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1999年6月29日 デイヴィッド・ウィーズナー／作　江国香織／訳 1993 ブックローン出版

 さんびきめのかいじゅう デビッド・マッキー／作　なかがわちひろ／訳 2006 光村教育図書

「ジンジャーとピクルズや」のおはなし 12 ピーターラビットの絵本 ビアトリクス・ポター／作・絵　いしいももこ／訳 2002 福音館書店

１，２，３どうぶつえんへ　かずのほん エリック・カールの絵本　改定新版 エリック＝カール／構成・絵 1998 偕成社

100まんびきのねこ ワンダ・ガアグ 1963 福音館書店

２ひきのわるいねずみのおはなし 7 ピーターラビットの絵本 ビアトリクス・ポター／作・絵　いしいももこ／訳 2002 福音館書店

３びきのくま バスネツォフ 1980 福音館書店

３びきのぶたたち デイヴィッド・ウィーズナー／作　江国香織／訳 2002 ＢＬ出版

６わのからす レオ・レオーニ／作・絵　谷川俊太郎／訳 1989 あすなろ書房

あおくんときいろちゃん レオ・レオニ／作　藤田圭雄／訳　 1967 至光社

あかい　ふうせん イエラ・マリ／作 1976 ほるぷ出版

あかいかさ ロバート・ブライト／〔さく〕 1977 ほるぷ出版

赤ずきん バーナディット・ワッツ 1980 岩波書店

あかちゃんがやってくる
ジョン・バーニンガム／作　ヘレン・オクセンバリー／
絵

2010 イースト・プレス

あくたれラルフ 
ジャック・ガントス／作　ニコール・ルーベル／絵
いしいももこ／訳

1994 童話館出版

あした、がっこうへいくんだよ
ミルドレッド・カントロウィッツ／文
ナンシー・ウィンスロー・パーカー／絵　せたていじ／

1981 評論社

あそび オクセンバリー「あかちゃんのえほん」 ヘレン・オクセンバリー／作・絵 1981 文化出版局

あそぼうよ レオ・レオーニ／作　谷川俊太郎／訳 2010 好学社

あたしクラリス・ビーン ローレン・チャイルド／作　木坂涼／訳 2002 フレーベル館

あたまをなくしたおとこ クレール　Ｈ．ビショップ∥ぶん 2011 瑞雲舎

あひるのジマイマのおはなし 11 ピーターラビットの絵本 ビアトリクス・ポター／作・絵　いしいももこ／訳 2002 福音館書店

アプリイ・ダプリイのわらべうた 22 ピーターラビットの絵本 ビアトリクス・ポター／作・絵　いしいももこ／訳 2002 福音館書店

アベコベさん フランセスカ・サイモン／文　ケレン・ラドロー／絵　青山南／訳 1997 文化出版局

アボカド・ベイビー ジョン・バーニンガム／作　青山南／訳 1993 ほるぷ出版

あめがふるときちょうちょうはどこへ メイ・ゲアリック／文　レナード・ワイスガード／絵 1978 金の星社

あめのひ ユリ・シュルヴィッツ／作・画　矢川 澄子／訳 1972 福音館書店

ありがとう、フォルカー先生 パトリシア・ポラッコ／作・絵 3001 岩崎書店

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・レオーニ／作　谷川俊太郎／訳 1978 好学社

アンガスとあひる マージョリー・フラック／作・絵　瀬田貞二／訳 1974 福音館書店

アンディとらいおん ドーハーティ／文・絵　むらおかはなこ／訳 1961 福音館書店

アンナの赤いオーバー ハリエット・ジィーフェルト／文 1990 評論社

いいこってどんなこ？ ジーン・モデシット／作　ロビン・スポワート／絵　もきかずこ／訳 1994 冨山房

いたずらきかんしゃちゅうちゅう 世界傑作絵本シリーズ バージニア・リー・バートン／文・絵　むらおかはなこ／訳 1980 福音館書店

いつかどんぐりの木が ロナルド・ハイムラー／絵 2000 岩崎書店

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／作 　たにかわ／しゅんたろう／やく 1988 あかね書房

いろいろ１ねん レオ・レオーニ／著　谷川俊太郎／訳 2000 あすなろ書房

いろいろへんないろのはじまり アーノルド・ローベル／作　まきたまつこ／やく 1975 冨山房

うえきやのくまさん
フィービ・ウォージントン、ジョーン・ウォージントン／
作・絵

1987 福音館書店

ウエズレーの国
ポール・フライシュマン／作　ケビン・ホークス／絵
千葉茂樹／訳

1999 あすなろ書房

ウェン王子とトラ チェンジャンホン／作・絵　平岡敦／訳 2007 徳間書店

うごいちゃだめ！
エリカ・シルヴァマン／文　Ｓ．Ｄ．シンドラー／絵
せなあいこ／訳

1996 アスラン書房

うさこちゃんおとまりにいく 5 ブルーナのゆかいななかま ディック・ブルーナ／作　まつおかきょうこ／訳 1984 福音館書店

うさこちゃんおばけになる ディック・ブルーナ／作　まつおかきょうこ／訳 2008 福音館書店

うさこちゃんがっこうへいく 1 ブルーナのゆかいななかま ディック・ブルーナ／作　まつおかきょうこ／訳 1984 福音館書店

うさこちゃんとうみ 3 子どもがはじめてであう絵本 ディック・ブルーナ／作　いしいももこ／訳 1964 福音館書店

うさこちゃんとじてんしゃ 6 ブルーナのゆかいななかま ディック・ブルーナ／作　まつおかきょうこ／訳 1984 福音館書店

うさこちゃんとどうぶつえん 2 子どもがはじめてであう絵本 ディック・ブルーナ／作　いしいももこ／訳 1964 福音館書店

うさこちゃんとゆうえんち 6 子どもがはじめてであう絵本 ディック・ブルーナ／作　いしいももこ／訳 1982 福音館書店

うさこちゃんのおうち ディック・ブルーナ／作　まつおかきょうこ／訳 2010 福音館書店

うさこちゃんのおじいちゃんとおばあちゃん 4 ブルーナのゆかいななかま ディック・ブルーナ／作　まつおかきょうこ／訳 1984 福音館書店

うさこちゃんのさがしもの ブルーナの絵本 ディック・ブルーナ／作　まつおかきょうこ／訳 2008 福音館書店

うさこちゃんのだいすきなおばあちゃん ブルーナの絵本 ディック・ブルーナ／作　まつおかきょうこ／訳 2008 福音館書店

うさこちゃんのたんじょうび 5 子どもがはじめてであう絵本 ディック・ブルーナ／作　いしいももこ／訳 1982 福音館書店

うさこちゃんのてがみ ブルーナの絵本 ディック・ブルーナ／作　まつおかきょうこ／訳 2008 福音館書店
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うさこちゃんのてんと ブルーナの絵本 ディック・ブルーナ／作　まつおかきょうこ／訳 2008 福音館書店

