこ 佼成出版社 913 ﾑ

すいはんきのあきやすみ
わがままおやすみシ
リーズ

村上　しいこ ＰＨＰ研究所 913 ﾑ

ストーブのふゆやすみ
わがままおやすみシ
リーズ

村上　しいこ ＰＨＰ研究所 913 ﾑ

そうじきのつゆやすみ
わがままおやすみシ
リーズ

村上　しいこ ＰＨＰ研究所 913 ﾑ

ランドセルのはるやすみ
わがままおやすみシ
リーズ

村上　しいこ ＰＨＰ研究所 913 ﾑ

れいぞうこのなつやすみ
わがままおやすみシ
リーズ

村上　しいこ ＰＨＰ研究所 913 ﾑ

とっておきのはいく 村上　しいこ ＰＨＰ研究所 913 ﾑ
とっておきの詩 村上　しいこ ＰＨＰ研究所 913 ﾑ
とっておきの標語 村上　しいこ ＰＨＰ研究所 913 ﾑ
うんこダスマン うんこのえほん 村上　八千世 ほるぷ出版 598 ﾑ
うんこダスマンたいそう うんこのえほん 村上　八千世 ほるぷ出版 598 ﾑ
そばやのまねきねこ 村田　エミコ 岩崎書店 913 ﾑ
白い鳥 椋　鳩十 ポプラ社 388 ﾑ

１年生のどうわ
お月さまの見たどうぶ
つえん

椋　鳩十 理論社 913 ﾑ

１年生のどうわ へびとおしっこ 椋　鳩十 理論社 913 ﾑ

青い鳥
メーテルリンク　原
著

金の星社 940 ﾒ

ふってきました
講談社の創作絵本シ
リーズ

もとした　いづみ 講談社 913 ﾓ

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 鈴木出版 913 ﾓ

おはなしぽっちり　４　ふゆ おはなしぽっちり もりやま　みやこ 小峰書店 913 ﾓ
きいろいばけつ もりやま　みやこ あかね書房 913 ﾓ
てんぐちゃん もりやま　みやこ 理論社 913 ﾓ
おはなしぽっちり あき おはなしぽっちり もりやま　みやこ 小峰書店 913 ﾓ
おはなしぽっちり なつ おはなしぽっちり もりやま　みやこ 小峰書店 913 ﾓ
おはなしぽっちり はる おはなしぽっちり もりやま　みやこ 小峰書店 913 ﾓ
もりやまみやこ童話選　１ もりやまみやこ童話選 もりやま　みやこ ポプラ社 913 ﾓ
もりやまみやこ童話選　２ もりやまみやこ童話選 もりやま　みやこ ポプラ社 913 ﾓ



もりやまみやこ童話選　３ もりやまみやこ童話選 もりやま　みやこ ポプラ社 913 ﾓ
もりやまみやこ童話選　４ もりやまみやこ童話選 もりやま　みやこ ポプラ社 913 ﾓ
もりやまみやこ童話選　５ もりやまみやこ童話選 もりやま　みやこ ポプラ社 913 ﾓ
いいことがありました もりやま　みやこ 偕成社 913 ﾓ
さちこちゃんたくやくん もりやま　みやこ あかね書房 913 ﾓ
またおいで もりやま　みやこ あかね書房 913 ﾓ
きょうとあしたのさかいめ 行事の由来えほん 最上　一平 教育画劇 913 ﾓ
ビーズのてんとうむし 最上　一平 童心社 913 ﾓ
ヤギになっちゃうぞ 最上　一平 新日本出版社 913 ﾓ
ぼくだけのこと 森　絵都 理論社 913 ﾓ

ジャックとまめの木
「イギリス民話」より 世
界名作おはなし絵本

森山　京 小学館 908 ﾓ

三びきのくま
「イギリス民話」より 世
界名作おはなし絵本

森山　京 小学館 908 ﾓ

三びきの子ぶた
「イギリス民話」より 世
界名作おはなし絵本

森山　京 小学館 908 ﾓ

あやとりひめ 五色の糸の物語 森山　京 理論社 913 ﾓ
１２のつきのちいさなおはな 森山　京 童心社 913 ﾓ
ありがとうっていいもんだ 森山　京 文渓堂 913 ﾓ
いいおへんじをまってます 森山　京 佼成出版社 913 ﾓ
いいものもらった 森山　京 小峰書店 913 ﾓ
おばあちゃんどこにいますか 森山　京 ポプラ社 913 ﾓ
おべんともって 森山　京 偕成社 913 ﾓ
だれかさんのかばん 森山　京 ポプラ社 913 ﾓ
ともだちみつけた 森山　京 あかね書房 913 ﾓ
パパはポンちゃん 森山　京 あかね書房 913 ﾓ
一さつのおくりもの 森山　京 講談社 913 ﾓ
おにんぎょうがさらわれた 森田　文 あかね書房 913 ﾓ

