
種別 書名 巻次 副書名・シリーズ名 著者名 出版年 出版者

絵本 １０００の風１０００のチェロ いせ　ひでこ 2000 偕成社

絵本 １００かいだてのいえ いわいとしお／〔作〕 2008 偕成社

絵本 １００万回生きたねこ 佐野洋子／作・絵 1978 講談社

絵本 １０ぴきのかえる 3 ＰＨＰこころのえほん 間所ひさこ／さく　仲川道子／え 1981 ＰＨＰ研究所

絵本 １０ぴきのかえるのうんどうかい ＰＨＰにこにこえほん 間所ひさこ／さく　仲川道子／え 1999 ＰＨＰ研究所

絵本 １０ぴきのかえるのおしょうがつ ＰＨＰにこにこえほん 間所ひさこ／さく　仲川道子／え 1992 ＰＨＰ研究所

絵本 １０ぴきのかえるのたなばたまつり ＰＨＰにこにこえほん 間所ひさこ／さく　仲川道子／え 2001 ＰＨＰ研究所

絵本 １０ぴきのかえるのなつまつり ＰＨＰのえほん 間所ひさこ／さく　仲川道子／え 1988 ＰＨＰ研究所

絵本 １０ぴきのかえるののどじまん ＰＨＰにこにこえほん 間所ひさこ／さく　仲川道子／え 1995 ＰＨＰ研究所

絵本 １０ぴきのかえるのふゆごもり ＰＨＰのえほん 間所ひさこ／さく　仲川道子／え 1990 ＰＨＰ研究所

絵本 １０人のゆかいなひっこし 安野光雅／作 1981 童話屋

絵本 １１ぴきのねこ 馬場のぼる／著 1967 こぐま社

絵本 １１ぴきのねこ　ふくろのなか 馬場のぼる／著 1982 こぐま社

絵本 １１ぴきのねことあほうどり 馬場のぼる／著 1972 こぐま社

絵本 １１ぴきのねことぶた 馬場のぼる／著 1976 こぐま社

絵本 １１ぴきのねことへんなねこ 馬場のぼる／著 1989 こぐま社

絵本 １１ぴきのねこどろんこ 馬場のぼる／著 1996 こぐま社

絵本 １４ひきのあきまつり いわむら  かずお∥さく 1992 童心社

絵本 １４ひきのあさごはん いわむら  かずお∥さく 1983 童心社

絵本 １４ひきのおつきみ いわむら  かずお∥さく 1988 童心社

絵本 １４ひきのかぼちゃ いわむら  かずお∥さく 1997 童心社

絵本 １４ひきのこもりうた いわむら  かずお∥さく 1994 童心社

絵本 １４ひきのさむいふゆ いわむら  かずお∥さく 1985 童心社

絵本 １４ひきのせんたく いわむら  かずお∥さく 1990 童心社

絵本 １４ひきのとんぼいけ いわむら  かずお∥さく 1997 童心社

絵本 １４ひきのぴくにっく いわむら  かずお∥さく 1986 童心社

絵本 １４ひきのひっこし いわむら  かずお∥さく 1983 童心社

絵本 １４ひきのもちつき いわむら  かずお∥さく 2007 童心社

絵本 １４ひきのやまいも いわむら  かずお∥さく 1984 童心社

絵本 １こでも１００このりんご 井上正治／作・絵 1993 岩崎書店

絵本 ９９９ひきのきょうだい 木村研／文　村上康成／絵 1989 ひさかたチャイルド

絵本 ９９９ひきのきょうだいのおひっこし 木村研／文　村上康成／絵 2004 ひさかたチャイルド

絵本 9ひきのうさぎ せなけいこ／作・絵 2004 ポプラ社

絵本 ＳＬれっしゃだいさくせん のりものえほん 横溝　英一∥文　え 2010 小峰書店

絵本 あーちゃんのおにいちゃん ねじめ正一／作　長野ヒデ子／絵 2008 偕成社

絵本 あいうえおうさま 寺村輝夫／文　和歌山静子／絵　杉浦範茂／デザイン 1979 理論社

絵本 あいうえおうた 福音館の幼児絵本 谷川俊太郎／ぶん　降矢なな／え 1999 福音館書店

絵本 あいうえおちあいくん 武田美穂／作･絵 1994 ポプラ社

絵本 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／作　井上洋介／絵 1982 ポプラ社

絵本 赤神と黒神 むかしむかし絵本 まつたにみよこ／文　まるきいり／絵 1969 ポプラ社

絵本 あかちゃんが教室にきたよ 星川ひろ子／写真 2006 岩崎書店

絵本 あがりめさがりめ おかあさんと子どものあそびうた ましませつこ／絵 1994 こぐま社

絵本 あかんべノンタン キヨノサチコ／作・絵 1976 偕成社

絵本 あさえとちいさいいもうと 筒井頼子／作　林明子／絵 1982 福音館書店

絵本 あさになったのでまどをあけますよ 荒井良二／著 2011 偕成社

絵本 あしあと 3 はじめてのぼうけん まつおかたつひで／作・絵 2000 ポプラ社

絵本 あしたうちにねこがくるの 講談社の創作絵本 石津ちひろ／文　ささめやゆき／絵 2000 講談社

絵本 あしたのてんきははれ？くもり？あめ？ おてんきかんさつえほん 野坂勇作／さく　根本順吉／監修 1997 福音館書店

絵本 あしたのぼくは… みやにしたつや／作・絵 2006 ポプラ社

絵本 あしたはうみ 梅田俊作・梅田佳子／作・絵 1986 岩崎書店

絵本 あしにょきにょき 深見春夫／作・絵 1980 岩崎書店

絵本 あしのうらのはなし やぎゅう　げんいちろう 1982 福音館書店

絵本 あそぼうあそぼうおかあさん かがくのとも傑作集 浜田桂子／作 2002 福音館書店

絵本 あそぼうあそぼうおとうさん かがくのとも傑作集 浜田桂子／作 1997 福音館書店

絵本 あな 谷川俊太郎／作　和田誠／画 1983 福音館書店

絵本 あな 2 はじめてのぼうけん まつおかたつひで／作・絵 2000 ポプラ社

絵本 あなた 人とのつながりを考える 谷川俊太郎／文　長 新太／絵 2012 福音館書店

絵本 あなたはだあれ 松谷みよ子あかちゃんの本 松谷みよ子／文　瀬川康男／絵 1980 童心社

絵本 あなたをずっとずっとあいしてる 宮西達也／作・絵 2006 ポプラ社

絵本 あなのなか 森あさ子／さく 2011 岩崎書店

絵本 あのときすきになったよ 薫 くみこ／作　飯野和好／絵 1998 教育画劇

絵本 あひるのたまご ばばばあちゃんのおはなし さとうわきこ／作・絵 1997 福音館書店

絵本 あまがえるりょこうしゃ　トンボいけたんけん あまがえるりょこうしゃ 松岡　達英 2004 福音館書店

絵本 あまのいわと 2 日本の神話 赤羽末吉／絵　舟崎克彦／文 1995 あかね書房

絵本 あめこんこん 3 復刻版 ちいさいモモちゃん 松谷みよ子／作　中谷千代子／絵 2003 講談社

絵本 あめこんこん ちいさいモモちゃんえほん 松谷みよ子／文　武田美穂／絵 2009 講談社

絵本 あめのひのえんそく 間瀬なおかた／作・絵 2003 ひさかたチャイルド

絵本 あめのもりのおくりもの ふくざわゆみこ／作 2006 福音館書店

絵本 あめふり ばばばあちゃんのおはなし さとうわきこ／作・絵 1987 福音館書店

絵本 あめふり 改訂版 あかちゃんのほん1 まついのりこ／作・絵 2001 偕成社

絵本 あやちゃんのうまれたひ 浜田桂子／作・絵 1999 福音館書店



絵本 あらいぐまとねずみたち 大友　康夫 1978 福音館書店

絵本 あらしのよるに 1 大型版あらしのよるにシリーズ きむらゆういち／作　あべ弘士／絵 2002 講談社

絵本 ありがとう 3 あいさつの絵本 川端 誠／作 1992 理論社

絵本 ありこのおつかい 石井桃子／作　中川宗弥／絵 1968 福音館書店

絵本 ありとすいか たむらしげる／作・絵 2002 ポプラ社

絵本 ありのぎょうれつ 得田之久／さく 2001 童心社

絵本 ありんこぐんだん 武田美穂／絵・文 2002 理論社

絵本 あるはれたひに 2 大型版あらしのよるにシリーズ きむらゆういち／作　あべ弘士／絵 2003 講談社

絵本 あれこれたまご かがくのとも傑作集 とりやまみゆき／文　中の滋／絵 2007 福音館書店

絵本 あんたがサンタ？　こまったサンタの実例集 佐々木マキ／絵 2012 絵本館

絵本 あんたがたどこさ おかあさんと子どものあそびうた ましませつこ／絵 1996 こぐま社

絵本 あんぱんまん やなせたかし／作・絵 1980 フレーベル館

絵本 あんよあんよねえあんよ 長新太／さく 2005 ポプラ社

絵本 いいおかお 松谷みよ子あかちゃんの本 松谷みよ子／文　瀬川康男／絵 1978 童心社

絵本 イエペは　ぼうしが　だいすき 石亀泰郎／写真 1978 文化出版局

絵本 いそがしいよる ばばばあちゃんのおはなし さとうわきこ／作・絵 1987 福音館書店

絵本 いたずらララちゃん なかえ よしを／作　上野紀子／絵 1994 ポプラ社

絵本 いちがんこく 8 落語絵本 川端 誠／作 2004 クレヨンハウス

絵本 いちご 福音館の幼児絵本 平山和子／作 1989 福音館書店

絵本 いちご 新宮晋／〔作〕　ボニー・ネルソン／〔ほか〕訳協力 1977 文化出版局

絵本 いちごです 川端／誠∥作 1984 文化出版局

絵本 いちごばたけのちいさなおばあさん わたりむつこ／作　中谷千代子／絵 1983 福音館書店

絵本 いちねんせい 谷川／俊太郎∥詩 和田／誠∥絵 1988 小学館

絵本 いちねんのりんご 菊地清／作・絵 1995 冨山房

絵本 いっすんぼうし 石井桃子／文　秋野不矩／絵 1980 福音館書店

絵本 いっすんぼうし むかしむかし絵本 遠藤てるよ／絵 1967 ポプラ社

絵本 いったでしょ 五味太郎／〔作〕 2004 偕成社

絵本 いっぽ　にほ　さんぽ！ からだとこころのえほん いとうえみこ／文　伊藤泰寛／写真 2006 ポプラ社

絵本 いっぽんの鉛筆のむこうに たくさんのふしぎ傑作集 谷川俊太郎／文　坂井信彦／ほか写真　堀内誠一／絵 1989 福音館書店

絵本 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／文　瀬川康男／絵 1990 童心社

絵本 いないいないばあのえほん 安野光雅／作 1987 童話屋

絵本 いなばのしろうさぎ 4 日本の神話 赤羽末吉／絵　舟崎克彦／文 1995 あかね書房

絵本 いのちは見えるよ 11 いのちのえほん　 及川和男／作　長野ヒデ子／絵 2002 岩崎書店

絵本 いもうとのにゅういん 筒井頼子／作　林明子／絵 1987 福音館書店

絵本 いやだいやだ せな　けいこ 1969 福音館書店

絵本 いろはにほへと 長谷川義史／作 2004 ＢＬ出版

絵本 ウーフはあかちゃんみつけたよ くまの子ウーフの絵本 神沢利子／作　井上洋介／絵 1984 ポプラ社

絵本 うえきばちです 川端 誠／作 2007 ＢＬ出版

絵本 うさぎのくれたバレエシューズ 安房直子／文　南塚直子／絵 1989 小峰書店

絵本 うさぎのみみはなぜながい　メキシコ民話 北川民次／文・絵 1962 福音館書店

絵本 うしろにいるのはだあれ よんでよんでのえほん まついのりこ／作・絵 2003 偕成社

絵本 うずらちゃんのかくれんぼ きもとももこ／さく 1994 福音館書店

絵本 うそつきのつき 内田麟太郎／作　荒井良二／絵 1996 文渓堂

絵本 うちにあかちゃんがうまれるの からだとこころのえほん いとうえみこ／文　伊藤泰寛／写真 2004 ポプラ社

絵本 うちにかえったガラゴ 島田ゆか／作・絵 2002 文渓堂

絵本 うまかたやまんば おざわとしお／再話　赤羽末吉／画 1988 福音館書店

絵本 うまれてきた子ども 佐野洋子／作・絵 1991 ポプラ社

絵本 うみさちやまさち 6 日本の神話 赤羽末吉／絵　舟崎克彦／文 1995 あかね書房

絵本 うみとモモちゃん ちいさいモモちゃんえほん 松谷みよ子／文　武田美穂／絵 2009 講談社

絵本 海に住む動物たち　日本の哺乳類 ２ 15 絵本図鑑シリーズ 薮内正幸／作・絵 1994 岩崎書店

絵本 海のいのち 伊勢英子／絵 1992 ポプラ社

絵本 うみのおまつりどどんとせ ばばばあちゃんのおはなし さとうわきこ／作・絵 2012 福音館書店

絵本 海のさかな 5 絵本図鑑シリーズ 渡辺可久／作　広崎芳次／監修 1988 岩崎書店

絵本 うみひこやまひこ 復刊・日本の名作絵本 与田凖一／文　渡辺学／絵 2002 岩崎書店

絵本 うみへいくピン・ポン・バス  竹下文子／作　鈴木まもる／絵 2004 偕成社

絵本 海ベの一日 夏目義一／作・絵 1994 岩崎書店

絵本 うらしま 復刊・日本の名作絵本 平岩弓枝／文　新井勝利／絵 2002 岩崎書店

絵本 うらしまたろう 時田史郎／再話　秋野不矩／絵 1977 福音館書店

絵本 ウラパン・オコサ 谷川晃一／作 1999 童心社

絵本 うりこひめとあまんじゃく 復刊・日本の名作絵本 木島始／文　朝倉摂／絵 2002 岩崎書店

絵本 うわーっ 7 はじめてのぼうけん まつおかたつひで／作・絵 2010 ポプラ社

絵本 うんこ！ サトシン／文　西村敏雄／絵 2010 文渓堂

絵本 うんこ日記 村中李衣／作　川端 誠／作 2004 ＢＬ出版

絵本 うんちだよ 5 はじめてのぼうけん まつおかたつひで／作・絵 2004 ポプラ社

絵本 絵かきうたあそび 中村まさあき、 竹井史郎／作・絵 1982 岩崎書店

絵本 えすがたあねさま 梅田俊作／絵 1976 ポプラ社

絵本 えものはどこだ 五味太郎／作・絵 1981 岩崎書店

絵本 えんとつにのぼったふうちゃん 22 絵本のせかい 宮本忠夫／作・絵 1979 ポプラ社