うさこちゃんのにゅういん 7 子どもがはじめてであう絵本 ディック・ブルーナ／作　いしいももこ／訳 1982 福音館書店

うさこちゃんひこうきにのる 8 子どもがはじめてであう絵本 ディック・ブルーナ／作　いしいももこ／訳 1982 福音館書店

うさこちゃんびじゅつかんへいく ブルーナの絵本 ディック・ブルーナ／作　まつおかきょうこ／訳 2008 福音館書店

うみべのハリー
ジーン・ジオン／文　マーガレット・ブロイ・グレアム
／絵
わたなべしげお／訳

1980 福音館書店

うんがにおちたうし
フィリス・クラシロフスキー／作　ピーター・スパイ
アー／絵

1967 ポプラ社

うんちしたのはだれよ！
ヴェルナー・ホルツヴァルト／作
ヴォルフ・エールブルッフ／絵　関口裕昭／訳

1993 偕成社

オオカミクン グレゴワール・ソロタレフ／さく 2001 ポプラ社

おおかみと七ひきのこやぎ フェリクス・ホフマン 1980 福音館書店

オオカミと石のスープ アナイス・ヴォージュラード／作・絵 2001 徳間書店

おおきいツリーちいさいツリー ロバート・バリー∥さく 光吉／夏弥∥やく 2000 大日本図書

おおきくなりすぎたくま リンド・ワード／文・画　渡辺茂男／訳 1987 ほるぷ出版

おおきなかぶ Ａ・トルストイ／再話　内田莉莎子／訳　佐藤忠良／画 1980 福音館書店

おおきななみ ブルックリン物語 バーバラ・クーニー／さく　かけがわやすこ／やく 1991 ほるぷ出版

おおきな木 シェル・シルヴァスタイン／作　村上春樹／訳 2010 あすなろ書房

おさらをあらわなかったおじさん
フィリス・クラジラフスキー／文　バーバラ・クーニー
／絵

1978 岩波書店

おじいちゃん ジョン・バーニンガム／作　たにかわしゅんたろう／訳 1985 ほるぷ出版

おじいちゃんがおばけになったわけ キム・フォップス・オーカソン∥文 エヴァ・エリクソン∥絵 2005 あすなろ書房

おとうさんのちず ユリ・シュルヴィッツ／作　さくまゆみこ／訳 2009 あすなろ書房

おとなしいめんどり ポール・ガルドン／作　谷川俊太郎／訳 1994 童話館 

おばけのバーバパパ アネット・チゾン 1979 偕成社

おばけパーティ ジャック・デュケノワ／作　おおさわあきら／訳 1995 ほるぷ出版

おばけリンゴ ヤーノシュ 1978 福音館書店

おはなし　ばんざい アーノルド・ローベル／作　三木 卓／訳 1977 文化出版局

おひさまのたまご エルサ・ベスコフ／作・絵 2001 徳間書店

おひゃくしょうのやん 2 ブルーナのゆかいななかま ディック・ブルーナ／作　まつおかきょうこ／訳 1992 福音館書店

おまたせクッキー パット・ハッチンス／作　乾侑美子／訳 1987 偕成社

おやすみなさい　おつきさま 
マーガレット・ワイズ・ブラウン／作　クレメント・ハー
ド／絵

1979 評論社

おやすみなさいのほん
マーガレット・ワイズ・ブラウン／文　ジャン・シャロー
／絵

1979 福音館書店

おやすみなさいのほんフランシス ラッセル・ホーバン 1979 福音館書店

おやすみみみずく パット・ハッチンス／作　わたなべしげお／訳 1989 偕成社

オリビア イアン・ファルコナー／作　谷川俊太郎／訳 2001 あすなろ書房

オリビア イアン・ファルコナー／作　谷川俊太郎／訳 2002 あすなろ書房

おんがくねずみジェラルディン レオ・レオーニ／作　谷川俊太郎／訳 1980 好学社

お月さまってどんなあじ？ ミヒャエル・グレイニェク／絵と文　いずみちほこ／訳 1995 セーラー出版

かあさんのいす ベラ　Ｂ．ウィリアムズ／作・絵　佐野洋子／訳 1984 あかね書房

かあさんふくろう
イーディス・サッチャー・ハード∥作
クレメント・ハード∥絵　おびかゆうこ∥訳

2012 偕成社

かいじゅうたちのいるところ モーリス・センダック／作　じんぐうてるお／訳 1975 冨山房

かさどろぼう シビル・ウェッタシンハ／作・絵　いのくまようこ／訳 2007 徳間書店

かしこいビル
ウィリアム・ニコルソン／作
まつおかきょうこ、よしだしんいち／訳

1982 ペンギン社

かじってみたいな、お月さま フランク・アッシュ／えとぶん 1985 評論社

かぞく オクセンバリー「あかちゃんのえほん」 ヘレン・オクセンバリー／作・絵 1981 文化出版局

がちょうのペチューニア ロジャー・デュボワザン／作　まつおかきょうこ／訳 1999 冨山房

かもさんおとおり ロバート・マックロスキー 1980 福音館書店

かようびのよる デヴィッド・ウィーズナー／作・絵　当麻ゆか／訳 2000 徳間書店

カルアシ・チミーのおはなし 18 ピーターラビットの絵本 ビアトリクス・ポター／作・絵　いしいももこ／訳 2002 福音館書店

かわいいあひるのあかちゃん モニカ・ウェリントン／作・絵　たがきょうこ／訳 1994 徳間書店

ガンピーさんのドライブ ジョン・バーニンガム／作　みつよしなつや／訳 1978 ほるぷ出版

ガンピーさんのふなあそび ジョン・バーニンガム／作　みつよしなつや／訳 1976 ほるぷ出版

きいろいことり 10 子どもがはじめてであう絵本 ディック・ブルーナ／作　いしいももこ／訳 1992 福音館書店

きこえるきこえる
マーガレット・ワイズ・ブラウン／作
レナード・ワイズガード／絵　よしがみきょうた／訳

1998 小峰書店

きこえるきこえる マリー　ホール　エッツ∥ぶん　え 2007 ブッキング

きっとみんなよろこぶよ！ ピーター・スピアー／〔作〕　松川真弓／訳 1987 評論社
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キツネ マーガレット・ワイルド／文　ロン・ブルックス／絵　寺岡襄／訳 2001 ＢＬ出版