リンちゃん　まちへいく じてんしゃシリーズ 桃井　太郎
財）自転車産業
振興協会

370 ﾓ

アルプスのちいさなＳＬ
ブリエンツ・ロートホルン
鉄道ものがたり

望月　正子 岩崎書店 680 ﾓ

おひさまやのおへんじシール 茂市　久美子 講談社 913 ﾓ
おひさまやのたんぽぽスプ 茂市　久美子 講談社 913 ﾓ
このはのおかね、つかえます 茂市　久美子 佼成出版社 913 ﾓ
ドラゴンにごようじん 茂市　久美子 国土社 913 ﾓ
ドラゴンはキャプテン 茂市　久美子 国土社 913 ﾓ
ドラゴンはくいしんぼう 茂市　久美子 国土社 913 ﾓ
ゆめをにるなべ 茂市　久美子 教育画劇 913 ﾓ
森のせんたくやさんあなぐま
モンタン

茂市　久美子 学研 913 ﾓ

おひさまやのテーブルクロス 茂市　久美子 講談社 913 ﾓ
ドラゴンはヒーロー 茂市　久美子 国土社 913 ﾓ
ドラゴンは王子さま 茂市　久美子 国土社 913 ﾓ
おおきなしぜんちいさなしぜ
ん《こんちゅう》

ちょう フレーベル館 486 ﾔ

とくべつないちにち
イヴォンヌ・ヤハテ
ンベルフ

講談社 949 ﾔ

ムーミン谷に春がきた 絵本・ムーミン谷から トーベ・ヤンソン 講談社 933 ﾔ
ムーミンと空とぶえんばん 絵本・ムーミン谷から トーベ・ヤンソン 講談社 933 ﾔ
ムーミン谷の大こうずい 絵本・ムーミン谷から トーベ・ヤンソン 講談社 933 ﾔ
ムーミン谷のすい星 絵本・ムーミン谷から トーベ・ヤンソン 講談社 933 ﾔ
ムーミン谷のふしぎな夏 絵本・ムーミン谷から トーベ・ヤンソン 講談社 933 ﾔ
ムーミン一家とメイドのミーサ 絵本・ムーミン谷から トーベ・ヤンソン 講談社 993 ﾔ

かさぶたくん
やぎゅう　げんいち
ろう

福音館書店 408 ﾔ

おへそのひみつ
やぎゅう　げんいち
ろう

福音館書店 491 ﾔ



ちょっきんとのさまと　でたで
たおばけ

やざき　せつお 佑学社 913 ﾔ

こねこのははのひ 行事の由来えほん やすい　すえこ 教育画劇 913 ﾔ
さようならこんにちは やすい　すえこ 鈴木出版 913 ﾔ
さんぽようび やすい　すえこ 金の星社 913 ﾔ
ヤンときいろいブルンル やすい　すえこ フレーベル館 913 ﾔ
ゆきのひにトントン やすい　すえこ 鈴木出版 913 ﾔ
富士山とひめねずみのチロ やなぎはら　まさこ ＰＨＰ研究所 913 ﾔ
てのひらをたいように やなせ　たかし 国土社 911 ﾔ
パンツはきかえのうた やなせ　たかし 国土社 911 ﾔ
もりのヒーローハリーとマルタ アクマのたにのまき やなせ　たかし 新日本出版社 913 ﾔ
もりのヒーローハリーとマルタ ゴロゴロせんせいのま やなせ　たかし 新日本出版社 913 ﾔ
もりのヒーローハリーとマルタ みずのアクマのまき やなせ　たかし 新日本出版社 913 ﾔ
あんぱんまんとしょくぱんま やなせ　たかし フレーベル館 913 ﾔ
やさしいライオン やなせ　たかし フレーベル館 913 ﾔ
カモメがくれた三かくのうみ やました　はるお 秋書房 913 ﾔ
てがみをください やました　はるお 文研出版 913 ﾔ
こねこねこねこ やましろ　りゅうい 三起商行 913 ﾔ
すてきなおくりもの！ やまだ　あいこ 偕成社 913 ﾔ
みんな　おひるね やまなか　さちこ 岩崎書店 913 ﾔ
大どろぼうとこびとのプリン やまわき　きょう 偕成社 913 ﾔ
みどりのホース こどものとも傑作集 安江　リエ 福音館書店 913 ﾔ