絵本 おいしいおとなあに？ さいとう／しのぶ∥作 2002 あかね書房

絵本 おいでおいでおいで ほっぺっぺえほん うちだ／りんたろう∥作　ながのひでこ／作 1996 童心社

絵本 王さまと九人のきょうだい　中国の民話 君島久子／訳　赤羽末吉／絵 1978 岩波書店

絵本 オー・スッパ 講談社の創作絵本 越野民雄／文　高畠 純／絵 2003 講談社



絵本 おおおかさばき 11 落語絵本 川端 誠／作 2007 クレヨンハウス

絵本 オオカミのおうさま きむらゆういち／文　田島征三／絵 2009 偕成社

絵本 おおきくなった！ 改訂 まついのりこあかちゃんのほん まついのりこ／作・絵 2002 偕成社

絵本 おおきなきがほしい 佐藤さとる／ぶん　村上勉／え 1978 偕成社

絵本 おおくにぬしのぼうけん 復刊・日本の名作絵本 福永武彦／文　片岡球子／絵 2002 岩崎書店

絵本 おーなみこなみざぶん！ ヒデ子さんのうたあそびえほん 長野ヒデ子／作　西村繁男／絵 2012 佼成出版社

絵本 おおはくちょうのそら 手島圭三郎／絵・文 2001 リブリオ出版

絵本 おかあさん、げんきですか。 14 絵本・いつでもいっしょ 後藤竜二／作　武田美穂／絵 2006 ポプラ社

絵本 おかあさんおめでとう くまの子ウーフの絵本 神沢利子／作　井上洋介／絵 1979 ポプラ社

絵本 おかあさんがおかあさんになった日 長野ヒデ子／作 1993 童心社

絵本 おかあさんだ 改訂 まついのりこあかちゃんのほん まついのりこ／作・絵 2002 偕成社

絵本 おかあさんだいすき 改版 岩波の子どもの本 光吉夏弥／訳・編 1983 岩波書店

絵本 おかあさんのパンツ 山岡 ひかる／作・絵 2005 絵本館

絵本 おかあさんのパンツ 2 山岡 ひかる／作・絵 2005 絵本館

絵本 おかあさんのパンツ 3 山岡 ひかる／作・絵 2007 絵本館

絵本 おかえし 織茂　恭子 1989 福音館書店

絵本 おこる 中川ひろたか／作　長谷川義史／絵 2008 金の星社

絵本 おさじさん 松谷みよ子あかちゃんの本 松谷みよ子／文　東光寺 啓／絵 1980 童心社

絵本 おさるのかくれんぼ いとうひろし／作・絵 2007 講談社

絵本 おさるのまねっこ いとうひろし／作・絵 2007 講談社

絵本 おさんぽおさんぽ ０．１．２．えほん ひろのたかこ／作 2008 福音館書店

絵本 おじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃん 長谷川義史／作 2000 ＢＬ出版

絵本 おじいちゃんのごくらくごくらく 西本鶏介／作　長谷川義史／絵 2006 鈴木出版

絵本 おしいれのぼうけん ふるた／たるひ∥さく たばた／せいいち∥〔画〕 1974 童心社

絵本 おしくら・まんじゅう かがくいひろし／さく 2009 ブロンズ新社

絵本 おじさんのかさ 佐野洋子／作・絵 1992 講談社

絵本 おしゃべりなたまごやき 寺村輝夫／作　長 新太／画 1986 福音館書店

絵本 お正月さんありがとう 内田麟太郎／作　山本孝／絵 2010 岩崎書店

絵本 おしょうがつさんどんどこどん ワンダーおはなし絵本 長野ヒデ子／作・絵 2011 世界文化社

絵本 おしりしりしり ヒデ子さんのうたあそびえほん 長野ヒデ子／作　長谷川義史／絵 2007 佼成出版社

絵本 おたすけこびと おたすけこびとシリーズ なかがわ ちひろ／文　コヨセ・ジュンジ／絵 2007 徳間書店

絵本 おたすけこびととハムスター おたすけこびとシリーズ なかがわ ちひろ／文　コヨセ・ジュンジ／絵 2012 徳間書店

絵本 おたすけこびとのクリスマス おたすけこびとシリーズ なかがわ ちひろ／文　コヨセ・ジュンジ／絵 2009 徳間書店

絵本 おたすけこびとのまいごさがし おたすけこびとシリーズ なかがわ ちひろ／文　コヨセ・ジュンジ／絵 2011 徳間書店

絵本 おだんごぱん　ロシア民話 瀬田貞二／訳　脇田和／画 1989 福音館書店

絵本 おたんじょうび 改訂版 あかちゃんのほん1 まついのりこ／作・絵 2001 偕成社

絵本 落ち葉 平山和子／文と絵　平山英三／構成と写真 2005 福音館書店

絵本 おつかい さとうわきこ／作・絵 1993 福音館書店

絵本 おつきさまこんばんは 4 くつくつあるけのほん 林明子／作 1986 福音館書店

絵本 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／作　井上洋介／絵 1980 ポプラ社

絵本 おっきょちゃんとかっぱ 長谷川摂子／文　降矢奈々／絵 1997 福音館書店

絵本 おっとっと とよたかずひこ／作・絵 1997 岩崎書店

絵本 おっぱい みやにし／たつや∥作・絵 1990 鈴木出版

絵本 おでかけのまえに 筒井頼子／作　林明子／絵 1981 福音館書店

絵本 おててがでたよ 2 くつくつあるけのほん 林明子／作 1986 福音館書店

絵本 おとうさんがおとうさんになった日 長野ヒデ子／作 2002 童心社

絵本 おとうさんはウルトラマン／おとうさんの育自書 宮西達也／作・絵　円谷プロダクション／監修 2005 学研マーケティング

絵本 おなかのすくさんぽ かたやまけん／〔作〕 1992 福音館書店

絵本 おなべおなべにえたかな？ こいでやすこ／作 1997 福音館書店

絵本 おにぎり 幼児絵本シリーズ 平山英三／文　平山和子／絵 1992 福音館書店

絵本 おにのめん 5 落語絵本 川端 誠／作 2001 クレヨンハウス

絵本 おばあちゃんがいるといいのにな 32 えほんとなかよし 松田素子／作　石倉欣二／絵 1994 ポプラ社

絵本 おばあちゃんのこもりうた 西本鶏介／作　長野ヒデ子／絵 2011 ひさかたチャイルド

絵本 おばあちゃんのさがしもの ひがしなな／絵 2000 岩崎書店

絵本 おばけいしゃ せなけいこ・おばけえほん せなけいこ／〔作〕 1992 童心社

絵本 おばけいちねんぶん おひさまのほん 星川／遥∥作 長野ヒデ子／絵 2004 小学館

絵本 おばけかぞくのいちにち 西平あかね／さく 2006 福音館書店

絵本 おばけとモモちゃん 1 復刻版 ちいさいモモちゃん 松谷みよ子／作　中谷千代子／絵 2003 講談社

絵本 おばけとモモちゃん ちいさいモモちゃんえほん 松谷みよ子／文　武田美穂／絵 2009 講談社

絵本 おばけなんてないさ せなけいこ／作・絵 2009 ポプラ社

絵本 おばけのおつかい 西平あかね／さく 2008 福音館書店

絵本 おばけのがっこうへきてください さくらともこ／作　いもとようこ／絵 1985 岩崎書店

絵本 おばけのてんぷら 29 絵本のひろば せな けいこ／作・絵 1976 ポプラ社

絵本 おばけのどろんどろんとぴかぴかおばけ 17 絵本・子どもの世界 わかやまけん／作・絵 1995 ポプラ社

絵本 おはよう なかがわ／りえこ∥さく 1986 グランまま社

絵本 おはよう 改訂版 あかちゃんのほん1 まついのりこ／作・絵 2001 偕成社

絵本 おひさまあはは 前川かずお／作・絵 1989 こぐま社

絵本 おひさまいろのきもの 広野多珂子／作 2007 福音館書店

絵本 おひさまとおつきさまのけんか せなけいこ／作・絵 2003 ポプラ社

絵本 お日さまはだかんぼ くまの子ウーフの絵本 神沢利子／作　井上洋介／絵 1981 ポプラ社

絵本 おひるねじかんにまたどうぞ 武鹿悦子／文　西巻茅子／絵 1980 小峰書店

絵本 おふとんかけたら かがくいひろし／さく 2009 ブロンズ新社



絵本 おふろ 出久根育／作 1996 学研マーケティング

絵本 おふろごっこ きむらゆういち／作　長野ヒデ子／絵 2006 佼成出版社

絵本 おふろだいすき 松岡享子／作　林明子／絵 1982 福音館書店

絵本 おふろやさん 西村繁男／作 1983 福音館書店

絵本
おへそがえる・ごん
ぽんこつやまのぽんたとこんたの巻

4 ちひろ美術館コレクション絵本 赤羽／末吉∥さく・え 2001 小学館

絵本 おへそのあな 長谷川義史／作 2006 ＢＬ出版

絵本 おへそのひみつ やぎゅう　げんいちろう 2000 福音館書店

絵本 おべんとう 福音館の幼児絵本 小西英子／作 2012 福音館書店

絵本 おべんとうを  たべたのはだあれ 神沢利子／作　柿本幸造／絵 1983 ひさかたチャイルド

絵本 おまえうまそうだな 宮西達也／作・絵 2003 ポプラ社

絵本 おむすびころりん 松谷みよ子むかしむかし 松谷みよ子／〔著〕　長野ヒデ子／〔画〕 2006 童心社

絵本 おむすびさんちのたうえのひ かがくい　ひろし∥作　絵 2007 ＰＨＰ研究所

絵本 おめでとう 1 あいさつの絵本 川端 誠／作 1992 理論社

絵本 おめでとう　たいせつなあなたへ からだとこころのえほん いとうえみこ／文　伊藤泰寛／写真 2009 ポプラ社

絵本 おもいのどっち あきやまただし／作・絵 2011 岩崎書店

絵本 おもちのきもち かがくいひろし／作・絵 2005 講談社

絵本 おやおや、おやさい 幼児絵本シリーズ 石津ちひろ／文　山村浩二／絵 2010 福音館書店

絵本 おやすみ なかがわ／りえこ∥さく 1986 グランまま社

絵本 おやゆびとうさん ヒデ子さんのうたあそびえほん 長野ヒデ子／作　スズキコージ／絵 2009 佼成出版社

絵本 およぐ なかの　ひろたか 1981 福音館書店

絵本 オレ・ダレ 講談社の創作絵本 越野民雄／文　高畠 純／絵 2002 講談社

絵本 おれはティラノサウルスだ 宮西達也／作・絵 2004 ポプラ社

絵本 おんなじ  おんなじ ぶうとぴょんのえほん 多田ヒロシ／え・文 1980 こぐま社

絵本 おんぶおばけ あかちゃんのむかしむかし 松谷／みよ子∥ぶん 1990 童心社

絵本 おんぶおんぶねえおんぶ 長新太／さく 2005 ポプラ社

絵本 お化けの海水浴 川端 誠／作 2002 BL出版

絵本 お化けの真夏日 川端 誠／作 2001 BL出版

絵本 お化けの冬ごもり 川端 誠／作 2003 BL出版

絵本 かあさんになったあーちゃん ねじめ正一／作　長野ヒデ子／絵 1997 偕成社

絵本 かいじゅうのうろこ 長谷川集平／文　村上康成／絵 1987 ブックローン出版

絵本 かえしてよぼくのぼうし 梅田俊作／作･絵 2000 ポプラ社

絵本 かえるのあまがさ 与田準一おはなしえほん 那須良輔／画 1981 童心社

絵本 かえんだいこ 13 落語絵本 川端 誠／作 2010 クレヨンハウス

絵本 かおかおどんなかお 柳原 良平／作・絵 1988 こぐま社

絵本 かぐやひめ 復刊・日本の名作絵本 円地文子／文　秋野不矩／絵 2002 岩崎書店

絵本 かさ 太田大八／作・絵 1975 文研出版

絵本 かさじぞう 松谷みよ子／〔著〕　黒井健／〔画〕 2006 童心社 

絵本 かさじぞう 瀬田貞二／再話　赤羽末吉／画 1980 福音館書店

絵本 かさぶたくん やぎゅう　げんいちろう 2000 福音館書店

絵本 かぞえてみよう 安野光雅／作・絵 1975 講談社

絵本 かたあしだちょうのエルフ おのきがく／文・絵 1970 ポプラ社

絵本 がたごと がたごと 絵本・こどものひろば  内田麟太郎／作　西村繁男／絵 1999 童心社

絵本 がたたん　たん やすいすえこ／作　福田岩緒／絵 1988 ひさかたチャイルド

絵本 がたんごとんがたんごとん あかちゃんの絵本 安西水丸／作 1987 福音館書店

絵本 がたんごとんがたんごとんざぶんざぶん あかちゃんの絵本 安西水丸／作 2012 福音館書店

絵本 かちかちやま おざわとしお／再話　赤羽末吉／画 1988 福音館書店

絵本 かちかちやま 12 むかしむかし絵本 まつたにみよこ／ぶん　せがわやすお／え 1978 ポプラ社

絵本 かちかちやま 3 日本むかし話 瀬川康男／絵　松谷みよ子／文 2002 フレーベル館 

絵本 学校やすんでとうさんと 梅田俊作・梅田佳子／作・絵 1994 岩崎書店

絵本 かっぱ・かぞえうた 日本傑作絵本シリーズ せがわやすお／〔著〕 1996 福音館書店

絵本 カニツンツン 元永　定正 2001 福音館書店

絵本 かにむかし 木下順二／作　清水崑／絵 1980 岩波書店

絵本 かにむかし　日本むかしばなし 岩波の子どもの本 木下順二／文　清水崑／絵 1959 岩波書店

絵本 かばくん 岸田衿子／作　中谷千代子／画 1979 福音館書店

絵本 かばくんのふね 岸田衿子／作　中谷千代子／画 1990 福音館書店

絵本 かばんうりのガラゴ 島田ゆか／作・絵 1997 文渓堂

絵本 かぶとむし かぶとむしの一生 得田之久／文・絵 2006 福音館書店

絵本 かぶとむしはどこ？ 松岡　達英 1990 福音館書店

絵本 かまきり おおかまきりの一生 得田之久／文・絵 2006 福音館書店

絵本 がまんだがまんだうんちっち 梅田俊作・梅田佳子／作・絵 1981 岩崎書店

絵本 かみなりのおやこ せなけいこ・おばけえほん せなけいこ／〔作〕 1994 童心社

絵本 かみなりむすめ 滝平二郎／絵 1988 岩崎書店

絵本 かもつれっしゃのワムくん のりものえほん 関根／栄一∥ぶん 横溝／英一∥え 1984 小峰書店