きつねとうさぎ　ロシアの昔話
Ｆ．ヤールブソワ／絵　Ｙ．ノルシュテイン／構成
こじまひろこ／訳

2003 福音館書店

キツネどんのおはなし 13 ピーターラビットの絵本 ビアトリクス・ポター／作・絵　いしいももこ／訳 2002 福音館書店

木はいいなあ
ジャニス・メイ・ユードリイ／作　マーク・シーモント／
絵

1977 偕成社

きみなんかだいきらいさ モーリス・センダック／作　小玉　知子／訳 1975 冨山房

ぎゅっ ジェズ・オールバラ／作・絵 2000 徳間書店

きょうはみんなでクマがりだ
マイケル・ローゼン／再話　ヘレン・オクセンバリー
／絵

1991 評論社

きょうりゅうきょうりゅう バイロン・バートン／作・絵　なかがわちひろ／訳 2000 徳間書店

きりのなかのはりねずみ
ノルシュテイン／作　コズロフ／作　ヤルブーソヴァ
／絵

2000 福音館書店

きんのたまごのほん
マーガレット・ワイズ・ブラウン／作
レナード・ワイスガード／絵　わたなべしげお／訳

2004 童話館出版

くまさん くまさん なにみてるの？ エリック・カールの絵本
エリック＝カール／え　ビル＝マーチン／ぶん
偕成社編集部／やく

1984 偕成社

くまのコールテンくん ドン・フリーマン／作　まつおかきょうこ／訳 1990 偕成社

くまのビーディーくん ドン・フリーマン／作　まつおかきょうこ／訳 1998 偕成社

くもさんおへんじどうしたの エリック・カールの絵本 エリック＝カール／作　もりひさし／訳 1985 偕成社

クリスマス・イブ マーガレット・Ｗ．ブラウン∥ぶん ベニ・モントレソール∥え 1976 ほるぷ出版

クリスマスのおくりもの ジョン・バーニンガム／さく　長田弘／やく 1993 ほるぷ出版

クリスマスのまえのよる
クレメント・C・ムーア／作
ロジャー・デュボアザン／絵　こみや ゆう／訳

2011 主婦の友社

クリスマス人形のねがい
ルーマー・ゴッデン／文
バーバラ・クーニー／絵　掛川恭子／訳

2001 岩波書店

くれよんのはなし ドン・フリーマン／作　さいおんじさちこ／訳 1979 ほるぷ出版

グロースターの仕たて屋 15 ピーターラビットの絵本 ビアトリクス・ポター／作・絵　いしいももこ／訳 2002 福音館書店

くんくんとかじ 14 子どもがはじめてであう絵本 ディック・ブルーナ／作　まつおかきょうこ／訳 1992 福音館書店

くんちゃんとにじ ドロシー・マリノ／作　まさき るりこ／訳 1984 ペンギン社

くんちゃんとふゆのパーティー ドロシー・マリノ／作　まさき るりこ／訳 1981 ペンギン社

くんちゃんのだいりょこう ドロシー・マリノ／文絵　石井桃子／訳 1986 岩波書店

くんちゃんのはじめてのがっこう ドロシー・マリノ／作　まさき るりこ／訳 1982 ペンギン社

くんちゃんのはたけしごと ドロシー・マリノ／作　まさき るりこ／訳 1983 ペンギン社

くんちゃんのもりのキャンプ ドロシー・マリノ／作　まさき るりこ／訳 1983 ペンギン社

くんちゃんはおおいそがし ドロシー・マリノ／作　まさき るりこ／訳 1983 ペンギン社

げんきなマドレーヌ ルドウィッヒ・ベーメルマンス／作・画　瀬田貞二／訳 1972 福音館書店

こいぬのくんくん 13 子どもがはじめてであう絵本 ディック・ブルーナ／作　まつおかきょうこ／訳 1992 福音館書店

コウノトリのおはなし えんとつのうえの車輪
マーガレット・ワイズ・ブラウン／作
ティボル・ゲルゲイ／絵　あんどうのりこ／訳

2010 長崎出版

コーネリアス たってあるいた　わにの　はなし レオ・レオーニ／作　谷川俊太郎／訳 1983 好学社

ごきげんななめのてんとうむし エリック・カールの絵本 エリック＝カール／作　もりひさし／訳 1998 偕成社

ごきげんならいおん
ロジャー・デュボアザン／絵
ルイーズ・ファティオ／文　むらおかはなこ／訳

1979 福音館書店

ごきげんなライオン　すてきなたからもの ルイーズ・ファティオ／文 2012 ＢＬ出版

こすずめのぼうけん ルース・エインズワース／作　石井桃子／訳　堀内誠一／画 1977 福音館書店

ごちゃまぜカメレオン エリック・カール／作・絵　やぎた よしこ／訳 1978 ほるぷ出版

こねこのチョコレート Ｂ．Ｋ．ウィルソン／作　小林いづみ／訳　大社玲子／絵 2004 こぐま社

こねこのトムのおはなし 4 ピーターラビットの絵本 ビアトリクス・ポター／作・絵　いしいももこ／訳 2002 福音館書店

こねこのねる 12 子どもがはじめてであう絵本 ディック・ブルーナ／作　いしいももこ／訳 1992 福音館書店

こねこのぴっち　大型絵本 ハンス・フィッシャー∥文／絵　石井桃子∥訳 1987 岩波書店

こぶたのピグリン・ブランドのおはなし 21 ピーターラビットの絵本 ビアトリクス・ポター／作・絵　いしいももこ／訳 2002 福音館書店

こぶたのロビンソンのおはなし 24 ピーターラビットの絵本 ビアトリクス・ポター／作・絵　いしいももこ／訳 2002 福音館書店

コロちゃんはどこ？ エリック・ヒル／作・絵　松川 真弓／訳 2004 評論社

こわいわるいうさぎのおはなし 6 ピーターラビットの絵本 ビアトリクス・ポター／作・絵　いしいももこ／訳 2002 福音館書店

こんなしっぽでなにするの？
スティーブ・ジェンキンズ　ロビン・ペイジ／共作
佐藤見果夢／訳

2007 評論社

こんにちは　あかぎつね！ エリック・カール／作　さのようこ／訳 1999 偕成社

こんにちはあかちゃん
メム　フォックス／作
スティーブ　ジェンキンス／絵　角野栄子／訳

2011 福音館書店

さーかす 15 子どもがはじめてであう絵本 ディック・ブルーナ／作　いしいももこ／訳 1992 福音館書店

さむがりやのサンタ レイモンド・ブリッグズ／作・絵　すがはらひろくに／訳 1974 福音館書店

サリーのこけももつみ ロバート・マックロスキー／文絵　石井桃子／訳 1986 岩波書店

さるのオズワルド エゴン・マチーセン／作 松岡享子／訳 1998 こぐま社



書名 巻次 副書名・シリーズ名 著者名 出版年 出版者

サンタクロースっているんでしょうか？
ニューヨーク・サン新聞「社説」／作
東 逸子／絵　中村妙子／訳

1977 偕成社

サンタクロースとぎんのくま マレーク・ベロニカ／文・絵　みやこうせい／訳 2007 福音館書店

サンタのなつやすみ レイモンド・ブリッグズ／作　さくまゆみこ／訳 1998 あすなろ書房

さんねん峠 朴民宜／絵 1981 岩崎書店

三びきのやぎのがらがらどん マーシャ・ブラウン／絵　せたていじ／訳 1979 福音館書店

ジェレミー・フィッシャーどんのおはなし 17 ピーターラビットの絵本 ビアトリクス・ポター／作・絵　いしいももこ／訳 2002 福音館書店

しごと オクセンバリー「あかちゃんのえほん」 ヘレン・オクセンバリー／作・絵 1981 文化出版局

しごとをとりかえただんなさん ノルウェーの昔話 ウィリアム・ウィースナー／絵 　あきのしょういちろう／訳 2007 童話館出版

しずかなおはなし
サムイル・マルシャーク／文
ウラジミル・レーベデフ／絵　うちだりさこ／訳

1978 福音館書店

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／作 2008 ＢＬ出版

しずくのぼうけん
マリア・テルリコフスカ／作
うちだりさこ／訳　ボフダン・ブテンコ／絵

1981 福音館書店

したく オクセンバリー「あかちゃんのえほん」 ヘレン・オクセンバリー／作・絵 1981 文化出版局

じてんしゃにのるひとまねこざる 岩波の子どもの本 Ｈ．Ａ．レイ／文，絵　光吉夏弥／訳 1998 岩波書店

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・レオーニ／作　谷川俊太郎／訳 1978 好学社