うまれたよ！モンシロチョウ
よみきかせいきものしゃ
しんえほん　１

安田　守　写真 岩崎書店 486 ﾔ

まるいちきゅうのまるいちに Ａｌｌ　ｉｎ　ａ　ｄａｙ 安野　光雅 童話屋 913 ﾔ
あいうえおべんとう 山岡　ひかる くもん出版 913 ﾔ
１００ねんたってもともだちさ くじらえんはうみのそば 山下　明生 ポプラ社 913 ﾔ
ぎゅっぎゅっぎゅっとだっこし くじらえんはうみのそば 山下　明生 ポプラ社 913 ﾔ
はるいちばんのおきゃくさま くじらえんはうみのそば 山下　明生 ポプラ社 913 ﾔ
ねずみのでんしゃ ひさかたメルヘン　２７ 山下　明生 ひさかたチャイル 913 ﾔ
ねずみのかいすいよく ひさかたメルヘン　４３ 山下　明生 ひさかたチャイル 913 ﾔ
ねずみのいもほり ひさかたメルヘン　５０ 山下　明生 ひさかたチャイル 913 ﾔ
ありがとうをわすれると 山下　明生 学習研究社 913 ﾔ
うみぼうやと月うさぎ 山下　明生 のら書店 913 ﾔ
サメのサメザメ 山下　明生 講談社 913 ﾔ
たんじょうびのにおい 山下　明生 理論社 913 ﾔ
たんていタコタン 山下　明生 あかね書房 913 ﾔ
ねずみのさかなつり 山下　明生 ひさかたチャイル 913 ﾔ
まつげの海のひこうせん 山下　明生 偕成社 913 ﾔ
みんなでかぜになりました 山下　明生 ポプラ社 913 ﾔ
みんなでそらをとびました 山下　明生 ポプラ社 913 ﾔ
うちの子じゃありません 山下　夕美子 理論社 913 ﾔ
こんどこそ友だち 山下　夕美子 教育画劇 913 ﾔ
二年二組ひいきひいき 山下　夕美子 ポプラ社 913 ﾔ
二年二組ひみつのひみつ 山下　夕美子 ポプラ社 913 ﾔ
おはようちびっこゴリラ 山極　寿一 新日本出版社 480 ﾔ
のらねこソクラテス 山口　タオ 岩崎書店 913 ﾔ

うまれたよ！アリ
よみきかせいきものしゃ
しんえほん　３

山口　進 岩崎書店 486 ﾔ

おじいさんのしごと 山西　ゲンイチ 講談社 913 ﾔ
自由研究発明とくふう 小学１・２・３年生 山中　実 誠文堂新光社 375 ﾔ
学研の漢字絵本 山内ジョージ 学研 810 ﾔ
オタマジャクシの尾はどこへ
きえた

山本　かずとし 大日本図書 480 ﾔ

るすばんはこりごり！ 山本　さゆり 新日本出版社 913 ﾔ
レモンとミルクのいまなん 山本　ルンルン 教育画劇 913 ﾔ
がっこうかっぱのイケノオイ 山本　悦子 童心社 913 ﾔ
ちゃんがら町 山本　孝 岩崎書店 913 ﾔ
むしプロ 山本　孝 教育画劇 913 ﾔ



しまふくろう 山本　純郎 福音館書店 480 ﾔ
わにのニータはねむりたかっ 山本　省三 教育画劇 913 ﾔ
からだっていいな 山本　直英 童心社 408 ﾔ
いじわるランボーのくちぶえ 山本　斐子 佑学社 913 ﾔ