絵本 かもとえいごんべえ 19 むかしむかし絵本 さいごうたけひこ／文　せがわやすお／絵 1977 ポプラ社

絵本 かもとりごんべえ 復刊・日本の名作絵本 堀尾青史／文　福田庄助／絵 2002 岩崎書店

絵本 カユイカユイ なかの　ひろたか 1998 福音館書店

絵本 からだっていいな 絵本・ちいさななかまたち 山本直英・片山 健／作 1997 童心社

絵本 からだのみなさん 五味　太郎 2005 福音館書店

絵本 カワセミ　青い鳥見つけた 日本の野鳥 嶋田忠／文・写真 2008 新日本出版社

絵本 川のさかな 13 絵本図鑑シリーズ 渡辺可久／作　広崎芳次／監修 1992 岩崎書店

絵本 かんがえるカエルくん いわむらかずお／作 1996 福音館書店

絵本 がんばる！たまごにいちゃん ひまわりえほんシリーズ あきやま ただし／作・絵 2003 鈴木出版



絵本 がんばれ！パトカー  竹下文子／作　鈴木まもる／絵 2007 偕成社

絵本 木 佐藤忠良／画　木島始／文 2005 福音館書店

絵本 ぎーこんぎーこん とよたかずひこ／作・絵 1997 岩崎書店

絵本 きいろいのは　ちょうちょ 五味太郎／作・絵 1983 偕成社

絵本 きかんしゃやえもん 岩波の子どもの本 阿川弘之／文　岡部冬彦／絵 1959 岩波書店

絵本 ききみみずきん 岩波の子どもの本 木下順二／文　初山滋／絵 1978 岩波書店

絵本 きつね、きつね、きつねがとおる 2 ポプラ社の絵本 伊藤遊／作　岡本順／絵 2011 ポプラ社

絵本 きつねとたぬきのばけくらべ あかちゃんのむかしむかし 松谷／みよ子∥ぶん 1989 童心社

絵本 きつねにょうぼう 長谷川摂子／再話　片山 健／絵 1997 福音館書店

絵本 きつねのかみさま 9 絵本・いつでもいっしょ あまんきみこ／作　酒井駒子／絵 2003 ポプラ社

絵本 きつねの窓 織茂恭子／絵 1977 ポプラ社

絵本 きつねのよめいり 松谷みよ子／作　瀬川康男／絵 1979 福音館書店

絵本 木の図鑑 20 絵本図鑑シリーズ 長谷川哲雄／作 1999 岩崎書店

絵本 きみはほんとうにステキだね 宮西達也／作・絵 2004 ポプラ社

絵本 キャベツくん 長 新太／文・絵 1980 文研出版

絵本 キャベツくんとブタヤマさん 長 新太／文・絵 1990 文研出版

絵本 キャベツくんのにちようび 長 新太／文・絵 1992 文研出版

絵本 きゅうきゅうばこ やぎゅう　げんいちろう 1989 福音館書店

絵本 きゅうりさんあぶないよ スズキコージ／〔作〕 1998 福音館書店

絵本 きゅうりさんととまとさんとたまごさん あかちゃんのおいしい本 松谷／みよ子∥ぶん 1999 童心社

絵本 きゅっきゅっきゅ 3 くつくつあるけのほん 林明子／作 1986 福音館書店

絵本 ぎゅっとだっこ七五三 内田麟太郎／作　山本孝／絵 2008 岩崎書店

絵本 きょう　のぶに　あったよ からだとこころのえほん いとうえみこ／文　伊藤泰寛／写真 2005 ポプラ社

絵本 今日からは、あなたの盲導犬 日野多香子／写真 2007 岩崎書店

絵本 きょうだいきかんしゃたろうとじろう 高橋透／絵 1975 ポプラ社

絵本 きょうのごはん 加藤休ミ／作 2012 偕成社

絵本 きょうはなんのひ？ 日本傑作絵本シリーズ 瀬田貞二／作　林明子／絵 1979 福音館書店

絵本 恐竜たんけん図鑑 1 絵本図鑑シリーズ 松岡達英／作　小畠郁生／監修 1986 岩崎書店

絵本 きょうりゅうのたまご なかがわちひろ／作・絵 2000 徳間書店

絵本 きょだいなきょだいな 長谷川摂子／作　降矢なな／絵 1994 福音館書店

絵本 きりがみあそび 早坂和子／絵 1981 岩崎書店

絵本 きりのなかで 4 大型版あらしのよるにシリーズ きむらゆういち／作　あべ弘士／絵 2002 講談社

絵本 キリンさん 2 まど・みちお詩のえほん まどみちお／詩　南塚直子／絵 1998 小峰書店

絵本 ぎろろんやまと１０ぴきのかえる 5 ＰＨＰこころのえほん 間所ひさこ／さく　仲川道子／え 1983 ＰＨＰ研究所

絵本 きんぎょがにげた 五味　太郎 1982 福音館書店

絵本 くいしんぼうさぎ せなけいこ／作・絵 2004 ポプラ社

絵本 くいしんぼうのあおむしくん 槙ひろし／作　前川欣三／画 2000 福音館書店

絵本 くいしんぼうのはなこさん いしいももこ／文　なかたにちよこ／絵 1979 福音館書店

絵本 くさむらのむしたち 得田之久／さく 2001 童心社

絵本 くじらだ 五味太郎／作・絵 1978 岩崎書店

絵本 くずかごおばけ せなけいこ・おばけえほん せなけいこ／〔絵〕 1980 童心社

絵本 くだもの 福音館の幼児絵本 平山和子／作 1981 福音館書店

絵本 くだもの王国 3 絵本図鑑シリーズ さとうち藍／文　松岡達英／絵 1987 岩崎書店

絵本 くだものだもの 幼児絵本シリーズ 石津ちひろ／文　山村浩二／絵 2006 福音館書店

絵本 くだものなんだ きうちかつ／作･絵 2004 福音館書店

絵本 くつくつあるけ 1 くつくつあるけのほん 林明子／作 1986 福音館書店

絵本 くつしたくん 中川ひろたか／ぶん　１００％Ｏｒａｎｇｅ／え 2003 ブロンズ新社

絵本 くったのんだわらった　ポーランド民話 佐々木マキ／作・絵 1978 福音館書店

絵本 くっついた 三浦太郎のあかちゃんえほん 三浦太郎／作・絵 2005 こぐま社

絵本 くにのはじまり 1 日本の神話 赤羽末吉／絵　舟崎克彦／文 1995 あかね書房

絵本 くまとやまねこ 湯本香樹実／文　酒井駒子／絵 2008 河出書房新社

絵本 くまのがっこう あだちなみ／絵　あいはらひろゆき／文 2002 ブロンズ新社

絵本 くまの子ウーフのかいすいよく くまの子ウーフの絵本 神沢利子／作　井上洋介／絵 1982 ポプラ社

絵本 くも 新宮晋／さく 1979 文化出版局

絵本 くもくん 1 いとうひろしの本 いとうひろし／作 1998 ポプラ社

絵本 くものいえ 得田之久／さく 2001 童心社

絵本 くものきれまに 3 大型版あらしのよるにシリーズ きむらゆういち／作　あべ弘士／絵 2002 講談社

絵本 くらやみえんのたんけん 石川ミツ子／さく　二俣英五郎／え 2011 福音館書店

絵本 クリスマスおめでとう ひぐち みちこ／作 1997 こぐま社

絵本 クリスマスのふしぎなはこ 長谷川摂子／文　斉藤俊行／絵 2008 福音館書店

絵本 ぐりとぐら 中川李枝子／作　大村百合子／絵 1980 福音館書店

絵本 ぐりとぐらとくるりくら 中川李枝子／作　山脇百合子／絵 1992 福音館書店

絵本 ぐりとぐらとすみれちゃん 中川李枝子／作　山脇百合子／絵 2003 福音館書店

絵本 ぐりとぐらのえんそく 中川李枝子／作　山脇百合子／絵 1983 福音館書店

絵本 ぐりとぐらのおおそうじ 中川李枝子／作　山脇百合子／絵 2002 福音館書店

絵本 ぐりとぐらのおきゃくさま 中川李枝子／作　山脇百合子／絵 1980 福音館書店

絵本 ぐりとぐらのかいすいよく 中川李枝子／作　山脇百合子／絵 1978 福音館書店

絵本 くるまはいくつ 渡辺茂男／作　堀内誠一／絵 1980 福音館書店

絵本 ぐるんぱのようちえん 西内みなみ／作　堀内誠一／絵 1979 福音館書店

絵本 くれよんのくろくん なかやみわ／作･絵 2001 童心社

絵本 くろうまブランキー 伊東三郎／再話　堀内誠一／画 1980 福音館書店

絵本 くわずにょうぼう 稲田和子／再話　赤羽末吉／画 1980 福音館書店



絵本 ゲーとピー なかの　ひろたか 1998 福音館書店

絵本 けんかのきもち 2 からだとこころのえほん 柴田愛子／文　伊藤秀男／絵 2001 ポプラ社

絵本 けんかのなかよしさん あまんきみこ／作　長野ヒデ子／絵 2007 あかね書房

絵本 こぎつねコンとこだぬきポン 松野正子／文　二俣英五郎／画 1977 童心社

絵本 こぐまちゃん  ありがとう わかやま／けん∥〔絵〕 1980 こぐま社

絵本 こぐまちゃん　いたいいたい わかやま／けん∥〔絵〕 1980 こぐま社

絵本 こぐまちゃんおはよう わかやま／けん∥〔絵〕 1980 こぐま社

絵本 こぐまちゃんおやすみ わかやま／けん∥〔絵〕 1979 こぐま社

絵本 こぐまちゃんとどうぶつえん わかやま／けん∥〔え〕 1985 こぐま社

絵本 こぐまちゃんとふうせん わかやま／けん∥〔絵〕 1980 こぐま社

絵本 こぐまちゃんとぼーる わかやま／けん∥〔絵〕 1980 こぐま社

絵本 こぐまちゃんのうんてんしゅ わかやま／けん∥〔絵〕 1980 こぐま社

絵本 こぐまちゃんのどろあそび わかやま／けん∥〔絵〕 1979 こぐま社

絵本 こぐまちゃんのみずあそび わかやま／けん∥〔絵〕 1971 こぐま社

絵本 こちょこちょこちょ ほっぺっぺえほん うちだ／りんたろう∥作　ながのひでこ／作 1996 童心社

絵本 コップちゃん 中川ひろたか／ぶん　１００％Ｏｒａｎｇｅ／え 2003 ブロンズ新社

絵本 コップをわったねずみくん なかえ よしを／作　上野紀子／絵 1980 ポプラ社

絵本 ことばあそびうた 谷川俊太郎／詩　瀬川康男／絵 1973 福音館書店

絵本 ことばあそびうた　また 谷川俊太郎／詩　瀬川康男／絵 1981 福音館書店

絵本 ことばのこばこ 和田 誠／さく・え 1995 瑞雲舎

絵本 ことり 新宮晋／〔作〕 2007 文化出版局

絵本 ことりのうち ばばばあちゃんのおはなし さとうわきこ／作・絵 2006 福音館書店

絵本 こねこちゃんこねこちゃん 長野ヒデ子･作　絵 2006 ひさかたチャイルド

絵本 このゆきだるまだーれ？ 岸田衿子／文　山脇百合子／絵 1997 福音館書店

絵本 ごぶごぶ ごぼごぼ ０．１．２．えほん 駒形克己／作・絵 1999 福音館書店

絵本 こぶじいさま 松居直／再話　赤羽末吉／画 1980 福音館書店

絵本 こぶとり 7 日本むかし話 瀬川康男／絵　松谷みよ子／文 2003 フレーベル館 

絵本 ゴムあたまポンたろう 絵本・こどものひろば 長 新太／作 1998 童心社

絵本 こよみともだち わたりむつこ／作　ましませつこ／絵 2006 福音館書店

絵本 こりゃまてまて 中脇初枝／作　酒井駒子／絵 2008 福音館書店

絵本 これはなみだ？ かがくのとも絵本 栗林慧／写真　長新太／文 2010 福音館書店

絵本 これはのみのぴこ 谷川俊太郎／作　和田 誠／絵 1979 サンリード

絵本 ころころころ 元永 定正／作・絵 1984 福音館書店

絵本 ころころにゃーん ０．１．２．えほん 長 新太／作 2011 福音館書店

絵本 ごろごろにゃーん 長 新太／作・画 1984 福音館書店

絵本 ごろはちだいみょうじん 中川正文／作　梶山俊夫／絵 1980 福音館書店

絵本 ごろりん  ごろん  ころろろろ 香山美子／作　柿本幸造／絵 1984 ひさかたチャイルド

絵本 ごろんごろん 6 はじめてのぼうけん まつおかたつひで／作・絵 2007 ポプラ社

絵本 ごんぎつね 新美南吉／作　柿本幸造／絵 2013 講談社

絵本 ごんぎつね 新美南吉／作　黒井健／絵 1986 偕成社

絵本 こんこんさまにさしあげそうろう 森はな／さく　梶山俊夫／え 1981 ＰＨＰ研究所

絵本 こんとあき 日本傑作絵本シリーズ 林明子／作 1989 福音館書店

絵本 こんにちは 4 あいさつの絵本 川端 誠／作 1992 理論社

絵本 こんにちはおてがみです 山脇　百合子・ほか 2006 福音館書店

絵本 さかさま 安野　光雅 1981 福音館書店

絵本 さかさまライオン 内田麟太郎／文　長新太／絵 1985 童心社

絵本 さがしています アーサー・ビナード／作　岡倉禎志／写真 2012 童心社 

絵本 さかな１ぴきなまのまま さのようこ／作・絵 2008 フレーベル館

絵本 さかなださかなだ 長野ヒデ子／作・絵 2006 偕成社

絵本 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／作　井上洋介／絵 1979 ポプラ社

絵本 ざっくん！ショベルカー  竹下文子／作　鈴木まもる／絵 2008 偕成社

絵本 さっちゃんの　まほうのて たばたせいいち ほか／著 1985 偕成社

絵本 ざぼんじいさんのかきのき 織茂恭子／絵 2000 岩崎書店

絵本 さようなら 5 あいさつの絵本 川端 誠／作 1992 理論社

絵本 さよなら  さんかく わかやま／けん∥〔絵〕 1979 こぐま社

絵本 さよなら　さんかく 安野光雅／著 1981 講談社

絵本 サラダでげんき 角野栄子／作　長新太／絵 2005 福音館書店

絵本 さらば、ゆきひめ 絵本・だいすきおはなし 宮本忠夫／文・絵 2002 童心社

絵本 さるかに 滝平二郎／絵 1967 岩崎書店

絵本 さるかに 2 日本むかし話 瀬川康男／絵　松谷みよ子／文 2002 フレーベル館 

絵本 さるかにばなし むかしむかし絵本 さいごうたけひこ／文　ふくだしょうすけ／絵 1967 ポプラ社

絵本 さるのせんせいとへびのかんごふさん 穂高順也／ぶん　荒井良二／え 1999 ビリケン出版

絵本 三コ 斎藤隆介／作　滝平二郎／画 1969 福音館書店