じめんのうえとじめんのした 改訂 福音館のかがくのほん アーマ　Ｅ．ウェバー／文・絵　藤枝澪子／訳 1968 福音館書店

ジャイアント・ジャム・サンド ジョン・ヴァーノン・ロード／ぶんえ　安西徹雄／やく 1978 アリス館

しゃっくりがいこつ
マージェリー・カイラー／作
Ｓ．Ｄ．シンドラー／絵　黒宮純子／訳

2004 セーラー出版

ジャムつきパンとフランシス
ラッセル・ホーバン／作
リリアン・ホーバン／絵　まつおかきょうこ／訳

1978 好学社

しょうぼうねこ エスター・アベリル∥作 1993 文化出版局

ジルベルトとかぜ マリー・ホール・エッツ／作　たなべいすず／訳 富山房

しろいうさぎとくろいうさぎ ガース・ウイリアムズ／文・絵　まつおかきょうこ／訳 1974 福音館書店

スイミー ちいさなかしこいさかなのはなし レオ・レオーニ／作　谷川俊太郎／訳 1979 好学社

ずーっとずっとだいすきだよ ハンス・ウィルヘルム／えとぶん　久山太市／やく 1988 評論社

すきがいっぱい マーガレット・ワイズ・ブラウン／さく 2010 フレーベル館

すてきな三にんぐみ トミー＝アンゲラー／作　いまえよしとも／訳 1969 偕成社

ストライプ　たいへん！しまもようになっちゃった デヴィッド・シャノン／文と絵　清水奈緒子／訳 1999 セーラー出版

ずるいねこのおはなし 20 ピーターラビットの絵本 ビアトリクス・ポター／作・絵　いしいももこ／訳 2002 福音館書店

せいめいのれきし バージニア・リー・バートン／文・え　いしいももこ／やく 1979 岩波書店

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・レオーニ／作　谷川俊太郎／訳 1978 好学社

せかいいち大きな女の子のものがたり ポール  Ｏ．ゼリンスキー∥絵 アン・アイザック 1996 冨山房

せかいでいちばんつよい国 デビッド・マッキー／作　なかがわちひろ／訳 2005 光村教育図書

せかいのひとびと ピーター・スピアー／絵・文　松川真弓／訳 1982 評論社

せかい一わるいかいじゅう パット・ハッチンス／作　乾侑美子／訳 1990 偕成社

せきたんやのくまさん
フィービ・ウォージントン、
ジョーン・ウォージントン／作・絵　まさきるりこ／訳

1987 福音館書店

セシリ・パセリのわらべうた 23 ピーターラビットの絵本 ビアトリクス・ポター／作・絵　いしいももこ／訳 2002 福音館書店

ぜったいたべないからね チャーリーとローラのおはなし ローレン・チャイルド／作　木坂涼／訳 2002 フレーベル館

ゼラルダと人喰い鬼
トミー・ウンゲラー／〔作〕
たむらりゅういち／訳　あそうくみ／訳

1977 評論社

ぞうのエルマー デビッド・マッキー／文・絵　きたむらさとし／訳 2002 ＢＬ出版

ぞうのさんすう ヘルメ・ハイネ／さく　いとうひろし／やく 2000 あすなろ書房

ぞうのババール ジャン・ド・ブリュノフ／作　やがわすみこ／訳 1974 評論社

ソフィー・スコットの南極日記　 絵本地球ライブラリー アリソン・レスター || 作　斎藤倫子 || 訳 2013 小峰書店

たいせつなこと マーガレット・ワイズ・ブラウン／さく 2001 フレーベル館

たこをあげるひとまねこざる 岩波の子どもの本 マーガレット・レイ／文　Ｈ．Ａ．レイ／絵　光吉夏弥／訳 1998 岩波書店

ダチョウのくびはなぜながい？ アフリカのむかしばなし
ヴァーナ・アーダマ／文
マーシャ・ブラウン／絵　まつおかきょうこ／訳

1996 冨山房

だめよ、デイビッド！ デイビッド・シャノン／作　小川仁央／訳 2001 評論社

だれか、そいつをつかまえろ！
ピーター・アーマー／作
アンドリュー・シャケット／絵　二宮由紀子／訳

1995 ブックローン出版

たんじょうび ハンス・フィッシャー／作・絵 1979 福音館書店

タンタンの冒険 限定版コレクターズBOX エルジェ∥作　川口恵子∥訳 2011 福音館書店

ダンデライオン ドン・フリーマン／作　アーサー・ビナード／訳 2005 福音館書店

だんまりこおろぎ エリック・カールの絵本 エリック・カール／作・絵　くどう なおこ／訳 1990 偕成社

ちいさいおうち バージニア・リーバートン／作・絵　石井桃子／訳 1979 岩波書店

ちいさな１ アン・ランド／作　ポール・ランド／作　谷川俊太郎／訳 1994 ほるぷ出版

ちいさなあなたへ
アリスン・マギー／文
ピーター・レイノルズ／絵　なかがわちひろ／訳

2008 主婦の友社



書名 巻次 副書名・シリーズ名 著者名 出版年 出版者

ちいさなうさこちゃん 1 子どもがはじめてであう絵本 ディック・ブルーナ／作　いしいももこ／訳 1992 福音館書店

ちいさなさかな 11 子どもがはじめてであう絵本 ディック・ブルーナ／作　いしいももこ／訳 1992 福音館書店

ちいさなちいさなおばあちゃん エルサ・ベスコフ／作　いしいとしこ／訳 2001 偕成社

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／文　ニノン／絵　福本友美子／訳 2011 福音館書店

ちいさなヒッポ マーシャ・ブラウン／作　うちだりさこ／訳 1983 偕成社

ちいさなもみのき
マーガレット・ワイズ・ブラウン／作
バーバラ・クーニー／絵　かみじょうゆみこ／訳

1993 福音館書店

ちきゅう
Ｇ．ブライアン・カラス∥さく・え
庄司太一∥やく　海部宣男∥監修

2007 偕成社

ちびゴリラのちびちび ルース　ボーンスタイン∥さく いわた　みみ∥やく 1978 ほるぷ出版

チムとゆうかんなせんちょうさん エドワード・アーディゾーニ 2001 福音館書店

つきのぼうや イブ・スパング・オルセン／作・絵　やまのうちきよこ／訳 1975 福音館書店

月へミルクをとりにいったねこ
アルフレッド・スメードベルイ／作
たるいしまこ／絵　ひしきあきらこ／訳

1996 福音館書店

ツバメの歌 岩波の子どもの本 ノーラン・クラーク／文　レオ・ポリティ／文・絵　石井桃子／訳 1994 岩波書店

ティギーおばさんのおはなし 16 ピーターラビットの絵本 ビアトリクス・ポター／作・絵　いしいももこ／訳 2002 福音館書店

ティッチ 世界傑作絵本シリーズ パット・ハッチンス／作・絵　いしいももこ／訳 1979 福音館書店

できるかな？あたまからつまさきまで エリック・カールの絵本 エリック・カール／作・絵　くどう なおこ／訳 1997 偕成社

てぶくろ　ウクライナ民話 エウゲーニー・Ｍ・ラチョフ／絵　うちだりさこ／訳 1980 福音館書店

てぶくろがいっぱい
フローレンス・スロボドキン∥文
ルイス・スロボドキン∥絵　三原泉∥訳

2008 偕成社

でんしゃ バイロン・バートン∥さく／え 1992 金の星社

とうさんおはなしして アーノルド・ローベル／作　三木 卓／訳 1973 文化出版局

どうするティリー？ レオ・レオーニ／著　谷川俊太郎／訳 2002 あすなろ書房 

どうながのプレッツェル マーグレット・レイ／文　Ｈ・Ａ・レイ／絵　わたなべしげお／訳 1979 福音館書店

どうぶつ ブライアン・ワイルドスミス∥ぶん・え 1979 らくだ出版

動物会議 岩波の子どもの本
エーリヒ・ケストナー／文　ワルター・トリアー／絵
光吉夏弥／訳

1994 岩波書店

どうぶつがすき パトリック・マクドネル／作　なかがわちひろ／訳 2011 あすなろ書房

どうぶつにふくをきせてはいけません ジュディ・バレット／文　ロン・バレット／画　ふしみみさを／訳 2005 朔北社

どうやって作るの？　パンから電気まで オールドレン・ワトソン∥作　竹下文子∥訳 2012 偕成社

とおもったら… イエラ・マリ／作　栗栖カイ／訳 2005 ブロンズ新社

どこへいったの、お月さま フランク・アッシュ／えとぶん 1987 評論社

としょかんライオン ケビン・ホークス／絵 2007 岩崎書店