あめ　あめ　ふれ　ふれ！
エコ育絵本　ちきゅうに
やさしく　なれるかな？

山本　和子 チャイルド本社 519 ﾔ

七ふくじんとおしょうがつ 行事の由来えほん 山末　やすえ 教育画劇 913 ﾔ
しんぞうぴっかぴか 山末　やすえ 大日本図書 913 ﾔ
ちいさなひとりたび＋ワン！ 山末　やすえ 教育画劇 913 ﾔ
大どろぼうのおもしろおやつ 山脇　恭 偕成社 596 ﾔ
大どろぼうのつるつるめんる
い大会

山脇　恭 偕成社 596 ﾔ

大どろぼうのわいわいかん
ぱい

山脇　恭 偕成社 596 ﾔ

おへんじください。 山脇　恭 偕成社 913 ﾔ
大どろぼうとうちゅう人のポッ
プコーン

山脇　恭 偕成社 913 ﾔ

大どろぼうとおひめさまのお
にぎり

山脇　恭 偕成社 913 ﾔ

大どろぼうはアイスクリーム
はかせ

山脇　恭 偕成社 913 ﾔ

大どろぼうはおかしなサンド
イッチやさん

山脇　恭 偕成社 913 ﾔ

大どろぼうはケーキやさん 山脇　恭 偕成社 913 ﾔ
さばくのカエル 松井　孝爾 新日本出版社 480 ﾔ
おしいれの中のみこたん 矢玉　四郎 岩崎書店 913 ﾔ
すいかおばけのおよめさん 矢玉　四郎 岩崎書店 913 ﾔ
たまねぎ博士１号タリラン 矢玉　四郎 岩崎書店 913 ﾔ
たまねぎ博士３号タリラン 矢玉　四郎 岩崎書店 913 ﾔ
どこでもでんしゃ 矢玉　四郎 あかね書房 913 ﾔ
どこでもでんしゃ 矢玉　四郎 岩崎書店 913 ﾔ
ぼくんちのねこたしざん 矢部　美智代 文渓堂 913 ﾔ
どうやってねるのかな 薮内　正幸 福音館書店 913 ﾔ
どうやってみをまもるのかな 薮内　正幸 福音館書店 913 ﾔ
なにのこどもかな 薮内　正幸 福音館書店 913 ﾔ

かぜをひいたちびくまくん
イングリート＝ユー
ベ

偕成社 943 ﾕ

あのね、わたしのたからもの
はね

ジャニス・メイ・ユー
ドリイ

偕成社 933 ﾕ

わんぱくだんのおばけやしき ゆきの　ゆみこ ひさかたチャイル 913 ﾕ
わんぱくだんのかいていたん
けん

ゆきの　ゆみこ
ひさかたチャイル
ド

913 ﾕ

わんぱくだんのかくれんぼ ゆきの　ゆみこ ひさかたチャイル 913 ﾕ
わんぱくだんのガリバーラン ゆきの　ゆみこ ひさかたチャイル 913 ﾕ
わんぱくだんのきょうりゅうた
んけん

ゆきの　ゆみこ
ひさかたチャイル
ド

913 ﾕ

わんぱくだんのクリスマス ゆきの　ゆみこ ひさかたチャイル 913 ﾕ
わんぱくだんのスナバさばく ゆきの　ゆみこ ひさかたチャイル 913 ﾕ
わんぱくだんのどろんこおう ゆきの　ゆみこ ひさかたチャイル 913 ﾕ
わんぱくだんのどんぐりまつ ゆきの　ゆみこ ひさかたチャイル 913 ﾕ
わんぱくだんのなつまつり ゆきの　ゆみこ ひさかたチャイル 913 ﾕ
わんぱくだんのにんじゃごっ ゆきの　ゆみこ ひさかたチャイル 913 ﾕ
わんぱくだんのはしれいちば
んぼし