絵本 サンタクロースってほんとにいるの？ すぎうら　はんも 1982 福音館書店

絵本 サンタクロースとれいちゃん クリスマスの三つのおくりもの 林 明子／作・絵 1987 福音館書店

絵本 サンドイッチサンドイッチ 福音館の幼児絵本 小西英子／作 2008 福音館書店

絵本 サンドイッチつくろう かがくのとも傑作集 さとうわきこ／作 1993 福音館書店

絵本 三ねんねたろう むかしむかし絵本 おおかわえっせい／文　わたなべさぶろう／絵 1967 ポプラ社

絵本 三びきのこぶた 山田　三郎 1980 福音館書店

絵本 さんまいのおふだ　新潟の昔話 水沢謙一／再話　梶山俊夫／画 1985 福音館書店

絵本 ジオジオのかんむり 岸田衿子／作　中谷千代子／画 1980 福音館書店

絵本 鹿よおれの兄弟よ 世界傑作絵本シリーズ 神沢利子／作　Ｇ．Ｄ．パヴリーシン／絵 2004 福音館書店



絵本 じごくのそうべえ 桂米朝・上方落語・地獄八景より 田島征彦／作 1980 童心社

絵本 しごとば 1 しごとばシリーズ 鈴木のりたけ／作 2009 ブロンズ新社

絵本 しごとば　続 2 しごとばシリーズ 鈴木のりたけ／作 2010 ブロンズ新社

絵本 しごとば　続々 3 しごとばシリーズ 鈴木のりたけ／作 2011 ブロンズ新社

絵本 しごとをとりかえたおやじさん 山崎　英介 2011 福音館書店

絵本 したきりすずめ 石井桃子／再話　赤羽末吉／画 1982 福音館書店

絵本 したきりすずめ 8 日本むかし話 瀬川康男／絵　松谷みよ子／文 2003 フレーベル館 

絵本 しっこっこのこけこっこ ヒデ子さんのうたあそびえほん 長野ヒデ子／作　和歌山静子／絵 2007 佼成出版社

絵本 しっぽのはたらき 藪内　正幸 1972 福音館書店

絵本 じゃあじゃあびりびり 改訂 まついのりこあかちゃんのほん まついのりこ／作・絵 2001 偕成社

絵本 ジャッキーのおせんたく くまのがっこう あだちなみ／絵　あいはらひろゆき／文 2004 ブロンズ新社

絵本 ジャッキーのおたんじょうび くまのがっこう あだちなみ／絵　あいはらひろゆき／文 2005 ブロンズ新社

絵本 ジャッキーのじてんしゃりょこう くまのがっこう あだちなみ／絵　あいはらひろゆき／文 2003 ブロンズ新社

絵本 ジャッキーのパンやさん くまのがっこう あだちなみ／絵　あいはらひろゆき／文 2003 ブロンズ新社

絵本 ジャックとまめの木 森山京／文　村上勉／絵 2007 小学館

絵本 しゃぼんだまとあそぼう かがくのとも傑作集 杉山弘之／文と構成　杉山輝行／文と構成 1993 福音館書店

絵本 ジャングル 14 絵本図鑑シリーズ 松岡達英／作･絵 1993 岩崎書店

絵本 十二支のおはなし 内田麟太郎／作　山本孝／絵 2002 岩崎書店

絵本 しゅくだい えほんのマーチ 宗正美子／原案　いもとようこ／文・絵 2003 岩崎書店

絵本 じゅげむ 1 落語絵本 川端 誠／作 1998 クレヨンハウス

絵本 じょうずじょうず 改訂 まついのりこあかちゃんのほん まついのりこ／作・絵 2002 偕成社

絵本 少年と子だぬき 佐々木たづ／文　杉浦範茂／絵 1977 ポプラ社

絵本 しょうぼうじどうしゃじぷた 山本　忠敬 1979 福音館書店

絵本 地雷ではなく花をください サニーのおねがい 葉祥明／絵　柳瀬房子／文 1996 自由国民社

絵本 しらんぷり 梅田俊作／作・絵　梅田佳子／作・絵 1997 ポプラ社

絵本 しりとり 4 はじめてのぼうけん まつおかたつひで／作・絵 2000 ポプラ社

絵本 しりとりのだいすきなおうさま 中村翔子／作　はた こうしろう／絵 2001 鈴木出版

絵本 しろくまちゃんのほっとけーき わかやま／けん∥〔絵〕 森／比左志∥〔文〕 1980 こぐま社

絵本 しろくまちゃんぱんかいに わかやま／けん∥〔絵〕 1979 こぐま社

絵本 しんせつなともだち 村山　知義 1987 福音館書店

絵本 すいかのたね ばばばあちゃんのおはなし さとうわきこ／作・絵 1987 福音館書店

絵本 スーホの白い馬 モンゴル民話 大塚勇三／再話　赤羽末吉／画 1980 福音館書店

絵本 ずかん・じどうしゃ 山本　忠敬 1981 福音館書店

絵本 すさのおとおおくにぬし 5 日本の神話 赤羽末吉／絵　舟崎克彦／文 1995 あかね書房

絵本 すたすたかたつむり あきやまただし／作・絵 1998 岩崎書店

絵本 すっぽんぽんのすけ たんぽぽえほんシリーズ もとした いづみ／作　荒井良二／絵　 1999 鈴木出版

絵本 すっぽんぽんのすけせんとうへいくのまき たんぽぽえほんシリーズ もとした いづみ／作　荒井良二／絵　 2002 鈴木出版

絵本 すっぽんぽんのすけデパートへいくのまき たんぽぽえほんシリーズ もとした いづみ／作　荒井良二／絵　 2004 鈴木出版

絵本 すなばのだいぼうけん いとうひろし／作・絵 1993 ポプラ社

絵本 スプーンさん 中川ひろたか／ぶん　１００％Ｏｒａｎｇｅ／え 2003 ブロンズ新社

絵本 ズボンのクリスマス クリスマスの三つのおくりもの 林 明子／作・絵 1987 福音館書店

絵本 すみっこのおばけ 武田美穂／作・絵 2000 ポプラ社

絵本 すみません 2 あいさつの絵本 川端 誠／作 1992 理論社

絵本 すみれとあり 矢間　芳子 2002 福音館書店

絵本 すやすやタヌキがねていたら えほんのもり 内田麟太郎／文　渡辺有一／絵 2009 文研出版

絵本 すりすり ももんちゃん ももんちゃん あそぼう とよた かずひこ／作・絵 2002 童心社

絵本 せかいいちうつくしいぼくの村 小林豊／作・絵 1995 ポプラ社

絵本 せかいいちうつくしい村へかえる 小林豊／作・絵 2003 ポプラ社

絵本 ぜっこう 柴田愛子／文　伊藤秀男／絵 2002 ポプラ社

絵本 せとうちたいこさんえんそくいきタイ せとうちたいこさんシリーズ 長野ヒデ子／作 1999 童心社

絵本 せとうちたいこさんデパートいきタイ せとうちたいこさんシリーズ 長野ヒデ子／作 1995 童心社

絵本 せとうちたいこさんパーティーいきタイ せとうちたいこさんシリーズ 長野ヒデ子／作 2001 童心社

絵本 せとうちたいこさんわらべうたうたいタイ せとうちたいこさんシリーズ 長野ヒデ子／作 2007 童心社

絵本 せなかをぴん 6 からだのえほん　 小林まさこ／さく  長野ヒデ子／え 1989 あかね書房

絵本 セミくんいよいよこんやです 工藤ノリコ／作・絵 2004 教育画劇

絵本 セロ弾きのゴーシュ ミキハウスの絵本 宮沢賢治／作　さとうあや／絵 2012 三起商行

絵本 セロ弾きのゴーシュ 宮沢賢治／作　赤羽末吉／絵 1989 偕成社

絵本 せんたくかあちゃん さとうわきこ／作・絵 1982 福音館書店

絵本 せんべせんべやけた わらべうたえほん こばやしえみこ／案　ましませつこ／絵 2006 こぐま社

絵本 せんろはつづく 竹下文子／文　鈴木まもる／絵 2003 金の星社

絵本 ぞうからかうぞ ことばあそびの絵本 石津ちひろ／文　藤枝リュウジ／絵 2003 BL出版

絵本 ぞうくんのあめふりさんぽ なかの　ひろたか 2006 福音館書店

絵本 ぞうくんのさんぽ なかのひろたか／作・絵 1980 福音館書店

絵本 ぞうさんとねずみくん なかえ よしを／作　上野紀子／絵 1982 ポプラ社

絵本 ぞうのたまごのたまごやき 寺村輝夫／作　長 新太／画 1984 福音館書店

絵本 ぞうのぼたん うえののりこ／作 1978 冨山房

絵本 そうべえごくらくへゆく たじまゆきひこ／作 1989 童心社

絵本 そうべえふしぎなりゅうぐうじょう 桂米朝・上方落語・兵庫船・小倉船より たじま／ゆきひこ∥作 2011 童心社

絵本 そうべえまっくろけのけ 田島／征彦∥作 1998 童心社

絵本 そばがらじさまとまめじさま 小林輝子／再話　赤羽末吉／画 2008 福音館書店

絵本 そばせい 9 落語絵本 川端 誠／作 2005 クレヨンハウス

絵本 ソメコとオニ 11 創作絵本 斎藤隆介／作　滝平二郎／絵 1987 岩崎書店



絵本 そらいろのたね 中川李枝子／作　大村百合子／絵 1979 福音館書店

絵本 そらはだかんぼ 五味太郎／作・絵 1987 偕成社

絵本 そらまめくんとながいながいまめ なかやみわ／さく 2009 福音館書店

絵本 そらまめくんとめだかのこ なかやみわ／さく 2000 福音館書店

絵本 そらまめくんのベッド なかやみわ／さく 1999 福音館書店

絵本 そらまめくんのぼくのいちにち なかやみわ／さく 2006 福音館書店

絵本 そらをとぶふね 滝平二郎／絵 1993 岩崎書店

絵本 そりあそび ばばばあちゃんのおはなし さとうわきこ／作・絵 1994 福音館書店

絵本 だーれかな だーれかな とことこえほん カズコ・G・ストーン／作・絵 2010 童心社

絵本 だいくとおにろく 松居直／再話　赤羽末吉／画 1980 福音館書店

絵本 だいじょうぶだいじょうぶ いとうひろし／作・絵 2006 講談社

絵本 大草原のとしょかんﾊﾞｽ 梅田俊作／絵 1996 岩崎書店

絵本 だいちゃんとうみ こどものとも傑作集 太田大八／さく・え 1992 福音館書店

絵本 タイニイ・トゥインクルのふしぎなともだち なぎともこ／作　伊藤正道／絵 1990 ブックローン出版

絵本 だいふくもち 田島征三／作・絵 1977 福音館書店

絵本 たいへんなひるね ばばばあちゃんのおはなし さとうわきこ／作・絵 1990 福音館書店

絵本 たいようオルガン 荒井良二／著 2008 偕成社

絵本 たがや 10 落語絵本 川端 誠／作 2006 クレヨンハウス

絵本 たからさがし 山脇　百合子 1994 福音館書店

絵本 だくちるだくちる　はじめてのうた 阪田寛夫／文　長新太／絵 1993 福音館書店

絵本 だじゃれ日本一周 長谷川義史／作 2009 理論社

絵本 たたかえ恐竜トリケラトプス 恐竜の大陸 黒川／みつひろ∥作絵 1992 小峰書店

絵本 だっこだっこねえだっこ 長新太／さく 2005 ポプラ社

絵本 だっこのおにぎり ヒデ子さんのうたあそびえほん 長野ヒデ子／作　つちだのぶこ／絵 2009 佼成出版社

絵本 だってだってのおばあさん さのようこ／作・絵 1980 フレーベル館 

絵本 たなばた 君島久子／再話　初山滋／画 1980 福音館書店

絵本 たぬきのおつきみ 内田麟太郎／作　山本孝／絵 2003 岩崎書店

絵本 たぬきむかし むかしむかし絵本 福田庄助／絵 1969 ポプラ社

絵本 たねがとぶ かがくのとも傑作集 甲斐信枝／作　森田竜義／監修 1993 福音館書店

絵本 たのきゅう 7 落語絵本 川端 誠／作 2003 クレヨンハウス

絵本 たのしいふゆごもり 片山令子／作　片山 健／絵 1991 福音館書店

絵本 旅の絵本 安野　光雅 1977 福音館書店

絵本 旅の絵本Ⅱ 安野　光雅 2006 福音館書店

絵本 旅の絵本Ⅲ 安野　光雅 1981 福音館書店

絵本 旅の絵本Ⅳ 安野　光雅 1983 福音館書店

絵本 旅の絵本Ⅴ 安野　光雅 2003 福音館書店

絵本 旅の絵本Ⅵ 安野　光雅 2004 福音館書店

絵本 旅の絵本Ⅶ 安野　光雅 2009 福音館書店

絵本 たべたの だあれ 五味太郎／作・絵 1977 文化出版局

絵本 たまごにいちゃん ひまわりえほんシリーズ あきやま ただし／作・絵 2001 鈴木出版

絵本 たまごのあかちゃん 神沢利子／作　柳生弦一郎／絵 福音館書店

絵本 たまねぎちゃんあららら！ ワンダーおはなし絵本 長野ヒデ子／作・絵 2012 世界文化社

絵本 だるまさんが かがくいひろしのファーストブック かがくいひろし／作・絵 2008 ブロンズ新社

絵本 だるまさんと かがくいひろしのファーストブック かがくいひろし／作・絵 2009 ブロンズ新社

絵本 だるまさんの かがくいひろしのファーストブック かがくいひろし／作・絵 2008 ブロンズ新社

絵本 ダレ・ダレ・ダレダ 越野民雄／文　高畠 純／絵 2011 講談社

絵本 だれかがいます 五味太郎／作 2011 偕成社

絵本 だれかな？だれかな？ ０．１．２．えほん なかやみわ／さく 2003 福音館書店

絵本 だれだかわかるかい？　むしのかお かがくのとも傑作集 今森光彦／文・写真 1995 福音館書店

絵本 だれのじてんしゃ 高畠純／作・絵 1982 フレーベル館

絵本 たろうのおでかけ 村山桂子／作　堀内誠一／画 1966 福音館書店

絵本 たろうのともだち 村山桂子／作　堀内誠一／画 1977 福音館書店

絵本 たわし おひさまのほん 井上洋介／作 2001 小学館

絵本 タンゲくん 片山健／〔作〕 1992 福音館書店

絵本 たんじょうび　おめでとう わかやま／けん∥〔絵〕 1978 こぐま社

絵本 タンタンのしろくまくん いわむらかずお／作 1994 偕成社

絵本 タンタンのずぼん いわむらかずお／作 1994 偕成社

絵本 タンタンのハンカチ いわむらかずお／作 1994 偕成社

絵本 タンタンのぼうし いわむらかずお／作 1993 偕成社

絵本 たんぽぽ かがくのとも傑作集 平山和子／文・絵 1981 福音館書店