となりのまじょのマジョンナさん 世界の絵本 ノーマン・ブリッドウェル／作　長野ヒデ子／絵 2001 偕成社

ともだち オクセンバリー「あかちゃんのえほん」 ヘレン・オクセンバリー／作・絵 1981 文化出版局

ともだちつれてよろしいですか
ベアトリス・シェンク・ド・レーニエ／文
ベニ・モントレソール／絵　わたなべしげお／訳

2003 童話館出版

とらっく バイロン・バートン∥さく／え 1992 金の星社

どれがぼくかわかる？ カーラ・カスキン／文・絵　よだしずか／訳 1978 偕成社

どろんここぶた アーノルド・ローベル／作　三木 卓／訳 1971 文化出版局

どろんこハリー
ジーン・ジオン／文
マーガレット・ブロイ・グレアム／絵　わたなべしげお

1964 福音館書店

どんなにきみがすきだかあててごらん
サム・マクブラットニィ／作
アニタ・ジェラーム／絵　小川仁央／訳

1995 評論社

長ぐつをはいたねこ
シャルル・ペロー／原作
ハンス・フィッシャー／文・絵　やがわすみこ／訳

1980 福音館書店

なきむしぼうや エルサ・ベスコフ／作・絵　石井登志子／訳 2002 徳間書店

なつのゆきだるま
ジーン・ジオン／文
マーガレット・ブロイ・グレアム／絵　ふしみみさを／

2003 岩波書店

なみ スージー　リー／作 2009 講談社

なみにきをつけて、シャーリー ジョン・バーニンガム／作　へんみまさなお／訳 1978 ほるぷ出版

にじいろのさかな マーカス・フィスター／作 1995 講談社

ヌードル 岩波の子どもの本
マンロー・リーフ／文
ルドウィッヒ・ベーメルマンス／絵　福本友美子／訳

2003 岩波書店

ね、ぼくのともだちになって！ エリック・カールの絵本 エリック・カール／作・絵　 1991 偕成社

ねえ、どれがいい？ ジョン・バーニンガム／さく  まつかわまゆみ／やく 2010 評論社

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／作　スギヤマカナヨ／訳 2009 セーラー出版

ねずみのとうさんアナトール イブ・タイタス／文　ポール・ガルドン／絵　晴海耕平／訳 1995 童話館出版

ねむりひめ フェリクス・ホフマン 1978 福音館書店

のねずみチュウチュウおくさんのおはなし 8 ピーターラビットの絵本 ビアトリクス・ポター／作・絵　いしいももこ／訳 2002 福音館書店

パイがふたつあったおはなし 19 ピーターラビットの絵本 ビアトリクス・ポター／作・絵　いしいももこ／訳 2002 福音館書店

ハエをのみこんだおばあさん シムズ・タバック／作　木坂涼／訳 2002 フレーベル館



書名 巻次 副書名・シリーズ名 著者名 出版年 出版者

はだかの王さま
アンデルセン／作
バージニア・リー・バートン／絵　乾侑美子／訳

2004 岩波書店

はたらきもののじょせつしゃ　けいてぃー 世界傑作絵本シリーズ バージニア・リー・バートン／文・絵　いしいももこ／訳 1987 福音館書店

はちうえはぼくにまかせて ジーン・ジオン／作　マーガレット・ブロイ・グレアム／絵 1981 ペンギン社

はなのすきなうし 岩波の子どもの本 マンロー・リーフ／お話　ロバート・ローソン／絵　光吉夏弥／訳 1954 岩波書店

はなをくんくん
ルース・クラウス／ぶん
きじまはじめ／やく　マーク・サイモント／え

1980 福音館書店

パパ、お月さまとって！ エリック・カールの絵本 エリック・カール／作・絵　もり ひさし／訳 1986 偕成社

パパのカノジョは ジャニス・レヴィ／作　クリス・モンロー／絵　もん／訳 2002 岩崎書店

はらぺこあおむし エリック＝カール 1989 偕成社

ハリーのセーター
ジーン・ジオン／文
マーガレット・ブロイ・グレアム／絵　わたなべしげお

1983 福音館書店

ハリネズミと金貨　ロシアのお話　 世界のお話傑作選
ウラジーミル・オルロフ∥原作
田中潔∥文　ヴァレンチン・オリシヴァング∥絵

2003 偕成社

ハロウィーンってなぁに？ クリステル・デモワノー／作　中島さおり／訳 2006 主婦の友社

はろるどとむらさきのくれよん クロケット・ジョンソン／作　岸田衿子／訳 1972 文化出版局

はろるどのふしぎなぼうけん クロケット・ジョンソン／作　岸田衿子／訳 1973 文化出版局

パンやのくまさん
フィービ・ウォージントン、
ジョーン・ウォージントン／作・絵　まさきるりこ／訳

1987 福音館書店

ピーターのいす エズラ＝ジャック＝キーツ／作・画　木島始／訳 1984 偕成社

ピーターのくちぶえ エズラ＝ジャック＝キーツ／作・画　木島始／訳 1987 偕成社

ピーターラビットのおはなし 1 ピーターラビットの絵本 ビアトリクス・ポター／作・絵　いしいももこ／訳 2002 福音館書店

ぴーんちゃんとふぃーんちゃん 3 ブルーナのゆかいななかま ディック・ブルーナ／作　いしいももこ／訳 1992 福音館書店

ピクニックにいこう！ パット・ハッチンス／作・絵　たなかあきこ／訳 2003 徳間書店

ひげのサムエルのおはなし 14 ピーターラビットの絵本 ビアトリクス・ポター／作・絵　いしいももこ／訳 2002 福音館書店

ひこうき バイロン・バートン∥さく／え 1992 金の星社

ビッグ・オーとの出会い　 続ぼくを探しに シルヴァスタイン／作　倉橋由美子／訳 1982 講談社

ひとまねこざる 改版 岩波の子どもの本 Ｈ．Ａ．レイ／文，絵　光吉夏弥／訳 1998 岩波書店

ひとまねこざるときいろいぼうし 岩波の子どもの本 Ｈ．Ａ．レイ／文，絵　光吉夏弥／訳 1998 岩波書店

ひとまねこざるびょういんへいく 岩波の子どもの本 マーガレット・レイ／文　Ｈ．Ａ．レイ／絵　光吉夏弥／訳 1998 岩波書店

ひみつだから！ ジョン・バーニンガム／文･絵　福本友美子／訳 2010 岩崎書店

ビュンビュンきしゃをぬく
アーナ・ボンタン／文　ジャック・コンロイ／文
バージニア・リー・バートン／絵　ふしみみさを／訳

2004 岩波書店

ビロードうさぎ
マージェリィ・ウィリアムズ／文
いしいももこ／訳　ウィリアム・ニコルソン／絵

2002 童話館出版

ビロードのうさぎ マージェリィ・Ｗ．ビアンコ／原作　酒井駒子／絵・抄訳 2007 ブロンズ新社

ふうせんばたけのひみつ
ジャーディン・ノーレン／文
マーク・ビーナー／絵　山内智恵子／訳

1998 徳間書店

ぶかぶかティッチ 世界傑作絵本シリーズ パット・ハッチンス／作・絵　いしいももこ／訳 1984 福音館書店

ふくろうくん アーノルド・ローベル／作　三木 卓／訳 1976 文化出版局

ふしぎなたまご 9 子どもがはじめてであう絵本 ディック・ブルーナ／作　いしいももこ／訳 1992 福音館書店

ふたりはいっしょ アーノルド・ローベル／作　三木 卓／訳 1972 文化出版局

ふたりはいつも アーノルド・ローベル／作　三木 卓／訳 1977 文化出版局

ふたりはきょうも アーノルド・ローベル／作　三木 卓／訳 1980 文化出版局

ふたりはともだち アーノルド・ローベル／作　三木 卓／訳 1972 文化出版局

ふつうに学校にいくふつうの日 世界の絵本コレクション コリン・マクノートン／文　きたむらさとし／絵　柴田元幸／訳 2005 小峰書店

ふとっちょねこ ジャック・ケント／さく 2001 朔北社

ふね バイロン・バートン∥さく／え 1992 金の星社

フランシスとたんじょうび
ラッセル・ホーバン／作
リリアン・ホーバン／絵　まつおかきょうこ／訳

2011 好学社

ブルーベリーのもりでのプッテのぼうけん 新版 エルサ・ベスコフ／作・絵　おのでらゆりこ／訳 1977 福音館書店

ブレーメンのおんがくたい グリム／原作　ハンス・フィッシャー／絵　せたていじ／訳 1980 福音館書店

フレデリック ちょっとかわったのねずみのはなし レオ・レオーニ／作　谷川俊太郎／訳 1969 好学社

フロプシーのこどもたち 3 ピーターラビットの絵本 ビアトリクス・ポター／作・絵　いしいももこ／訳 2002 福音館書店