ゆきの　ゆみこ
ひさかたチャイル
ド

913 ﾕ

わんぱくだんのはらっぱジャ
ングル

ゆきの　ゆみこ
ひさかたチャイル
ド

913 ﾕ

わんぱくだんのペンギンラン ゆきの　ゆみこ ひさかたチャイル 913 ﾕ
わんぱくだんのまほうのじゅ
うたん

ゆきの　ゆみこ
ひさかたチャイル
ド

913 ﾕ



わんぱくだんのゆきまつり ゆきの　ゆみこ ひさかたチャイル 913 ﾕ
わんぱくだんのロボットランド ゆきの　ゆみこ ひさかたチャイル 913 ﾕ
タテゴトアザラシのおやこ 結城　モイラ ポプラ社 480 ﾕ
キタキツネのあかちゃん 福田　幸広 ポプラ社 480 ﾕ
みぢかないきものみつけよう
そだてよう

生活科 うみにいこうよ ポプラ社 408 ﾖ

みぢかないきものみつけよう
そだてよう

生活科 カタツムリがい
たよ

ポプラ社 480 ﾖ

みぢかないきものみつけよう
そだてよう

生活科 がっこうのどう
ぶつ

ポプラ社 480 ﾖ

おおきなしぜんちいさなしぜ
ん《こんちゅう》

あしもとのいきもの フレーベル館 486 ﾖ

みぢかないきものみつけよう
そだてよう

生活科 とりがきたよ ポプラ社 488 ﾖ

あいうえおのえほん いもと　ようこ 金の星社 810 ﾖ
たぬきむかし よしざわ　かずお ポプラ社 388 ﾖ
はなさかじい よしざわ　かずお ポプラ社 388 ﾖ
しんぶんしでつくろう よしだ　きみまろ 福音館書店 750 ﾖ
やさいでぺったん よしだ　きみまろ 福音館書店 750 ﾖ
ちんとすあまとふしぎなくり ヨシナガ 教育画劇 913 ﾖ