絵本 ちいさなきしゃ 五味太郎／作・絵 1982 岩崎書店

絵本 ちいさなくれよん 篠塚かをり／作　安井淡／絵 1979 金の星社

絵本 ちいさなたいこ 松岡享子／作　秋野不矩／絵 2011 福音館書店

絵本 ちいさなねこ 石井桃子／作　横内襄／絵 1979 福音館書店

絵本 ちいさな魔女リトラ 広野多珂子／作・絵 2001 福音館書店

絵本 ちいちゃんのかげおくり あまんきみこ／作　上野紀子／絵 1982 あかね書房

絵本 ちか１００かいだてのいえ いわいとしお／〔作〕 2009 偕成社

絵本 ちからたろう むかしむかし絵本 田島征三／絵 1967 ポプラ社

絵本 ちさとじいたん 8 絵本の泉 阪田寛夫／詩　織茂恭子／絵 1997 岩崎書店

絵本 チップとチョコのおつかい どいかや／文・絵 1999 文渓堂

絵本 チップとチョコのおでかけ どいかや／文・絵 1996 文渓堂

絵本 チップとチョコのおるすばん どいかや／文・絵 2002 文渓堂



絵本 ちのはなし かがくのとも傑作集 堀内誠一／文・絵 1989 福音館書店

絵本 ちょう あげはの一生 得田之久／文・絵 2006 福音館書店

絵本 ちょっとだけ 滝村有子／さく　鈴木永子／え 2007 福音館書店

絵本 ちょろりんととっけー 降矢なな／作 1991 福音館書店

絵本 ちょろりんのすてきなセーター 降矢なな／作・絵 1993 福音館書店

絵本 チリとチリリ どいかや／作 2003 アリス館

絵本 チリとチリリうみのおはなし どいかや／作 2004 アリス館

絵本 チリとチリリはらっぱのおはなし どいかや／作 2007 アリス館

絵本 チリとチリリまちのおはなし どいかや／作 2005 アリス館

絵本 チリとチリリゆきのひのおはなし どいかや／作 2010 アリス館

絵本 チンチンでんしゃのはしるまち かがくのとも傑作集 横溝　英一／作 2002 福音館書店

絵本 つきのよるに えほんのマーチ いもとようこ／作・絵 2004 岩崎書店

絵本 月人石 乾千恵／書　谷川俊太郎／文　川島敏生／写真 2005 福音館書店

絵本 つきよ 長 新太／さく 1986 教育画劇

絵本 つきよのかいじゅう 長 新太／さく 1990 佼成出版社

絵本 つきよのキャベツくん 長 新太／文・絵 2003 文研出版

絵本 つくし かがくのとも傑作集 甲斐信枝／作 1997 福音館書店

絵本 ツバメのたび　５０００キロのかなたから 鈴木まもる∥作・絵 2009 偕成社

絵本 つみき はじめての絵本たいむ 中川ひろたか／作　平田利之／絵 2007 金の星社

絵本 つみきでとんとん 竹下文子／文　鈴木まもる／絵 2005 金の星社

絵本 つみきのいえ 加藤久仁生／絵　平田研也／文 2008 白泉社

絵本 つりばしわたれ 鈴木義治／絵 1976 岩崎書店

絵本 つるにょうぼう 矢川澄子／再話　赤羽末吉／画 1979 福音館書店

絵本 つるのおんがえし 礒みゆき／文　黒井健／絵 2010 小学館

絵本 てがみをください やましたはるお／作　 むらかみつとむ／絵 1978 文研出版

絵本 でこちゃん わたしのえほん つちだ のぶこ／作・絵　 2000 ＰＨＰ研究所

絵本 でこちゃんとらすたくん わたしのえほん つちだ のぶこ／作・絵　 2001 ＰＨＰ研究所

絵本 てじなでだましっこ かがくのとも傑作集 佐伯　俊男／作 1991 福音館書店

絵本 でっこりぼっこり 高畠那生／作 2009 絵本館

絵本 てではなそうきらきら さとうけいこ／作　さわだとしき／絵　米内山明宏／手話監修 2002 小学館

絵本 てぶくろをかいに にいみなんきち／ぶん　わかやまけん／え 1970 ポプラ社

絵本 てんぐさてんぐ せなけいこ・おばけえほん せなけいこ／〔著〕 1994 童心社

絵本 でんぐりでんぐりでんぐりこ ヒデ子さんのうたあそびえほん 長野ヒデ子／作　山口マオ／絵 2011 佼成出版社

絵本 でんしゃえほん 井上洋介／〔作〕 2000 ビリケン出版

絵本 でんしゃでいこうでんしゃでかえろう 間瀬なおかた／作・絵 2002 ひさかたチャイルド

絵本 でんでんむしのかなしみ 新美南吉／作　かみやしん／絵 1999 大日本図書

絵本 てんにのぼったなまず たじまゆきひこ／作 1985 福音館書店

絵本 てんにんのはごろも 復刊・日本の名作絵本 堀尾青史／文　朝倉摂／絵 2002 岩崎書店

絵本 どうぞのいす 香山美子／作　柿本幸造／絵 1981 ひさかたチャイルド

絵本 とうふこぞう せなけいこ・おばけえほん 〔せなけいこ／作〕 2000 童心社

絵本 どうぶつたち まどみちお／詩　美智子／選・訳　安野光雅／絵 2012 文藝春秋

絵本 どうぶつのあしがたずかん 6 絵本図鑑シリーズ 加藤由子／文　ヒサクニヒコ／絵　中川志郎／監修 1989 岩崎書店

絵本 どうぶつのおかあさん 薮内　正幸 1981 福音館書店

絵本 どうぶつのこどもたち 薮内　正幸 1989 福音館書店

絵本 ときそば 12 落語絵本 川端 誠／作 2008 クレヨンハウス

絵本 とけいのほん1 まつい　のりこ 1993 福音館書店

絵本 とけいのほん2 まつい　のりこ 1993 福音館書店

絵本 どしゃぶりのひに 5 大型版あらしのよるにシリーズ きむらゆういち／作　あべ弘士／絵 2003 講談社

絵本 とっとこ とっとこ よんでよんでのえほん まついのりこ／作・絵 2003 偕成社

絵本 とてもとてもあついひ 幼児絵本シリーズ こいでたん／文　こいでやすこ／絵 1993 福音館書店

絵本 となりのせきのますだくん 12 えほんとなかよし 武田美穂／作・絵 1991 ポプラ社

絵本 どのくらいおおきいかっていうとね 舟崎靖子／文　にしかわおさむ／絵 2000 偕成社

絵本 とべ！ちいさいプロペラき 山本　忠敬 2000 福音館書店

絵本 とべバッタ 田島征三／作 1988 偕成社

絵本 トマトさん 田中清代／作 2006 福音館書店

絵本 ともだち 谷川俊太郎／文　和田 誠／絵 2002 玉川大学出版部

絵本 ともだちくるかな 内田麟太郎／作　降矢なな／絵 1999 偕成社

絵本 ともだちや 内田麟太郎／作　降矢なな／絵 1998 偕成社

絵本 ドライブにいこう 間瀬なおかた／作・絵 2004 ひさかたチャイルド

絵本 とらっくとらっくとらっく 山本　忠敬 1979 福音館書店

絵本 とらねことじいちゃん 梅田俊作／作･絵 2000 ポプラ社

絵本 とりかえっこ 21 絵本のせかい さとうわきこ／作　二俣英五郎／絵 1995 ポプラ社

絵本 とりかえっこ！ねずみくんのチョッキ なかえよしを／作　上野紀子／絵 1999 ポプラ社

絵本 鳥の観察図鑑　どこでなにをたべているのかな18 絵本図鑑シリーズ 薮内正幸／絵　国松俊英／文 1998 岩崎書店

絵本 鳥の島 川端 誠／作 1997 ＢＬ出版

絵本 鳥の巣の本 19 絵本図鑑シリーズ 鈴木まもる／著 1999 岩崎書店

絵本 どろだんご たなかよしゆき／文　のさかゆうさく／絵 2002 福音館書店

絵本 どろどろ せなけいこ／作・絵 2006 ポプラ社

絵本 どろんこおそうじ ばばばあちゃんのおはなし さとうわきこ／作・絵 1990 福音館書店

絵本 どろんこそうべえ たじま／ゆきひこ∥作 2007 童心社

絵本 どんくまさん 柿本幸造／絵 1999 至光社

絵本 どんぐり かがくのとも傑作集 こうや　すすむ／作 1988 福音館書店



絵本 どんぐりかいぎ かがくのとも傑作集 こうやすすむ／文　片山健／絵 1995 福音館書店

絵本 どんぐりむらのぼうしやさん なかやみわ／さく 2010 学研教育出版

絵本 とんことり 筒井頼子／作　林明子／絵 1989 福音館書店

絵本 とんでけとんでけ　おおいたい 梅田俊作・梅田佳子／作・絵 1980 岩崎書店

絵本 どんどこももんちゃん ももんちゃんあそぼう とよた／かずひこ∥さく・え 2001 童心社

絵本 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／文　こいでやすこ／絵 1992 福音館書店

絵本 どんなかんじかなあ 中山千夏／ぶん　和田 誠／え 2005 自由国民社

絵本 とんぼ ぎんやんまの一生 得田之久／文・絵 2006 福音館書店

絵本 なーらんだ 三浦太郎のあかちゃんえほん 三浦太郎／作・絵 2006 こぐま社

絵本 なーんだ なんだ とことこえほん カズコ・G・ストーン／作・絵 2004 童心社

絵本 ないしょのゆきだるま 角野栄子／作　大島妙子／絵 1998 あかね書房

絵本 ないた 中川ひろたか／作　長 新太／絵 2004 金の星社

絵本 ないたあかおに はまだひろすけ／文　いけだたつお／絵 1965 偕成社

絵本 なしとりきょうだい むかしむかし絵本 遠藤てるよ／絵 1967 ポプラ社

絵本 なぞなぞねずみくん なかえよしを／作　上野紀子／絵 2002 ポプラ社

絵本 なぞなぞのみせ なぞなぞえほん 石津ちひろ／なぞなぞ　なかざわくみこ／絵 2011 偕成社

絵本 なっちゃんとぼく 梅田俊作・梅田佳子／作・絵 1992 岩崎書店

絵本 なつのいけ 塩野米松／文　村上康成／絵 2002 ひかりのくに

絵本 なつのいちにち はたこうしろう／作 2004 偕成社

絵本 なつのおとずれ かがくい　ひろし∥作　絵 2008 ＰＨＰ研究所

絵本 なつやすみ虫ずかん かがくのとも傑作集 稲田務／絵　宮武頼夫／文 1992 福音館書店

絵本 なにをたべてきたの？ 岸田衿子／文　長野博一／絵 1978 佼成出版社

絵本 なめとこ山の熊 ミキハウスの絵本 宮沢賢治／作　あべ弘士／絵 2007 三起商行

絵本 にぎりめしごろごろ 小林輝子／再話　赤羽末吉／画 1994 福音館書店

絵本 にこにこかぼちゃ 安野光雅／作 1988 童話屋

絵本 にちよういち 西村繁男／作 1979 童心社

絵本 にちようびのにわへようこそ 武鹿悦子／文　西巻茅子／絵 1994 小峰書店

絵本 日本恐竜図鑑 9 絵本図鑑シリーズ ヒサクニヒコ／文・絵 1990 岩崎書店

絵本 にゃーご ひまわりえほんシリーズ 宮西達也／作・絵 1997 鈴木出版

絵本 にゃんにゃん 2 長野ヒデ子わんわんえほん 長野　ヒデ子／作・絵 2008 ポプラ社

絵本 にゅるぺろりん 谷川俊太郎のあかちゃんから絵本シリーズ 長新太／絵　谷川俊太郎／文 2003 クレヨンハウス

絵本 にょろへびやのへびくん にしむらあつこ／絵 2009 岩崎書店

絵本 にんじん せな　けいこ 1969 福音館書店

絵本 にんじんさんがあかいわけ あかちゃんのむかしむかし 松谷／みよ子∥ぶん 1989 童心社

絵本 にんじんさんとじゃかじゃかじゃん ワンダーおはなし絵本 長野ヒデ子／作・絵 2010 世界文化社

絵本 ねえ とうさん 佐野洋子／作 2001 小学館

絵本 ねえあそぼ 長野ヒデ子／作・絵 2010 ひかりのくに

絵本 ねがいぼしかなえぼし 内田麟太郎／作　山本孝／絵 2004 岩崎書店

絵本 ねぎぼうずのあさたろう その１ 飯野和好／作 1999 福音館書店

絵本 ねぎぼうずのあさたろう その２ しゅくばはずれのけっとう 飯野和好／作 2000 福音館書店

絵本 ねぎぼうずのあさたろう その３ 人情渡し舟 飯野和好／作 2001 福音館書店

絵本 ねこのシジミ イメージの森 和田 誠／作 1996 ほるぷ出版

絵本 猫山 滝平二郎／絵 1983 岩崎書店

絵本 ねずみくんとおんがくかい なかえよしを／作　上野紀子／絵 1987 ポプラ社

絵本 ねずみくんとブランコ なかえ よしを／作　上野紀子／絵 1983 ポプラ社

絵本 ねずみくんとホットケーキ なかえよしを／作　上野紀子／絵 2000 ポプラ社

絵本 ねずみくんとゆきだるま なかえよしを／作　上野紀子／絵 2001 ポプラ社

絵本 ねずみくんねずみくん なかえ よしを／作　上野紀子／絵 1978 ポプラ社

絵本 ねずみくんのクリスマス なかえよしを／作　上野紀子／絵 2003 ポプラ社

絵本 ねずみくんのしりとり なかえよしを／作　上野紀子／絵 2002 ポプラ社

絵本 ねずみくんのたんじょうび なかえ よしを／作　上野紀子／絵 1979 ポプラ社

絵本 ねずみくんのチョッキ なかえ よしを／作　上野紀子／絵 1974 ポプラ社

絵本 ねずみくんのひみつ なかえ よしを／作　上野紀子／絵 1981 ポプラ社

絵本 ねずみさんのおかいもの 多田ヒロシ／作 2010 こぐま社

絵本 ねずみさんのながいパン 多田ヒロシ／作 2000 こぐま社

絵本 ねずみじょうど 丸木　位里 1979 福音館書店

絵本 ねずみの　いもほり 山下明生／作　岩村和朗／絵 1984 ひさかたチャイルド

絵本 ねずみの　でんしゃ 山下明生／作　岩村和朗／絵 1982 ひさかたチャイルド

絵本 ねずみのおいしゃさま 山脇　百合子 1979 福音館書店

絵本 ねずみのかいすいよく 山下明生／作　岩村和朗／絵 1983 ひさかたチャイルド

絵本 ねずみのさかなつり 山下明生／作　岩村和朗／絵 1986 ひさかたチャイルド

絵本 ねずみのすもう 神沢利子／文　赤羽末吉／絵 1983 偕成社

絵本 ねないこだれだ せな　けいこ 1969 福音館書店