ベーコンわすれちゃだめよ！ パット・ハッチンス／作　わたなべしげお／訳 1977 偕成社

へびのクリクター トミー・ウンゲラー／作 1974 文化出版局

ペレのあたらしいふく スウェーデンの絵本 エルサ・ベスコフ／作・絵　おのでらゆりこ／訳 1976 福音館書店

ベンジャミンバニーのおはなし 2 ピーターラビットの絵本 ビアトリクス・ポター／作・絵　いしいももこ／訳 2002 福音館書店

ぼく、お月さまとはなしたよ フランク・アッシュ／えとぶん 1985 評論社

ぼくにげちゃうよ
マーガレット・Ｗ・ブラウン／文
クレメント・ハード／絵　いわたみみ／訳

1978 ほるぷ出版

ぼくはあるいたまっすぐまっすぐ マーガレット・ワイズ・ブラウン／作　林 明子／絵 1984 ペンギン社

ぼくはおこった 評論社の児童図書館・絵本の部屋 ハーウィン・オラム／文　きたむらさとし／絵・訳 1996 評論社



書名 巻次 副書名・シリーズ名 著者名 出版年 出版者

ぼくを探しに シルヴァスタイン／作　倉橋由美子／訳 1979 講談社

ポケットのないカンガルー　改訂版 Ｈ．Ａ．レイ∥え　エミイ・ペイン∥さく　西内ミナミ∥やく 1994 偕成社

ぼちぼちいこか
マイク＝セイラー／作
ロバート＝グロスマン／絵　いまえよしとも／訳

1980 偕成社

ボリボン マレーク・ベロニカ／文・絵　みやこうせい／訳 2002 福音館書店

マーシャと白い鳥 ロシアの民話 Ｍ．ブラートフ／再話　出久根育／文・絵 2005 偕成社

まさ夢いちじく Ｃ・Ｖ・オールズバーグ／絵と文　村上春樹／訳 1994 河出書房新社

マシューのゆめ えかきになったねずみのはなし レオ・レオーニ／作　谷川俊太郎／訳 1992 好学社

まちねずみジョニーのおはなし 9 ピーターラビットの絵本 ビアトリクス・ポター／作・絵　いしいももこ／訳 2002 福音館書店

まっくろネリノ ヘルガ・ガルラー／作・絵　矢川澄子／訳 1973 偕成社

マットくんのしょうぼうじどうしゃ ピーター・シス／さく 1999 ＢＬ出版

マドレーヌといぬ ルドウィッヒ・ベーメルマンス／作・画　瀬田貞二／訳 1973 福音館書店

まほうつかいのノナばあさん トミー・デ・パオラ／ぶん・え　ゆあさふみえ／やく 1978 ほるぷ出版

まよなかのだいどころ モーリス・センダック／作　じんぐうてるお／訳 1982 冨山房

まりーちゃんとおおあめ フランソワーズ／文・絵　きじまはじめ／訳 1978 福音館書店

まりーちゃんとひつじ 岩波の子どもの本 フランソワーズ／文・絵　与田準一／訳 1980 岩波書店

まりーちゃんのクリスマス 岩波の子どもの本 フランソワーズ／文・絵　与田準一／訳 1980 岩波書店

マリールイズいえでする
Ｎ．Ｓ．カールソン／作
Ｊ．アルエゴ／え　Ａ．デューイ／絵　星川菜津代／

1996 童話館出版

まるまるまるのほん エルヴェ・テュレ／作　たにかわしゅんたろう／訳 2010 ポプラ社

みつけたぞぼくのにじ ドン・フリーマン／文・絵　大岡信／訳 1977 岩波書店

みっつのねがいごと 岩波の子どもの本 マーゴット・ツェマック／文・絵　小風さち／訳 2003 岩波書店

もぐらとじどうしゃ ズデネック・ミレル 1969 福音館書店

もぐらとずぼん ズデネック・ミレル 1979 福音館書店

もしゃもしゃちゃん マレーク・ベロニカ／文・絵　みやこうせい／訳 2005 福音館書店

ものぐさトミー 岩波の子どもの本 ペーン・デュボア／文・絵　松岡享子／訳 1977 岩波書店

モペットちゃんのおはなし 5 ピーターラビットの絵本 ビアトリクス・ポター／作・絵　いしいももこ／訳 2002 福音館書店

もりのこびとたち スウェーデンの絵本 エルサ・ベスコフ／作・絵　おおつかゆうぞう／訳 1981 福音館書店

もりのなか マリー・ホール・エッツ 1980 福音館書店

やかまし村のクリスマス イロン･ヴィークランド／絵 2003 ポプラ社

ゆうびんやのくまさん
フィービ・ウォージントン、
ジョーン・ウォージントン／作・絵　まさきるりこ／訳

1987 福音館書店

ゆかいなかえる ジュリエット・キープス／文・絵　いしいももこ／訳 1980 福音館書店

ゆき ユリ・シュルヴィッツ／作　さくまゆみこ／訳 1998 あすなろ書房

ゆきのひ エズラ＝ジャック＝キーツ／文・絵　きじまはじめ／訳 1979 偕成社

ゆきのひのうさこちゃん 4 子どもがはじめてであう絵本 ディック・ブルーナ／作　いしいももこ／訳 1964 福音館書店

よあけ ユリー・シュルヴィッツ／作・画　瀬田貞二／訳 1980 福音館書店

ようちえん 16 子どもがはじめてであう絵本 ディック・ブルーナ／作　いしいももこ／訳 1992 福音館書店

よかったねネッドくん レミー・チャーリップ／さく　やぎたよしこ／訳 1997 偕成社

ヨセフのだいじなコート シムズ・タバック／作　木坂涼／訳 2001 フレーベル館

よるのねこ ダーロフ・イプカー∥文と絵 1988 大日本図書

ライオンとねずみ　イソップものがたり 〔イソップ／原作〕　ジェリー・ピンクニー／作　さくまゆみこ／訳 2010 光村教育図書

ラチとらいおん マレーク・ベロニカ／文・絵　とくながやすもと／訳 1965 福音館書店

ラッセのにわで エルサ・ベスコフ／作・絵　石井登志子／訳 2001 徳間書店

りすのナトキンのおはなし 10 ピーターラビットの絵本 ビアトリクス・ポター／作・絵　いしいももこ／訳 2002 福音館書店

りんごのき チェコの絵本
エドアルド・ペチシカ／文
ヘレナ・ズマトリーコバー／絵　うちだりさこ／訳

1979 福音館書店

ルピナスさん 小さなおばあさんのお話 バーバラ・クーニー／作　かけがわやすこ／訳 1987 ほるぷ出版

ロージーのおさんぽ 偕成社・新訳えほん パット・ハッチンス／作　わたなべしげお／訳 1978 偕成社

ろけっとこざる 改版 岩波の子どもの本 Ｈ．Ａ．レイ／文，絵　光吉夏弥／訳 1998 岩波書店

ロバのシルベスターとまほうの小石 ウィリアム・スタイグ／作　せたていじ／やく 1975 評論社

わゴムはどのくらいのびるかしら？ マイク・サーラー∥ぶん ジェリー・ジョイナー∥え 1976 ほるぷ出版

わすれられないおくりもの スーザン・バーレイ／作・絵 1986 評論社

わたしとあそんで マリー・ホール・エッツ 1980 福音館書店

わたしのすきなもの フランソワーズ／作　なかがわちひろ／訳 2005 偕成社

雨、あめ ピーター・スピアー／〔著〕 1984 評論社

海のおばけオーリー マリー・ホール・エッツ 1974 岩波書店

騎士とドラゴン トミー・デ・パオラ／ぶん・え　岡田淳／やく 2005 ほるぷ出版

急行「北極号」 Ｃ．Ｖ．オールズバーグ／絵と文　村上春樹／訳 2003 あすなろ書房



書名 巻次 副書名・シリーズ名 著者名 出版年 出版者

教会ねずみとのんきなねこ グレアム・オークリー／作・絵　三原泉／訳 2011 徳間書店

金のニワトリ 岩波の子どもの本 E・ポガニー／文　W・ポガニー／絵　光吉夏弥／訳 1994 岩波書店

月夜のみみずく
ジェイン＝ヨーレン／詩
くどうなおこ／訳　ジョン＝ショーエンヘール／絵

1989 偕成社

光の旅　かげの旅 アン・ジョナス∥〔著〕 内海／まお∥訳 1984 評論社

皇帝にもらった花のたね デミ／作・絵　武本佳奈絵／訳 2009 徳間書店

時計つくりのジョニー エドワード・アーディゾーニ／作　あべきみこ／訳 1998 こぐま社

小さなきかんしゃ グレアム　グリーン∥文 エドワード　アーディゾーニ∥絵 1975 文化出版局

真昼の夢 セーラ　Ｌ．トムソン∥文 2006 ほるぷ出版

水おとこのいるところ
イーヴォ・ロザーティ／作
ガブリエル・パチェコ／絵　田中桂子／訳

2009 岩崎書店

西風号の遭難 クリス・ヴァン・オールズバーグ／絵と文　村上春樹／訳 1985 河出書房新社