飼育係長
ｃｕｂ　ｌａｂｅｌ　わんぱく小
学校シリーズ　２

よしなが　こうたく 長崎出版 913 ﾖ

あいさつ団長
ｃｕｂ　ｌａｂｅｌ　わんぱく小
学校シリーズ　３

よしなが　こうたく 長崎出版 913 ﾖ

おそうじ隊長
ｃｕｂ　ｌａｂｅｌ　わんぱく小
学校シリーズ　４

よしなが　こうたく 長崎出版 913 ﾖ

給食番長
わんぱく小学校シリー
ズ　１

よしなが　こうたく 長崎出版 913 ﾖ

しんかんせんでおいかけろ！ 横溝　英一 小峰書店 680 ﾖ
はしれはやぶさ！とうほくし
んかんせん

横溝　英一 小峰書店 913 ﾖ

はるのつかい ゆきのたまご 横田　稔 理論社 913 ﾖ
あたらしいいのち 吉田　遠志 福武書店 480 ﾖ
おみやげ 吉田　遠志 福武書店 480 ﾖ

かれえだ 吉田　遠志
ベネッセコーポ
レーション

480 ﾖ

きえたにじ 吉田　遠志
ベネッセコーポ
レーション

480 ﾖ

じひびき 吉田　遠志
ベネッセコーポ
レーション

480 ﾖ

たびだち 吉田　遠志
ベネッセコーポ
レーション

480 ﾖ

はじめてのかり 吉田　遠志 リブリオ出版 480 ﾖ

ふるさと 吉田　遠志
ベネッセコーポ
レーション

480 ﾖ

まいご 吉田　遠志 福武書店 480 ﾖ

まがったかわ 吉田　遠志
ベネッセコーポ
レーション

480 ﾖ

まことくんて、だあれ 吉田　秀樹 ほるぷ出版 913 ﾖ

げんきをつくる食育えほん
おいしいあじのおてつ
だい

吉田　隆子 金の星社 596 ﾖ

げんきをつくる食育えほん
おいしいあじのおてつ
だい しろのえいようの
なかまたち

吉田　隆子 金の星社 596 ﾖ

げんきをつくる食育えほん
じょうぶなからだをつく
るたべもの

吉田　隆子 金の星社 596 ﾖ

げんきをつくる食育えほん
じょうぶなからだをつく
るたべもの あかのえい
ようのなかまたち

吉田　隆子 金の星社 596 ﾖ



げんきをつくる食育えほん たべるのだいすき！ 吉田　隆子 金の星社 596 ﾖ

げんきをつくる食育えほん
たべるのだいすき！ み
んなげんき

吉田　隆子 金の星社 596 ﾖ

げんきをつくる食育えほん
つよいちからがでるた
べもの きいろのえいよ
うのなかまたち

吉田　隆子 金の星社 596 ﾖ

げんきをつくる食育えほん
びょうきからまもってく
れるたべもの

吉田　隆子 金の星社 596 ﾖ

げんきをつくる食育えほん
びょうきからまもってく
れるたべもの みどりの
えいようのなかまたち

吉田　隆子 金の星社 596 ﾖ

は　は　はるだよ 与田　準一 金の星社 911 ﾖ

かえるのあまがさ
与田準一・おはなしえ
ほん

与田　凖一 童心社 913 ﾖ

風とひょう 葉　祥明
ウオカーズカンパ
ニー

913 ﾖ

かばのハリー学校へいく デリク・ラドフォード 岩崎書店 360 ﾗ
かばのハリー特急電車にの デリク・ラドフォード 岩崎書店 680 ﾗ
ぼく字がかけるよ 教室ねずみジョンのお ビバリィ＝ランデル 偕成社 933 ﾗ
わたしのおかあさんは世界
一びじん

ベッキー・ライアー 大日本図書 933 ﾗ

あかいふうせん ラモリス 偕成社 953 ﾗ
赤だったらどうしよう 子うさぎミミミのはなし 等門　じん 教育画劇 913 ﾗ
わたしもがっこうにいきたい
な

アストリッド・リンド
グレーン

徳間書店 933 ﾘ

おやすみ、はたらくくるまたち
シェリー・ダス
キー・リンカー

ひさかたチャイル
ド

933 ﾘ

たし算たんていだん
算数がすきになる絵本
１

ロリーン・リーディ 大月書店 410 ﾘ

ひき算マジック
算数がすきになる絵本
２

ロリーン・リーディ 大月書店 410 ﾘ

もっともっとおおきなおなべ 寮　美千子 フレーベル館 913 ﾘ

にじ
ジークフリード・
ピー・ルプレヒト

セーラー出版 993 ﾙ

ねえさんのけっこん ヒュー・ルーウィン すぐ書房 990 ﾙ
ぼくのかあさん ヒュー・ルーウィン すぐ書房 990 ﾙ
ぼくはジャフタ ヒュー・ルーウィン すぐ書房 990 ﾙ
じてんしゃにのるひとまねこ Ｈ．Ａ．レイ 岩波書店 933 ﾚ
ひとまねこざる Ｈ．Ａ．レイ 岩波書店 933 ﾚ
ひとまねこざるときいろいぼう Ｈ．Ａ．レイ 岩波書店 933 ﾚ
ろけっとこざる Ｈ．Ａ．レイ 岩波書店 933 ﾚ
メリークリスマスおさるの
ジョージ

大型絵本 Ｍ．レイ　原著 岩波書店 933 ﾚ

おさるのジョージきょうりゅう
はっけん

Ｍ．レイ　原著 岩波書店 933 ﾚ

おさるのジョージすいぞくか
んへいく

Ｍ．レイ　原著 岩波書店 933 ﾚ

おさるのジョージやきゅうじょ
うへいく

Ｍ．レイ　原著 岩波書店 933 ﾚ

またにちようびがやってくる エレーヌ・レイ ほるぷ出版 953 ﾚ
たこをあげるひとまねこざる マーガレット・レイ 岩波書店 933 ﾚ
ひとまねこざるびょういんへ マーガレット・レイ 岩波書店 933 ﾚ
ちいさなあかちゃん、こんに
ちは！

未熟児ってなあに
リヒャルト・デ・レー
ウ

講談社 490 ﾚ

マックマウスさん
のねずみのなかまに
なったまちねずみのは

レオ・レオニ 好学社 933 ﾚ

あおくんときいろちゃん 至光社国際版絵本 レオ・レオニ 至光社 933 ﾚ
６わのからす レオ・レオニ あすなろ書房 933 ﾚ
いろいろ１ねん レオ・レオニ あすなろ書房 933 ﾚ



チコときんいろのつばさ レオ・レオニ あすなろ書房 933 ﾚ
どうするティリー？ レオ・レオニ あすなろ書房 933 ﾚ
ニコラスどこにいってたの？ レオ・レオニ あすなろ書房 933 ﾚ