絵本 ねぼすけスーザのおかいもの 広野多珂子／作 1997 福音館書店

絵本 ねみちゃんとねずみくん なかえ よしを／作　上野紀子／絵 1978 ポプラ社

絵本 ねむいねむいねずみ ＰＨＰおはなしプレゼント 佐々木マキ／作・絵 1992 ＰＨＰ研究所

絵本 ねむいねむいねずみとおつきさま ささき まき／作・絵 1985 ＰＨＰ研究所

絵本 ねむいねむいねずみとなきむしぼうや 3 わたしのえほん 佐々木マキ／作・絵 1984 ＰＨＰ研究所

絵本 ねむいねむいねずみともりのおばけ ささき まき／作・絵 1985 ＰＨＰ研究所

絵本 ねむいねむいねずみのうみのぼうけん ささき まき／作・絵 1985 ＰＨＰ研究所

絵本 ねむいねむいねずみのクリスマス 7 わたしのえほん 佐々木マキ／作・絵 1982 ＰＨＰ研究所

絵本 ねむいねむいねずみはおなかがすいた 1 わたしのえほん 佐々木マキ／作・絵 1992 ＰＨＰ研究所



絵本 ねむいのねむいのとんでいけ！ 梅田俊作・梅田佳子／作・絵 1991 岩崎書店

絵本 ねんどの神さま 武田美穂／絵 1992 ポプラ社

絵本 ねんねんねこねこ 10 うたあそびえほん　 ながのひでこ／作・絵 1996 アリス館

絵本 のえんどうと100人のこどもたち 甲斐信枝／作 2011 福音館書店

絵本 のせてのせて 松谷みよ子あかちゃんの本 松谷みよ子／文　東光寺 啓／絵 1980 童心社

絵本 のっぺらぼう 1 杉山亮のおばけ話絵本 杉山亮／作　軽部武宏／絵 2010 ポプラ社

絵本 のはらのおみせ ほりかわまりこ／絵 2003 岩崎書店

絵本 のはらのずかん　野の花と虫たち 12 絵本図鑑シリーズ 長谷川哲雄／作 1992 岩崎書店

絵本 野や山にすむ動物たち　日本の哺乳類 2 絵本図鑑シリーズ 薮内正幸／作 1991 岩崎書店

絵本 のりものいっぱい 柳原 良平／作・絵 2003 こぐま社

絵本 のろまなローラー 山本　忠敬 1980 福音館書店

絵本 ノンタン！サンタクロースだよ キヨノサチコ／作・絵 1978 偕成社

絵本 ノンタンあわぷくぷくぷぷぷう キヨノサチコ／作・絵 1980 偕成社

絵本 ノンタンいたいのとんでけ～☆ キヨノサチコ／作・絵 2004 偕成社

絵本 ノンタンいもうといいな キヨノサチコ／作・絵 2001 偕成社

絵本 ノンタンおねしょでしょん キヨノサチコ／作・絵 1978 偕成社

絵本 ノンタンおばけむらめいろ キヨノサチコ／作・絵 1991 偕成社

絵本 ノンタンおやすみなさい キヨノサチコ／作・絵 1976 偕成社

絵本 ノンタンおよぐのだいすき キヨノサチコ／作・絵 1977 偕成社

絵本 ノンタンこちょこちょこちょ キヨノサチコ／作・絵 1987 偕成社

絵本 ノンタンしゃっくりひっくひく キヨノサチコ／作・絵 1996 偕成社

絵本 ノンタンスプーンたんたんたん キヨノサチコ／作・絵 2011 偕成社

絵本 ノンタンでかでかありがとう キヨノサチコ／作・絵 2006 偕成社

絵本 ノンタンのたんじょうび キヨノサチコ／作・絵 1980 偕成社

絵本 ノンタンバースデイブック キヨノサチコ／作・絵 1993 偕成社

絵本 ノンタンぱっぱらぱなし キヨノサチコ／作・絵 1986 偕成社

絵本 ノンタンぶらんこのせて キヨノサチコ／作・絵 1976 偕成社

絵本 ノンタンふわふわタータン キヨノサチコ／作・絵 2005 偕成社

絵本 ノンタンボールまてまてまて キヨノサチコ／作・絵 1982 偕成社

絵本 ノンタンほわほわほわわ キヨノサチコ／作・絵 1978 偕成社

絵本 のんびりオウムガイとせっかちアンモナイト 三輪一雄∥作絵 2006 偕成社

絵本 ばあちゃんのなつやすみ 梅田俊作・梅田佳子／作・絵 1980 岩崎書店

絵本 ばいばい 改訂 まついのりこあかちゃんのほん まついのりこ／作・絵 2001 偕成社

絵本 はかまだれ 舟崎克彦／作　村上豊／絵 1984 ひくまの出版

絵本 ばけくらべ 松谷みよ子／作　瀬川康男／絵 1989 福音館書店

絵本 はけたよはけたよ かんざわとしこ／文　にしまきかやこ／絵 1979 偕成社

絵本 ばけものつかい 4 落語絵本 川端 誠／作 1994 クレヨンハウス

絵本 ばけものづかい せなけいこ・おばけえほん せなけいこ／作 1981 童心社

絵本 はじめてのおつかい 筒井頼子／さく　林明子／え 1978 福音館書店

絵本 はじめてのおるすばん しみずみちを／作　山本まつ子／絵 1972 岩崎書店

絵本 はじめはりんごのみがいっこ いとうひろし／作・絵 1999 ポプラ社

絵本 はしるはしるとっきゅうれっしゃ かがくのとも傑作集 横溝　英一 2002 福音館書店

絵本 はしれ！たくはいびん  竹下文子／作　鈴木まもる／絵 2005 偕成社

絵本 はしれ、きたかぜ号 絵本・ちいさななかまたち 渡辺有一／作 1985 童心社

絵本 はずかしがりやのれんこんくん 絵本・こどものひろば 二宮由紀子／文  長野ヒデ子／絵 2008 童心社

絵本 バスなのね 中川ひろたか／ぶん　１００％Ｏｒａｎｇｅ／え 2004 ブロンズ新社

絵本 バスにのって 荒井良二／著 1992 偕成社

絵本 バスをおりたら… 小泉るみ子／作・絵 2004 ポプラ社

絵本 はせがわくんきらいや 長谷川／集平∥著 2003 ブッキング

絵本 はち ふたもんあしながばちの一生 得田之久／文・絵 2006 福音館書店

絵本 八郎 斎藤隆介／作　滝平二郎／画 1980 福音館書店

絵本 はっきよい畑場所 かがくいひろし／作 2008 講談社

絵本 はつてんじん 3 落語絵本 川端 誠／作 1996 クレヨンハウス

絵本 はっぱじゃないよぼくがいる 1 森をあるけば 姉崎 一馬／文・写真 2006 アリス館

絵本 はっぴぃさん 荒井良二／著 2003 偕成社

絵本 はつめいおもちゃ 新坂和男／絵 1976 岩崎書店

絵本 バナナです 川端／誠∥作 1984 文化出版局

絵本 はなのあなのはなし やぎゅう　げんいちろう 1982 福音館書店

絵本 はなはなばなし からだちゃんえほん 長野　ヒデ子∥作 2008 小学館

絵本 はなび 秋山とも子／作 2003 教育画劇

絵本 はなび ドーン とことこえほん カズコ・G・ストーン／作・絵 2012 童心社

絵本 はなびのはなし かがくのとも傑作集 たかとうしょうはち／作 2005 福音館書店

絵本 ばばばあちゃんのアイス・パーティ かがくのとも傑作集 さとうわきこ／作 1998 福音館書店

絵本 ばばばあちゃんのおもちつき かがくのとも傑作集 さとうわきこ／作 1998 福音館書店

絵本 ばばばあちゃんのなぞなぞりょうりえほん かがくのとも傑作集 さとうわきこ／作 2004 福音館書店

絵本 ばばばあちゃんのなんでもおこのみやき かがくのとも傑作集 さとうわきこ／作 2009 福音館書店

絵本 ばばばあちゃんのやきいもたいかい かがくのとも傑作集 さとうわきこ／作 2000 福音館書店

絵本 はみがきごっこ きむらゆういち／作　長野ヒデ子／絵 2005 佼成出版社

絵本 バムとケロのおかいもの 島田ゆか／作・絵 1999 文渓堂

絵本 バムとケロのさむいあさ 島田ゆか／作・絵 1996 文渓堂

絵本 バムとケロのそらのたび 島田ゆか／作・絵 1995 文渓堂

絵本 バムとケロのにちようび 島田ゆか／作・絵 1994 文渓堂



絵本 バムとケロのもりのこや 島田ゆか／作・絵 2011 文渓堂

絵本 はやくねてよ えほん・ハートランド あきやまただし／作・絵 1994 岩崎書店

絵本 林と虫たちの一年 4 絵本図鑑シリーズ 海野和男／文・写真 1987 岩崎書店

絵本 はらっぱ 西村繁男／画 1997 童心社

絵本 はらぺこヘビくん みやにしたつや／作・絵 2006 ポプラ社

絵本 はらぺこゆうれい せなけいこ・おばけえほん 〔せなけいこ／作〕 1999 童心社

絵本 はるかぜとぷう 小野　かおる 1998 福音館書店

絵本 はるだはるだよ！１０ぴきのかえる ＰＨＰにこにこえほん 間所ひさこ／さく　仲川道子／え 1997 ＰＨＰ研究所

絵本 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／文　こいでやすこ／絵 1993 福音館書店

絵本 はるにれ 姉崎　一馬 1981 福音館書店

絵本 ハルばあちゃんの手 山中恒／文　木下晋／絵 2005 福音館書店

絵本 バルバルさん こどものとも絵本 乾栄里子／文　西村敏雄／絵 2008 福音館書店

絵本 パンのかけらとちいさなあくま　リトワニア民話 内田莉莎子／再話　堀内誠一／画 1992 福音館書店

絵本 ぴかくんめをまわす 松居 直／作　長新太／絵 1980 福音館書店

絵本 ぴかぴかのウーフ くまの子ウーフの絵本 神沢利子／作　井上洋介／絵 1984 ポプラ社

絵本 ひっこしだいさくせん ５ひきのすてきなねずみ たしろちさと／さく 2010 ほるぷ出版

絵本 ヒッコリーの　きのみ 香山美子／作　柿本幸造／絵 1985 ひさかたチャイルド

絵本 ひとつめのくに せなけいこ・おばけえほん せなけいこ／作 1978 童心社

絵本 ひとめあがり 14 落語絵本 川端 誠／作 2008 クレヨンハウス

絵本 ひとりぼっちのりんごのき なかの　ひろたか 2011 福音館書店

絵本 火の鳥 滝平二郎／絵 1982 岩崎書店

絵本 ひばりの矢 滝平二郎／絵 1985 岩崎書店

絵本 ひみつのカレーライス 井上荒野／作　田中清代／絵 2009 アリス館

絵本 ひゅるひゅる せなけいこ・おばけえほん せなけいこ／〔作〕 1993 童心社

絵本 びゅんびゅんごまがまわったら 宮川ひろ／作　林／明子∥絵 1982 童心社

絵本 ぴょーん 1 はじめてのぼうけん まつおかたつひで／作・絵 2000 ポプラ社

絵本 ピヨピヨスーパーマーケット 工藤ノリコ／著 2003 佼成出版社

絵本 ぴよぴよぴよ 平野 剛／作・絵 1987 福音館書店

絵本 ぴょんぴょんぱんのかばんです 香山美子／ぶん　柿本幸造／え 1982 新日本出版社

絵本 ひらいた  ひらいた わかやま／けん∥〔絵〕 1977 こぐま社

絵本 びりのきもち 阪田寛夫／詩　和田 誠／絵 1998 童話館出版

絵本 ひろしまのピカ 記録のえほん 丸木 俊／絵・文 1980 小峰書店

絵本 ピン・ポン・バス  竹下文子／作　鈴木まもる／絵 1996 偕成社

絵本 びんぼうがみとふくのかみ 日本名作おはなし絵本 富安陽子／文　飯野和好／絵 2009 小学館

絵本 ぶーんぶーん とよたかずひこ／作・絵 1997 岩崎書店

絵本 ふえをふく岩 おはなし名作絵本 君島久子／文　丸木俊／絵 1973 ポプラ社

絵本 ふき 滝平二郎／絵 1998 岩崎書店

絵本 ふくはうちおにもうち 内田麟太郎／作　山本孝／絵 2004 岩崎書店

絵本 ふしぎなえ 安野光雅 1971 福音館書店

絵本 ふしぎなおるすばん 斉藤栄美／作　岡本順／絵 1991 ポプラ社

絵本 ふしぎなキャンディーやさん みやにしたつや／作・絵 2007 金の星社

絵本 ふしぎなたいこ　にほんむかしばなし 改版 岩波の子どもの本 石井桃子／文　清水崑／絵 1975 岩波書店

絵本 ふしぎなたけのこ 松野正子／作　瀬川康男／絵 1978 福音館書店

絵本 ふしぎなでまえ かがくいひろし／作 2008 講談社

絵本 ふしぎなナイフ 中村牧江／作　林健造／作　福田隆義／絵 1997 福音館書店

絵本 ふしぎのおうちはドキドキなのだ 8 えほんとなかよし 武田美穂／作・絵 1991 ポプラ社

絵本 ぶす 講談社の創作絵本　狂言えほん もとしたいづみ／文　ささめやゆき／絵 2007 講談社

絵本 ぶたくんと１００ぴきのおおかみ チューリップえほんシリーズ 宮西達也／作・絵 1991 鈴木出版

絵本 ぶたたぬききつねねこ 馬場のぼる／著 1978 こぐま社

絵本 ふたつのいちご クリスマスの三つのおくりもの 林 明子／作・絵 1987 福音館書店

絵本 ぶたのたね 佐々木マキ／作・絵 1989 絵本館

絵本 ぶたぶたくんのおかいもの 土方久功／作・絵 1985 福音館書店

絵本 ブタヤマさんたらブタヤマさん 長　新太／作 1986 文研出版

絵本 ふたり 瀬川康男／作 1981 冨山房

絵本 ふってきました 講談社の創作絵本 もとしたいづみ／文　石井聖岳／絵 2007 講談社

絵本 ぷっぷーぶっぶー 3 長野ヒデ子わんわんえほん 長野　ヒデ子／作・絵 2008 ポプラ社

絵本 ぶつぶついうのだあれ くまの子ウーフの絵本 神沢利子／作　井上洋介／絵 1980 ポプラ社

絵本 プッポコとペッポコ 片山　健 2011 福音館書店

絵本 ふでこぞう せなけいこ・おばけえほん 〔せなけいこ／作〕 2002 童心社

絵本 ふとりすぎですよサンタさん 清宮哲／絵 1984 岩崎書店

絵本 ふとんやまトンネル 絵本・ちいさななかまたち 那須正幹／作　長野ヒデ子／絵 1994 童心社

絵本 ふねなのね 中川ひろたか／ぶん　１００％Ｏｒａｎｇｅ／え 2004 ブロンズ新社

絵本 ふぶきのあした 6 大型版あらしのよるにシリーズ きむらゆういち／作　あべ弘士／絵 2003 講談社

絵本 ふゆじたくのおみせ ふくざわゆみこ／作 2003 福音館書店