赤ずきん 岩波の子どもの本 グリム兄弟／〔原作〕　バーナディット・ワッツ／絵　生野幸吉／訳 1979 岩波書店

天の火をぬすんだウサギ ジョアンナ・トゥロートン／さく　山口文生／やく 1987 評論社

百年の家 ロベルト　インノチェンティ∥絵 Ｊ．パトリック　ルイス∥作 2010 講談社

風が吹くとき レイモンド・ブリッグズ／作　さくまゆみこ／訳 1998 あすなろ書房

魔術師アブドゥル・ガサツィの庭園 Ｃ．Ｖ．オールズバーグ／絵と文　村上春樹／訳 2005 あすなろ書房

魔術師の弟子
バーバラ・ヘイズン／文
トミー・ウンゲラー／絵　たむらりゅういち・あそうくみ

1977 評論社

名馬キャリコ バージニア・リー・バートン／〔絵〕　せたていじ／訳 1974 岩波書店

木を植えた男 ジャン・ジオノ／原作　フレデリック・バック／絵　寺岡襄／訳 1989 あすなろ書房

葉っぱのフレディ いのちの旅 レオ・バスカーリア∥作 みらい／なな∥訳 1998 童話屋 

旅するベッド ジョン・バーニンガム／作　長田弘／訳 2003 ほるぷ出版

ねこがいっぱい グレース・スカール∥さく　やぶきみちこ∥やく 1986 福音館書店

いぬがいっぱい グレース・スカール∥さく　やぶきみちこ∥やく 1986 福音館書店

おとうさんおかえり
マーガレット・ワイズ・ブラウン∥文
スティーヴン・サヴェッジ∥絵　さくまゆみこ∥訳

2011 ブロンズ新社

ペネロペようちえんへいく 3 ペネロペのしかけえほんシリーズ
アン・グットマン∥ぶん
ゲオルグ・ハレンスレーベン∥え　ひがしかずこ∥や

2004 岩崎書店

はらぺこあおむし　ボードブック エリック・カール∥さく　もりひさし∥やく 1997 偕成社

はらぺこあおむし　ボードブック エリック・カール∥さく　もりひさし∥やく 1997 偕成社

おんぶはこりごり アンソニー・ブラウン∥作　藤本朝巳∥訳 2005 平凡社

よこながきしゃぽっぽ　 おりたたみしかけえほん リチャード・スキャーリー∥さく　きたむらまさお∥やく 1995 大日本絵画

でんしゃ　 1 バートンののりものえほん バイロン・バートン　|| さく・え　こじままもる || 訳 1992 金の星社

コロちゃんのおともだち エリック・ヒル 児童図書館・絵本の部屋

おかあさんとこども　 1 じぶんでひらく絵本 Ｈ・Ａ・レイ || 作　石竹光江 || 訳 1970 文化出版局

サーカスをみよう 2 じぶんでひらく絵本 Ｈ・Ａ・レイ || 作　石竹光江 || 訳 1970 文化出版局

さあたべようね　 3 じぶんでひらく絵本 Ｈ・Ａ・レイ || 作　石竹光江 || 訳 1970 文化出版局

だれのうちかな　 4 じぶんでひらく絵本 Ｈ・Ａ・レイ || 作　石竹光江 || 訳 1970 文化出版局

さわってごらん！ふしぎなふしぎなまほうの木 クリスティン・マシソン || 作　大友剛 || 訳 2014 ひさかたチャイルド

マララとイクバル　 パキスタンのゆうかんな子どもたち ジャネット・ウィンター || さく　　道傅愛子 || やく 2015 岩崎書店

シラユキさんとあみあみモンスター アンネマリー・ファン・ハーリンゲン || 作　野坂悦子 || 訳 2016 BL出版

おひさまパン エリサ・クレヴェン∥作絵　江國香織∥訳 2003 金の星社

おとぞうさん マイケル・グレイニエツ∥絵と文　ほそのあやこ∥訳 2005 セーラー出版

はなくそ アラン・メッツ || さく　ふしみみさを || やく 2015 ロクリン社

ぜったいひとつだからね　 チャーリーとローラ ローレン・チャイルド || 作　　木坂涼 || 訳 2016 フレーベル館

つかまえろ！ カタリーナ・ヴァルクス || 作　ふしみみさを || 訳 2014 文研出版

ピンクのれいぞうこ　 ティム・イーガン || 作・絵　　まえざわあきえ || 訳 2010 ひさかたチャイルド

いろいろいろのほん エルヴェ・テュレ || 作　谷川俊太郎 || 訳 2014 ポプラ社

キリンのスパゲティとかめさんサラダ レザ・ダンバルド || さく　　　はたこうしろう || やく 2018 射水市大島絵本館

ねこはまいにちいそがしい ｼﾞｮｰ・ｳｨﾘｱﾑｿﾝ || 作・絵　　　いちだいづみ || 訳 2018 徳間書店

ゆかいなゆうびんやさんのクリスマス　大判
ジャネット・アルバーグ∥作
アラン・アルバーグ∥作　佐野洋子∥訳

2006 文化出版局

ないしょのおともだち
ビバリー・ドノフリオ∥文
バーバラ・マクリントック∥絵　福本友美子∥訳

2009 ほるぷ出版

スキャーリーおじさんのとってもたのしいえいごえじてん
リチャード・スキャーリー || さく
ふしみみさを || やく　　松本加奈子 || 英語監修

2019 BL出版

たてる　 こうじのえほん
サリー・サットン || さく
ブライアン・ラブロック || え　新谷祥子 || やく

2019 福音館書店

こわす　 こうじのえほん
サリー・サットン || さく
ブライアン・ラブロック || え　新谷祥子 || やく

2019 福音館書店

ザガズー　じんせいってびっくりつづき クエンティン・ブレイク∥作　谷川俊太郎∥訳 2002 好学社

アンダーアース・アンダーウォーター　 地中・水中図絵
アレクサンドラ・ミジェリンスカ || 作・絵
ダニエル・ミジェリンスキ || 作・絵

2016 徳間書店



書名 巻次 副書名・シリーズ名 著者名 出版年 出版者

えをかくかくかく エリック・カール || 作　　アーサー・ビナード || 訳 2014 偕成社

まじょのキッチン　 めくりしかけえほん ニック・シャラット || さく・え　小川ミキ || やく 2013 大日本絵画

いのちの木 37 ポプラ社せかいの絵本 ブリッタ・テッケントラップ || 作絵　　森山京 || 訳 2013 ポプラ社

ちっちゃな木のおはなし　 評論社の児童図書館・絵本の部屋 ローレン・ロング || さく　やまねもとよ || やく 2017 評論社

いえでをしたくなったので
リーゼル・モーク・スコーペン || 文
ドリス・バーン || 絵　松井るり子 || 訳

2014 ほるぷ出版

うるさく、しずかに、ひそひそと　 音がきこえてくる絵本
ロマナ・ロマニーシン || 著
アンドリー・レシヴ || 著　広松由希子 || 訳

2019 河出書房新社

スモンスモン ソーニャ・ダウノスキ || 文・絵　新本史斉 2019 岩波書店

もうなかないよ、クリズラ セバスティアン・ロート || 作　平野卿子 || 訳 2013 冨山房

モミの木
ハンス・クリスチャン・アンデルセン || 作
サンナ・アンヌッカ || 絵　小宮由 || 訳

2013 KTC中央出版

しらゆきひめ　 児童図書館・文学の部屋 ベリンダ・ダウンズ∥刺繍　ジョーン・エイキン∥再話　せなあいこ∥訳 2002 評論社

ジャックと豆の木　イギリスの昔話　 世界傑作絵本シリーズ ジョン・シェリー∥再話／絵　おびかゆうこ∥訳 2012 福音館書店

どんなにきみがすきだかあててごらん　もういいよ！　 ゆびにんぎょうえほん サム・マクブラットニィ || ぶん　アニタ・ジェラーム || え　小川仁央 || やく 2018 大日本絵画

ゆきのあさ ステフィ・ブロコリ 2015 アノニマ・スタジオ

あめだま ペク・ヒナ　|| 作　　長谷川義史 || 訳 2018 ブロンズ新社

ぼくは犬や ペク・ヒナ　|| 作　　長谷川義史 || 訳 2020 ブロンズ新社

天女銭湯 ペク・ヒナ　|| 作　　長谷川義史 || 訳 2016 ブロンズ新社

天女かあさん ペク・ヒナ　|| 作　　長谷川義史 || 訳 2017 ブロンズ新社

おかしなおきゃくさま ペク・ヒナ　|| 作　　中川ひろたか || 訳 2019 学研プラス

きりのなかのかくれんぼ　 Hide and　seek　fog アルビン・トレッセルト　|| 文　ロジャー・デュボアザン || 絵　片山令子 || 訳 2016 復刊ドットコム