びっくりたまご
３びきのかえるとへんな
にわとりのはなし

レオ・レオニ 好学社 993 ﾚ

ぼくのだ！わたしのよ！
３びきのけんかずきの
かえるのはなし

レオ・レオニ 好学社 993 ﾚ

じぶんだけのいろ
いろいろさがしたカメレ
オンのはなし

レオ・レオニ 好学社 993 ﾚ

マシューのゆめ
えかきになったねずみ
のはなし

レオ・レオニ 好学社 993 ﾚ

さかなはさかな
かえるのまねしたさか
なのはなし

レオ・レオニ 好学社 993 ﾚ

みどりの　しっぽの　ねずみ
かめんに　とりつかれた
ねずみの　はなし

レオ・レオニ 好学社 993 ﾚ

ペツェッティーノ
じぶんをみつけたぶぶ
んひんのはなし

レオ・レオニ 好学社 993 ﾚ

コーネリアス
たってあるいた　わにの
はなし

レオ・レオニ 好学社 993 ﾚ

スイミー
ちいさなかしこいさかな
のはなし

レオ・レオニ 好学社 993 ﾚ

あいうえおの　き
ちからを　あわせた　も
じたちの　はなし

レオ・レオニ 好学社 993 ﾚ

フレデリック
ちょっとかわったのねず
みのはなし

レオ・レオニ 好学社 993 ﾚ

アレクサンダとぜんまいねず
み

ともだちをみつけたね
ずみのはなし

レオ・レオニ 好学社 993 ﾚ

ひとあし　ひとあし
なんでもはかれるしゃく
とりむしのはなし

レオ・レオニ 好学社 993 ﾚ

ここにいたい！あっちへいき
たい！

にひきののみのはなし レオ・レオニ 好学社 993 ﾚ

おんがくねずみ　ジェラルディ
ン

はじめておんがくをきい
たねずみのはなし

レオ・レオニ 好学社 993 ﾚ

うさぎを　つくろう
ほんものになった　うさ
ぎの　はなし

レオ・レオニ 好学社 993 ﾚ

せかいいちおおきなうち
りこうになったかたつむ
りのはなし

レオ・レオニ 好学社 993 ﾚ

うさぎたちのにわ
りんごのすきなうさぎの
はなし

レオ・レオニ 好学社 993 ﾚ

もしも、ぼくがことりだったら Ｇ・ローランサン 文化出版局 933 ﾛ
月はどこへいったの？ Ｓ．ローゼン あかね書房 408 ﾛ
おはなしばんざい アーノルド・ローベ 文化出版局 933 ﾛ
きりぎりすくん アーノルド・ローベ 文化出版局 933 ﾛ
とうさんおはなしして アーノルド・ローベ 文化出版局 933 ﾛ
どろんここぶた アーノルド・ローベ 文化出版局 933 ﾛ
ふくろうくん アーノルド・ローベ 文化出版局 933 ﾛ
ふたりはいっしょ アーノルド・ローベ 文化出版局 933 ﾛ
ふたりはいつも アーノルド・ローベ 文化出版局 933 ﾛ
ふたりはきょうも アーノルド・ローベ 文化出版局 933 ﾛ
ふたりはともだち アーノルド・ローベ 文化出版局 933 ﾛ
ぼくのおじさん アーノルド・ローベ 文化出版局 933 ﾛ
わらむすめ アニタ・ローベル セーラー出版 933 ﾛ

ふしぎなガラス玉
アルカディオ＝ロ
バト

講談社 949 ﾛ

いつまでねてるレオンちゃん アンヌ・ロラデュー 朔北社 953 ﾛ
ゴインキョとチーズどろぼう チュウチュウ通り１番地 エミリー・ロッダ あすなろ書房 933 ﾛ
クツカタッポと三つのねがい チュウチュウ通り２番地 エミリー・ロッダ あすなろ書房 933 ﾛ
フィーフィーのすてきな夏休 ちゅうちゅう通り３番地 エミリー・ロッダ あすなろ書房 933 ﾛ
クイックと魔法のスティック エミリー・ロッダ あすなろ書房 933 ﾛ