絵本 ふゆのおばけ せなけいこ／作・絵 2003 金の星社

絵本 ふゆめがっしょうだん かがくのとも傑作集　どきどきしぜん 富成忠夫／写真　茂木透／写真　長新太／文 1990 福音館書店

絵本 ブラッキンダー スズキコージ／作・絵 2008 イースト・プレス

絵本 ふるさと６０年　 戦後の日本とわたしたちの歩み 道浦母都子／文　金斗鉉／絵 2012 福音館書店

絵本 ふるやのもり 瀬田貞二 ／再話　田島征三／絵 1979 福音館書店

絵本 ふれふれ　なんだあめ　こんなあめ 梅田俊作・梅田佳子／作・絵 1986 岩崎書店

絵本 ふんふん  なんだかいいにおい にしまきかやこ／え・ぶん 1977 こぐま社

絵本 へそへそばなし からだちゃんえほん 長野　ヒデ子∥作 2008 小学館



絵本 へそもち 渡辺茂男／作　赤羽末吉／絵 1980 福音館書店

絵本 へちまのへーたろー 二宮由紀子／作　スドウピウ／絵 2011 教育画劇

絵本 へっこきあねさがよめにきて 大川悦生／文　太田大八／絵 1972 ポプラ社

絵本 ヘビくんどうなったとおもう？ みやにしたつや／作・絵 2007 ポプラ社

絵本 へびくんのおさんぽ たんぽぽえほんシリーズ いとうひろし／作・絵 1992 鈴木出版

絵本 ぼうし 日本傑作絵本シリーズ せがわやすお／〔著〕 1987 福音館書店

絵本 ホームランを打ったことのない君に 長谷川集平／作 2006 理論社

絵本 ぼくおかあさんのこと… 酒井駒子／文・絵 2000 文渓堂

絵本 ぼくがラーメンたべてるとき 長谷川 義史／作・絵 2007 教育画劇

絵本 ぼくと弟はあるきつづける 小林豊／作・絵 2007 岩崎書店

絵本 ぼくにもそのあいをください 宮西達也／作・絵 2006 ポプラ社

絵本 ぼくの家から海がみえた 小林豊／作・絵 2005 岩崎書店

絵本 ぼくのおとうと 改訂新版 かどのえいこ／〔著〕　いとうひろし／〔画〕 2009 童心社

絵本 ぼくのおべんとう スギヤマカナヨ／さく 2003 アリス館

絵本 ぼくのくれよん 長 新太／お話・絵 1993 講談社

絵本 ぼくのトイレ わたしのえほん 鈴木のりたけ／作・絵 2011 ＰＨＰ研究所

絵本 ぼくのぱんわたしのぱん かがくのとも傑作集 神沢利子／文　林明子／得 1981 福音館書店

絵本 ぼくの村にサーカスがきた 小林豊／作・絵 1996 ポプラ社

絵本 ぼくの鳥の巣絵日記 鈴木まもる∥作・絵 2005 偕成社

絵本 ぼくはいかない 柴田愛子／文　伊藤秀男／絵 2003 ポプラ社

絵本 ぼくは弟とあるいた 小林豊／作・絵 2002 岩崎書店

絵本 ぼくはおにいちゃん 改訂新版 かどのえいこ／〔著〕　いとうひろし／〔画〕 2009 童心社

絵本 ぼくはかさ せなけいこ／作・絵 2005 ポプラ社

絵本 ぼくらのむしとり 柴田愛子／文　伊藤秀男／絵 2005 ポプラ社

絵本 ぼくらの地図旅行 福音館のかがくのほん 那須正幹／文　西村繁男／絵 1989 福音館書店

絵本 ほしになったりゅうのきば 君島久子／再話　赤羽末吉／画 1989 福音館書店

絵本 ほっぺほっぺほっぺ ほっぺっぺえほん うちだ／りんたろう∥作　ながのひでこ／作 1996 童心社

絵本 ぽとんぽとんはなんのおと 神沢利子／作　平山英三／絵 1985 福音館書店

絵本 ほね かがくのとも傑作集 堀内　誠一／作 1982 福音館書店

絵本 ほんちゃん スギヤマカナヨ∥さく 2009 偕成社

絵本 ぽんぽん山の月 えほんのもり あまんきみこ／文　渡辺洋二／絵 2005 文研出版

絵本 マーガレットとクリスマスのおくりもの 植田真／作 2007 あかね書房

絵本 まあちゃんのながいかみ たかどのほうこ／作 1995 福音館書店

絵本 まあばあさんのゆきのひピクニック 織茂恭子／絵 2002 岩崎書店

絵本 まう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／作　井上洋介／絵 1983 ポプラ社

絵本 まくらのせんにん さんぽみちの巻 かがくいひろし／著 2009 佼成出版社

絵本 まくらのせんにん そこのあなたの巻 かがくいひろし／著 2010 佼成出版社

絵本 まじょまつりにいこう せなけいこ／作・絵 2007 ポプラ社

絵本 ますだくんとはじめてのせきがえ 武田美穂／作･絵 1996 ポプラ社

絵本 ますだくんとまいごのみほちゃん 武田美穂／作･絵 1997 ポプラ社

絵本 ますだくんの1年生日記 武田美穂／作･絵 1996 ポプラ社

絵本 ますだくんのランドセル 武田美穂／作･絵 1995 ポプラ社

絵本 また　また！ねずみくんのチョッキ なかえ よしを／作　上野紀子／絵 1979 ポプラ社

絵本 また！ねずみくんとホットケーキ なかえよしを／作　上野紀子／絵 2003 ポプラ社

絵本 また！ねずみくんのチョッキ なかえ よしを／作　上野紀子／絵 1978 ポプラ社

絵本 まだかな まつおかたつひで／作・絵 2005 ポプラ社

絵本 まだかんがえるカエルくん いわむらかずお／作 1998 福音館書店

絵本 まち ぼくたちのいちにち 小林豊／作・絵 1997 ポプラ社

絵本 まつげの海のひこうせん 山下明生／作　杉浦範茂／絵 1983 偕成社

絵本 まどから おくりもの 3 五味太郎・しかけ絵本 五味太郎／作・絵 1983 偕成社

絵本 まねしんぼう みやにしたつや／作・絵 1999 岩崎書店

絵本 マフィンおばさんのぱんや 竹林亜紀／作　河本祥子／絵 1996 福音館書店

絵本 まほうのえのぐ 林明子／作 1997 福音館書店

絵本 まほうの夏 はたこうしろう／作・絵 2002 岩崎書店

絵本 ママだいすき まど みちお／作　ましませつこ／絵 2002 こぐま社

絵本 まゆとおに やまんばのむすめまゆのおはなし 富安陽子／文　降矢なな／絵 2004 福音館書店

絵本 まゆとりゅう やまんばのむすめまゆのおはなし 富安陽子／文　降矢なな／絵 2008 福音館書店

絵本 まんげつのよるに 7 大型版あらしのよるにシリーズ きむらゆういち／作　あべ弘士／絵 2006 講談社

絵本 まんじゅうこわい 2 落語絵本 川端 誠／作 1996 クレヨンハウス

絵本 マンモス探検図鑑 17 絵本図鑑シリーズ 松岡達英／絵　村田真一／文 1996 岩崎書店

絵本 みえないってどんなこと？ 星川ひろ子／写真・文 2002 岩崎書店

絵本 みずたまレンズ かがくのとも傑作集 今森光彦／作 2008 福音館書店

絵本 みのむしがとんだ 得田／之久∥さく 2001 童心社

絵本 みみかきめいじん かがくいひろし／作 2009 講談社

絵本 みょうがやど 15 落語絵本 川端 誠／作 2012 クレヨンハウス

絵本 みるなのくら おざわとしお／再話　赤羽末吉／画 1976 福音館書店

絵本 みんなあかちゃんだった えほん・こどもとともに 鈴木まもる／作 2000 小峰書店

絵本 みんなうんち 五味　太郎 1981 福音館書店

絵本 みんなで！いえをたてる  竹下文子／作　鈴木まもる／絵 2011 偕成社

絵本 みんなで！どうろこうじ  竹下文子／作　鈴木まもる／絵 2010 偕成社

絵本 みんなでね 改訂 まついのりこあかちゃんのほん まついのりこ／作・絵 2001 偕成社

絵本 むぎわらぼうし 竹下文子／作　いせひでこ／絵 2006 講談社



絵本 めがねうさぎ せなけいこ／作・絵 1975 ポプラ社

絵本 めがねうさぎのうみぼうずがでる せなけいこ／作・絵 2005 ポプラ社

絵本 めがねうさぎのクリスマスったらクリスマス せなけいこ／作・絵 2002 ポプラ社

絵本 めぐろのさんま 6 落語絵本 川端 誠／作 2001 クレヨンハウス

絵本 めざめのもりのいちだいじ ふくざわゆみこ／作 2005 福音館書店

絵本 めっきらもっきらどおんどおん 長谷川摂子／作　ふりやなな／画 1990 福音館書店

絵本 めめめめばなし からだちゃんえほん 長野　ヒデ子∥作 2008 小学館

絵本 もうすぐおしょうがつ 西村繁男／作 2010 福音館書店

絵本 もうどうけんドリーナ かがくのとも傑作集 土田　ヒロミ／作 1986 福音館書店

絵本 もうねんね 松谷みよ子　あかちゃんの本 松谷みよ子／文　瀬川康男／絵 1968 童心社

絵本 もくもくやかん かがくいひろし／作 2007 講談社

絵本 もけらもけら 山下洋輔／文　元永定正／絵　中辻悦子／構成 1990 福音館書店

絵本 もこもこもこ 谷川俊太郎／作　元永定正／絵 1977 文研出版

絵本 もじゃもじゃ せな　けいこ 1969 福音館書店

絵本 もちづきくん 中川ひろたか／作　長野ヒデ子／絵 2005 ひさかたチャイルド

絵本 モチモチの木 6 創作絵本 斎藤隆介／作　滝平二郎／絵 1971 岩崎書店

絵本 もったいないばあさん 真珠まりこ／作・絵 2004 講談社

絵本 もっとかんがえるカエルくん いわむらかずお／作 2002 福音館書店

絵本 ものすごくおおきなプリンのうえで 二宮由紀子／ぶん　中新井純子／え 2010 教育画劇

絵本 ももたろう 松居直／文　赤羽末吉／画 1980 福音館書店

絵本 ももんちゃんどすこーい ももんちゃん あそぼう とよた かずひこ／作・絵 2001 童心社

絵本 もりいちばんのおともだち ふくざわゆみこ／作 2002 福音館書店

絵本 もりのえほん 安野　光雅 1981 福音館書店

絵本 もりのおくのおちゃかいへ みやこしあきこ／著 2010 偕成社

絵本 もりのおくのちいさなひ 香山美子／作　柿本幸造／絵 1997 ひさかたチャイルド

絵本 森のきのこ 11 絵本図鑑シリーズ 小林路子／作 1991 岩崎書店

絵本 もりのくうちゅうさんぽ あまがえるりょこうしゃ 松岡　達英 2007 福音館書店

絵本 森の草花 7 絵本図鑑シリーズ 長谷川哲雄／作 1989 岩崎書店

絵本 やぎのはかせのだいはつめい 槇ひろし／作・絵 2011 福音館書店

絵本 やこうれっしゃ 西村繁男／作 1983 福音館書店

絵本 やさい 福音館の幼児絵本 平山和子／作 1982 福音館書店

絵本 やさいだいすき 柳原 良平／作・絵 2004 こぐま社

絵本 やさいのおなか 木内　勝 1997 福音館書店

絵本 やさいのおなか きうちかつ／作･絵 1997 福音館書店

絵本 やさいのずかん 8 絵本図鑑シリーズ 小宮山洋夫／作 1989 岩崎書店

絵本 やさいのせなか きうちかつ／作･絵 2005 福音館書店

絵本 やっぱりおおかみ 佐々木マキ／作・絵 1977 福音館書店

絵本 やまたのおろち 復刊・日本の名作絵本 羽仁進／文　赤羽末吉／絵 2002 岩崎書店

絵本 やまたのおろち 3 日本の神話 赤羽末吉／絵　舟崎克彦／文 1995 あかね書房

絵本 やまなし ミキハウスの絵本 宮沢賢治／作　川上和生／絵 2006 三起商行

絵本 やまなしもぎ 平野直／再話　太田大八／画 1978 福音館書店

絵本 山ねこおことわり 北田卓史／絵 1977 ポプラ社

絵本 山のいのち 伊勢英子／絵 1990 ポプラ社

絵本 やまのぼり ばばばあちゃんのおはなし さとうわきこ／作・絵 1994 福音館書店

絵本 やまんばのにしき 2 むかしむかし絵本 まつたにみよこ／文　せがわやすお／絵 1967 ポプラ社

絵本 ゆうだちのともだち 山下明生／作　岩村和朗／絵 2002 ひさかたチャイルド

絵本 ゆうびんやさんのホネホネさん にしむらあつこ／作・絵 2003 福音館書店

絵本 ゆうれいのたまご せなけいこ・おばけえほん せなけいこ／〔作〕 1992 童心社

絵本 ゆかいなさんぽ 土方久功／作・絵 1998 福音館書店

絵本 ゆきがやんだら 酒井駒子／作 2005 学研マーケティング

絵本 ゆきぐにれっしゃだいさくせん のりものえほん よこみぞえいいち／さく 2008 小峰書店

絵本 雪のかえりみち はたこうしろう／絵 2000 岩崎書店

絵本 ゆきのひのホネホネさん にしむらあつこ／作・絵 2005 福音館書店

絵本 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／文　こいでやすこ／絵 1992 福音館書店

絵本 ゆきむすめ 内田莉莎子／再話　佐藤忠良／画 1966 福音館書店

絵本 ゆきむすめ 復刊・日本の名作絵本 木島始／文　朝倉摂／絵 2002 岩崎書店

絵本 ゆきやまたんけん あまがえるりょこうしゃ 松岡　達英 2011 福音館書店

絵本 ゆずちゃん 石倉欣二／絵 1995 ポプラ社

絵本 ゆでたまごまーだ 井上洋介／絵 1970 ポプラ社

絵本 ユとムとヒ 滝平二郎／絵 1986 岩崎書店

絵本 ゆびくん 五味太郎／作・絵 1977 岩崎書店

絵本 ゆめにこにこ 柳原良平の絵本 柳原 良平／作・絵 1998 こぐま社

絵本 よーいどんけつ　いっとうしょう 梅田俊作・梅田佳子／作・絵 1985 岩崎書店

絵本 よーくかんがえるカエルくん いわむらかずお／作 2004 福音館書店

絵本 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 レインボーえほん　７ 及川賢治／作・絵　竹内繭子／作・絵 2007 岩崎書店