あおのじかん イザベル・シムレール || 文・絵　　石津ちひろ || 訳 2016 岩波書店

3人のママと3つのおべんとう クク・チスン　|| 作　斎藤真理子 || 訳 2020 ブロンズ新社

ママはかいぞく カリーヌ・シュリュグ || ぶん　レミ・サイヤール || え　やまもとともこ || やく 2020 光文社

おむつのなかみせてみせて！ ヒド・ファン・ヘネヒテン || 文・絵　松永りえ || 訳 2018 パイインターナショナル

おともだちになってくれる？ サム・マクブラットニィ || ぶん　アニタ・ジェラーム || え　小川仁央 || やく 2020 評論社

ほらなにもかもおちてくる ジーン・ジオン || ぶん　マーガレット・ブロイ・グレアム || え　まさきるりこ || やく 2017 瑞雲舎

あたまをつかった小さなおばあさん　 世界傑作童話シリーズ ホープ・ニューウェル || 作　松岡享子 || 訳　山脇百合子 || 画 1970 福音館書店

あたまをつかった小さなおばあさんのんびりする 世界傑作童話シリーズ ホープ・ニューウェル || 作　松岡享子 || 訳　降矢なな || 絵 2019 福音館書店

あたまをつかった小さなおばあさんがんばる　 世界傑作童話シリーズ ホープ・ニューウェル || 作　松岡享子 || 訳　降矢なな || 絵 2019 福音館書店

ケーキがやけたら、ね　 児童図書館・絵本の部屋 ヘレン・オクセンバリー∥さく　せなあいこ∥やく 1995 評論社

あおいふうせん ミック・インクペン∥作　角野栄子∥訳 1990 小学館

ハグくまさん　 人生を希望に変えるニコラスの絵本 ニコラス・オールドランド∥作　落合恵子∥訳 2011 クレヨンハウス

おすわりくまちゃん シャーリー・パレントー∥ぶん　デイヴィッド・ウォーカー∥え　福本友美子∥やく 2010 岩崎書店
どんなにきみがすきだかあててごらん　はるのおはなし　 児童図書館・絵本の部屋 サム・マクブラットニィ∥ぶん　アニタ・ジェラーム∥え　小川仁央∥やく 2008 評論社
どんなにきみがすきだかあててごらん　なつのおはなし　 児童図書館・絵本の部屋 サム・マクブラットニィ∥ぶん　アニタ・ジェラーム∥え　小川仁央∥やく 2008 評論社

ごめんね！ ノルベルト・ランダ∥作　ティム・ワーンズ∥絵　三辺律子∥訳 2011 ブロンズ新社
どんなにきみがすきだかあててごらん　あきのおはなし　 児童図書館・絵本の部屋 サム・マクブラットニィ∥ぶん　アニタ・ジェラーム∥え　小川仁央∥やく 2007 評論社
どんなにきみがすきだかあててごらん　ふゆのおはなし　 児童図書館・絵本の部屋 サム・マクブラットニィ∥ぶん　アニタ・ジェラーム∥え　小川仁央∥やく 2007 評論社

おやすみくまちゃん シャーリー・パレントー∥ぶん　デイヴィッド・ウォーカー∥え　福本友美子∥やく 2012 岩崎書店

きみがしらないひみつの三人 ヘルメ・ハイネ∥作・絵　天沼春樹∥訳 2004 徳間書店

マンマルさん マック・バーネット || 文　ジョン・クラッセン || 絵　長谷川義史 || 訳 2019 クレヨンハウス

ハックションあれッ？？ デブ・ラッキ∥作　青山南∥訳 2011 ＢＬ出版

わにくん ペーター・ニクル∥作　ビネッテ・シュレーダー∥絵　やがわすみこ∥訳 1980 偕成社

わたしたちのトビアス セシリア・スベドベリ∥編　山内清子∥訳 1978 偕成社

アンジュール　ある犬の物語 ガブリエル・バンサン∥作 1986 ブックローン出版

ファーガスどーこだ？ マイク・ボルト || 作　加瀬健太郎 || 訳 2021 偕成社

よるのねこ　 傑作ねこの絵本 ダーロフ・イプカー∥文と絵　光吉夏弥∥訳 1988 大日本図書

シロナガスクジラより大きいものっているの？ 　評論社の児童図書館・絵本の部屋 ロバート・Ｅ．ウェルズ∥さく　せなあいこ∥やく 1999 評論社

デイビッドがっこうへいく　 児童図書館・絵本の部屋 デイビッド・シャノン∥さく　小川仁央∥やく 2001 評論社

ゆきだるま　 児童図書館・絵本の部屋 レイモンド・ブリッグス∥作 1978 評論社

チキンスープ・ライスいり モーリス・センダック∥さく　じんぐうてるお∥やく 1986 富山房

これ、なあに？　 目の見えない子も見える子もみんなで楽しめる絵本　新装版 バージニア・Ａ．イエンセン∥作　ドーカス・Ｗ．ハラー∥作　きくしまいくえ∥訳 2007 偕成社

ちびまるのぼうけん　 目の見えない子も見える子もいっしょに楽しめる絵本　新装版 フィリップ＝ヌート∥作　山内清子∥訳 2007 偕成社

これは本 レイン・スミス∥作　青山南∥訳 2011 ＢＬ出版

けんこうだいいち　 マンロー・リーフ || 作　渡辺茂男 || 訳 2018 復刊ドットコム

ほね、ほね、きょうりゅうのほね　 ポプラせかいの絵本56 バイロン・バートン || 作　かけがわやすこ || 訳 2017 ポプラ社

まほうのさんぽみち　 評論社の児童図書館・絵本の部屋 ロビン・ショー || さく　せなあいこ || やく 2019 評論社

どうしてなくの？ フラン・ピンタデーラ || 文　　アナ・センデル || 絵　　星野由美 || 訳 2020 偕成社

きもち ジャナン・ケイン || さく　いしいむつみ || やく 2013 少年写真新聞社

ちゃんとたべなさい　 世界の絵本コレクション ケス・グレイ∥文　ニック・シャラット∥絵　よしがみきょうた∥訳 2002 小峰書店
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ほんとにほんと　 世界の絵本コレクション ケス・グレイ∥文　ニック・シャラット∥絵　よしがみきょうた∥訳 2006 小峰書店

だめだめ、デイジー　 世界の絵本コレクション ケス・グレイ∥文　ニック・シャラット∥絵　よしがみきょうた∥訳 2004 小峰書店

初版＊グリム童話集　 ベスト・セレクション グリム兄弟∥〔著〕　グリム兄弟∥〔著〕　吉原高志∥訳　吉原素子∥訳1998 白水社

きよしこのよる チェレスティーノ・ピアッティ || え　中村妙子 || ぶん1979 日本キリスト教団出版局

ツリーハウスがほしいなら カーター・ヒギンズ || 文　エミリー・ヒューズ || 絵　千葉茂樹 || 訳 2018 ブロンズ新社

わたしのいえ カーソン・エリス || 作　木坂涼 || 訳 2016 偕成社

野ばらの村のひみつのへや　 野ばらの村の物語 ジル・バークレム || 作・絵　こみやゆう || 訳 2022 出版ワークス

ムーミンやしきへようこそ　 ちいさなあなあき絵本 トーベ・ヤンソン || 原作・絵　当麻ゆか || 訳 2016 徳間書店

もしもせかいがたべものでできていたら　 A WORLD OF FOOD カール・ワーナー || 写真・文　今井悟朗 || 訳 2015 フレーベル館

バーバパパのいえさがし　 講談社のバーバパパえほん アネット・チゾン∥さく　タラス・ティラー∥さく　やましたはるお∥やく 1982 講談社

ニッキーとヴィエラ　 ホロコーストの静かな英雄と救われた少女 ピーター・シス || 作　　福本友美子 || 訳 2022 ＢＬ出版

<きもち>はなにをしているの？ ティナ・オジェヴィッツ || 文　　アレクサンドラ・ザヨンツ || 絵　森絵都 || 訳 2021 河出書房新社

きょうりゅうバスでがっこうへ リウ・スーユエン || 文　　リン・シャオペイ || 絵　石田稔 || 訳 2022 世界文化社

ちちゃこいやつ ロブ・ハドソン || さく　　ダニエル・カール || 訳 2020 マイクロマガジン社