スタンプに来た手紙 エミリー・ロッダ あすなろ書房 933 ﾛ
セーラと宝の地図 エミリー・ロッダ あすなろ書房 933 ﾛ
チャイブとしあわせのおかし エミリー・ロッダ あすなろ書房 933 ﾛ
マージともう一ぴきのマージ エミリー・ロッダ あすなろ書房 933 ﾛ
レインボーとふしぎな絵 エミリー・ロッダ あすなろ書房 933 ﾛ
レトロと謎のボロ車 エミリー・ロッダ あすなろ書房 933 ﾛ
トラのじゅうたんになりたかっ
たトラ

ジェラルド・ローズ 岩波書店 933 ﾛ

いじわるなないしょオバケ ティエリー・ロブレヒ 文渓堂 949 ﾛ

きょうはみんなでクマがりだ
マイケル・ローゼン
再話

評論社 933 ﾛ

青いてぶくろのプレゼント ロイ悦子 岩崎書店 913 ﾛ
ジャガイモ バーリィ・ワッツ 評論社 470 ﾜ
タンポポ バーリィ・ワッツ 評論社 470 ﾜ
トマト バーリィ・ワッツ 評論社 470 ﾜ
マロニエ バーリィ・ワッツ 評論社 470 ﾜ
はたらきもののあひるどん マーティン・ワッデ 評論社 933 ﾜ

大草原の小さな家
おおきなもりのクリスマ
ス 大草原の小さな家

ローラ・インガル
ス・ワイルダー　原

文渓堂 933 ﾜ

大草原の小さな家
おおきなもりのなつ 大
草原の小さな家

ローラ・インガル
ス・ワイルダー　原

文渓堂 933 ﾜ

大草原の小さな家
おおきなもりのふゆ 大
草原の小さな家

ローラ・インガル
ス・ワイルダー　原

文渓堂 933 ﾜ

大草原の小さな家
おじいちゃんのいえの
ダンスパーティー 大草
原の小さな家

ローラ・インガル
ス・ワイルダー　原
著

文渓堂 933 ﾜ

大草原の小さな家
だいそうげんへのお
ひっこし 大草原の小さ

ローラ・インガル
ス・ワイルダー　原

文渓堂 933 ﾜ

大草原の小さな家
まちへいく 大草原の小
さな家

ローラ・インガル
ス・ワイルダー　原

文渓堂 933 ﾜ

しあわせの王子 ワイルド 金の星社 933 ﾜ
とべとべフワフワ 赤ちゃんペンギンのゆ わしお　としこ 旺文社 913 ﾜ

どうぶつのおっぱい
わしお　としこ　構
成・文

アリス館 480 ﾜ

どうぶつのはな
わしお　としこ　構
成・文

アリス館 480 ﾜ

どうぶつの口
わしお　としこ　構
成・文

アリス館 480 ﾜ

どうぶつの耳
わしお　としこ　構
成・文

アリス館 480 ﾜ

どうぶつの目
わしお　としこ　構
成・文

アリス館 480 ﾜ

こうえんのシロ あめふり わたなべ　ひろみ ポプラ社 913 ﾜ

うぬぼれやのゾウムシ
ヤマガタはかせの昆虫
事件簿

わたなべ　めぐみ 草土文化 913 ﾜ

チョウのおんがえし
ヤマガタはかせの昆虫
事件簿

わたなべ　めぐみ 草土文化 913 ﾜ

おどるねこざかな わたなべ　ゆういち フレーベル館 913 ﾜ
そらとぶねこざかな わたなべ　ゆういち フレーベル館 913 ﾜ
だっこだっこのねこざかな わたなべ　ゆういち フレーベル館 913 ﾜ
ねむるねこざかな わたなべ　ゆういち フレーベル館 913 ﾜ
星のふる森 渡　洋子 あすなろ書房 913 ﾜ

色セロハンでつくろう
たのしいステンドグラス
のいろいろ

渡辺　叡 ポプラ社 750 ﾜ

いわしのたび 渡辺　可久 新日本出版社 480 ﾜ
あげはのとぶ日 渡辺　守 新日本出版社 480 ﾜ
しょうぼうじどうしゃじぷた 渡辺　茂男 福音館書店 913 ﾜ
たろうとつばき 渡辺　有一 ポプラ社 913 ﾜ



むしをたべるくさ
ふしぎいっぱい写真絵
本　９

渡邉　弘晴 ポプラ社 470 ﾜ

おかぐら 脇　明子 福音館書店 913 ﾜ