絵本 よだかの星 ミキハウスの絵本 宮沢賢治／作　ささめやゆき／絵 2008 三起商行

絵本 よもぎだんご かがくのとも傑作集 さとうわきこ／作 1989 福音館書店

絵本 よるくま 酒井駒子／作・絵 1999 偕成社

絵本 よるくま クリスマスのまえのよる 酒井駒子／作・絵 2000 白泉社

絵本 よるのようちえん 谷川俊太郎／文　中辻悦子／絵・写真 1998 福音館書店

絵本 らいおんはしった 工藤直子／作　中谷千代子／絵 2011 福音館書店

絵本 ラヴ・ユー・フォーエバー 梅田俊作／絵 1997 岩崎書店



絵本 りんごがたべたいねずみくん なかえ よしを／作　上野紀子／絵 1975 ポプラ社

絵本 りんごがドスーン 多田ヒロシ／文・絵 1977 文研出版

絵本 りんごころころ あかちゃんのおいしい本 松谷みよ子／ぶん　とよたかずひこ／え 2001 童心社

絵本 りんごです 川端／誠∥作 1984 文化出版局

絵本 りんごりんごりんご  りんごりんごりんご 安西水丸／著 2006 主婦の友社

絵本 ルウのおうち 復刻版 ちいさいモモちゃん2 松谷みよ子／作　中谷千代子／絵 2003 講談社

絵本 ルフランルフラン 荒井良二／著 2005 プチグラパブリッシング

絵本 ルフランルフラン２ 本のあいだのくにへ 荒井良二／著 2006 プチグラパブリッシング

絵本 ルラルさんのごちそう 6 いとうひろしの本 いとうひろし／さく 2001 ポプラ社

絵本 ルラルさんのじてんしゃ 7 いとうひろしの本 いとうひろし／さく 2002 ポプラ社

絵本 ルラルさんのたんじょうび 13 いとうひろしの本 いとうひろし／さく 2010 ポプラ社

絵本 ルラルさんのにわ 4 いとうひろしの本 いとうひろし／作 2001 ポプラ社

絵本 ルラルさんのバイオリン 5 いとうひろしの本 いとうひろし／さく 2001 ポプラ社

絵本 ルラルさんのほんだな 10 いとうひろしの本 いとうひろし／さく 2005 ポプラ社

絵本 ルリユールおじさん いせ  ひでこ／作 2006 理論社

絵本 るるのたんじょうび 征矢清／作　中谷千代子／絵 2011 福音館書店

絵本 ろくべえ　まってろよ 灰谷健次郎／作　長 新太／絵 1975 文研出版

絵本 ろくろっくび せなけいこ・おばけえほん せなけいこ／〔作〕 1995 童心社

絵本 ロンパーちゃんとふうせん 酒井駒子／作・絵 2003 白泉社

絵本 わたし かがくのとも傑作集 谷川俊太郎／文　長 新太／絵 1992 福音館書店

絵本 わたしの 三浦太郎のあかちゃんえほん 三浦太郎／作・絵 2007 こぐま社

絵本 わたしのあかちゃん かがくのとも傑作集 沢口たまみ／文　津田真帆／絵 2006 福音館書店

絵本 わたしのおひなさま 内田麟太郎／作　山本孝／絵 2005 岩崎書店

絵本 わたしのおべんとう スギヤマカナヨ／さく 2003 アリス館

絵本 わたしのかいじゅう たんぽぽえほんシリーズ もとしたいづみ／作　長野ヒデ子／絵 2005 鈴木出版

絵本 わたしのぼうし さのようこ／作･絵 1976 ポプラ社

絵本 わたしのワンピース にしまきかやこ／え・ぶん 1969 こぐま社

絵本 わたしはあなたをあいしています 宮西達也／作・絵 2007 ポプラ社

絵本 わたしはおしゃれなぼうしやさん 山下夕美子／作　北田卓史／絵 1988 教育画劇

絵本 わにさんどきっ　はいしゃさんどきっ 五味太郎／作・絵 1984 偕成社

絵本 わにのバンポ 長新太／絵 1970 ポプラ社

絵本 わにわにのおでかけ 福音館の幼児絵本 小風さち／ぶん　山口マオ／え 2007 福音館書店

絵本 わにわにのおふろ 福音館の幼児絵本 小風さち／ぶん　山口マオ／え 2004 福音館書店

絵本 わにわにのごちそう 福音館の幼児絵本 小風さち／ぶん　山口マオ／え 2007 福音館書店

絵本 わらしべちょうじゃ むかしむかし絵本 さいごうたけひこ／文　さとうちゅうりょう／絵 1968 ポプラ社

絵本 わらってよカバのはいしゃさん そのやすじ／絵 1982 岩崎書店

絵本 わんわん 1 長野ヒデ子わんわんえほん 長野　ヒデ子／作・絵 2008 ポプラ社

絵本 わんわんわんわん 高畠 純／作 1993 理論社

絵本 悪魔のりんご 舟崎克彦／作　宇野亜喜良／画 2006 小学館

絵本 雨のにおい星の声 赤座憲久／文　鈴木義治／絵 1987 小峰書店

絵本 屋上のとんがり帽子 たくさんのふしぎ傑作集 折原恵／写真と文 2008 福音館書店

絵本 花さき山 20 創作絵本 斎藤隆介／作　滝平二郎／絵 1978 岩崎書店

絵本 絵で見る　日本の歴史 福音館のかがくのほん 西村繁男／作 1985 福音館書店

絵本 泣いた赤おに 浜田広介／作　梶山俊夫／絵 1992 偕成社

絵本 空の絵本 長田弘／作　荒井良二／絵 2011 講談社

絵本 校長先生のあたま 長新太／さく 2001 くもん出版

絵本 雑草のくらし　あき地の五年間 福音館の科学の本 甲斐信枝／作 1985 福音館書店

絵本 山のとしょかん 肥田美代子／文　小泉るみ子／絵 2010 文研出版

絵本 子うさぎましろのお話 佐々木たづ／作　三好碩也／絵 1970 ポプラ社

絵本 手ぶくろを買いに 新美南吉／作　黒井健／絵 1988 偕成社

絵本 十二支のお節料理 川端 誠／作 1999 ＢＬ出版

絵本 十二支のはじまり 谷 真介／文 赤坂三好／絵 1990 佼成出版社

絵本 新・恐竜たち 黒川　みつひろ∥著 2008 小峰書店

絵本 森の絵本 長田弘／作　荒井良二／絵 1999 講談社

絵本 水仙月の四日 宮沢賢治／作　伊勢英子／絵 1995 偕成社

絵本 赤ちゃんにおくる絵本 1 とだ／こうしろう∥作・絵 1989 戸田デザイン研究室

絵本 赤ちゃんにおくる絵本 2 とだ／こうしろう∥作・絵 1997 戸田デザイン研究室

絵本 赤ちゃんにおくる絵本 3 とだ／こうしろう∥作・絵 1998 戸田デザイン研究室

絵本 雪とかたつむり みかん || 文・絵 2014 文芸社

絵本 雪渡り 宮沢賢治／作　たかしたかこ／絵 1990 偕成社

絵本 知的世界が広がる世の中のふしぎ４００　 小さな疑問から大きな発見へ！ 藤嶋昭 || 監修 2013 ナツメ社

絵本 注文の多い料理店 2 宮沢賢治のおはなし 宮沢賢治／作　和田誠／絵 2004 岩崎書店

絵本 町たんけん はたらく人みつけた 秋山とも子／文・絵 1997 福音館書店

絵本 鳥の巣ものがたり 鈴木まもる／文・絵 2007 偕成社

絵本 天使のかいかた なかがわちひろ／作 2002 理論社

絵本 天動説の絵本 安野光雅／著 1979 福音館書店

絵本 猫の事務所 ある小さな官衙に関する幻想 宮沢賢治／作　黒井健／絵 1994 偕成社

絵本 半日村 36 創作絵本 斎藤隆介／作　滝平二郎／絵 1980 岩崎書店

絵本 氷河鼠の毛皮 ミキハウスの絵本 宮沢賢治／作　堀川理万子／絵 2011 三起商行

絵本 木の実とともだち　みつける・たべる・つくる 松岡達英∥構成　下田智美∥絵と文 1996 偕成社

絵本 おとうさんあそぼう わたなべしげお∥ぶん　おおともやすお∥え 1986 福音館書店

絵本 こんにちは わたなべしげお∥ぶん　おおともやすお∥え 1980 福音館書店



絵本 どろんこどろんこ わたなべしげお∥ぶん　おおともやすお∥え 1983 福音館書店

絵本 おふろだ、おふろだ わたなべしげお∥ぶん　おおともやすお∥え 1986 福音館書店

絵本 がちゃがちゃどんどん 元永定正∥さく 1990 福音館書店

絵本 ぶーぶーぶー こかぜさち∥ぶん　わきさかかつじ∥え 2007 福音館書店

絵本 ぶーぶーじどうしゃ 山本忠敬∥さく 1998 福音館書店

絵本 ブルドーザとなかまたち 山本忠敬∥さく 1988 福音館書店

絵本 ここよここよ かんざわとしこ∥ぶん　やぶうちまさゆき∥え 2003 福音館書店

絵本 こんにちはどうぶつたち とだきょうこ∥あん　さとうあきら∥しゃしん 1998 福音館書店

絵本 もうおきるかな？ まつのまさこ∥ぶん　やぶうちまさゆき∥え 1998 福音館書店

絵本 どうやってねるのかな？ やぶうちまさゆき∥〔著〕 1987 福音館書店

絵本 まるまる 中辻悦子∥さく 1998 福音館書店

絵本 きたきたうずまき 元永定正∥さく 2005 福音館書店

絵本 まるくておいしいよ こにしえいこ∥さく 1999 福音館書店

絵本 りんご 松野正子∥ぶん　鎌田暢子∥え 1984 童心社

絵本 とどくかな 三浦太郎∥〔作〕 2007 偕成社

絵本 まかせとけ 三浦太郎∥〔作〕 2007 偕成社

絵本 よいしょ 三浦太郎∥〔作〕 2007 偕成社

絵本 だっこして にしまきかやこ∥作 1995 こぐま社

絵本 リズム まさご　ひであき || え 1990 ミキハウス

絵本 ととけっこうよがあけた こばやしえみこ∥案　ましませつこ∥絵 2005 こぐま社

絵本 せつぶんワイワイまめまきの日！ ますだゆうこ∥作　たちもとみちこ∥絵 2013 文溪堂

絵本 クリスマスくろくま　おはなし・くろくま たかいよしかず∥さく・え 2012 くもん出版

絵本 ぴよちゃんのかくれんぼ　 おやこであそぶしかけえほん いりやまさとし∥さく・え 2003 学習研究社

絵本 いないいないばぁあそび　 あかちゃんのあそびえほん きむらゆういち∥さく 2003 偕成社

絵本 のりものえほん　 とびだす・ひろがる！ 古川正和∥さく／こうせい　本信公久∥え 2000 偕成社

絵本 でこちゃんとらすたくん　 わたしのえほん つちだのぶこ∥さく・え 2001 ＰＨＰ研究所

絵本 やさいさん　Ｐｅｔｉｔ　ｐｏｏｋａ ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ∥さく 2010 学研教育出版

絵本 てとてでおどろう！あたまかたひざポン　 てあそびおうたえほん Ｌａ　Ｚｏｏ∥絵・作・デザイン　斎藤二三子∥監修 2008 学習研究社

絵本 てとてであそぼう！ひげじいさん　 てあそびおうたえほん Ｌａ　Ｚｏｏ∥絵・作・デザイン　斎藤二三子∥監修 2008 学習研究社

絵本 ばいばいいってきまーす　 あかちゃんのおててえほん みやにしたつや∥著 2010 アリス館

絵本 りんごがころん 中川ひろたか∥文　奥田高文∥写真 2009 ブロンズ新社

絵本 てんとうむしぱっ 中川ひろたか∥文　奥田高文∥写真 2009 ブロンズ新社

絵本 しまめぐり　 落語えほん 桂文我∥ぶん　スズキコージ∥え 2011 ブロンズ新社

絵本 いもほりよいしょ！　 11 １２か月のしかけえほん きむらゆういち∥作　いもとようこ∥え 1997 教育画劇

絵本 どうぶついろいろかくれんぼ　 1 これなあに？かたぬきえほん いしかわこうじ∥作・絵 2006 ポプラ社

絵本 おでかけばいばい　 福音館あかちゃんの絵本 長谷川摂子∥ぶん　柳生弦一郎∥え 2006 福音館書店

絵本 くらいくらい　 福音館あかちゃんの絵本 長谷川摂子∥ぶん　柳生弦一郎∥え 2006 福音館書店

絵本 めんめんばあ　 福音館あかちゃんの絵本 長谷川摂子∥ぶん　柳生弦一郎∥え 2006 福音館書店

絵本 チーター大セール 高畠那生∥作 2006 絵本館

絵本 うたえほん　 2 つちだよしはる∥え 1989 グランまま社

絵本 くつしたくん 中川ひろたか∥ぶん　１００％　ｏｒａｎｇｅ∥え 2003 ブロンズ新社

絵本 パンダともだちたいそう いりやまさとし || 作 2016 講談社

絵本 あるこうあるこうあるこうよ ふくだとしお || 作・絵　ふくだあきこ || 作・絵 2016 教育画劇

絵本 くるくる　くるくる 新井洋行 || 作・絵 2016 ＰＨＰ研究所

絵本 すきになったら ヒグチユウコ || 作 2016 ブロンズ新社

絵本 すっぽんぽんのはだかんぼう 植垣歩子 || 著 2016 白泉社

絵本 ＮＵＭＢＥＲＳ　かずのえほん コローロ || 著 2014 赤ちゃんとママ社

絵本 もうぬげない ヨシタケシンスケ 2015 ブロンズ新社

絵本 あかちゃん tupera　tupera 2016 ブロンズ新社

絵本 まかしとき くすのきしげのり || 作　　のしさやか || 絵 2016 フレーベル館

絵本 「ごめんなさい」がいっぱい くすのきしげのり || 作　　鈴木永子 || 絵 2016 PHP研究所

絵本 ペンギンたいそう 齋藤槙 || さく 2013 福音館書店

絵本 おにぼう くすのきしげのり || 作　伊藤秀男 || 絵 2016 PHP研究所

絵本 はじけろ！パットライス くすのきしげのり || 作　大庭賢哉 || 絵 2016 あかね書房

絵本 ふくびき くすのきしげのり || 作　狩野富貴子 || 絵 小学館

絵本 ジョンくんのてがみ 新川智子 || 作　市居みか || 絵 2016 童心社

絵本 おべんとうばこのうた　 わらべうたえほん さいとうしのぶ || 構成・絵 2013 ひさかたチャイルド

絵本 いろいろバス tupera　tupera 2013 大日本図書

絵本 にっこりじまのちゅうちゅうたい すまいるママ || 作・絵 2016 ひさかたチャイルド

絵本 あくしゅかい 村上しいこ || 文　青山友美 || 絵 2016 BL出版

絵本 るるるるる 五味太郎∥作 1991 偕成社

絵本 ぽぽぽぽぽ 五味太郎∥作 1989 偕成社

絵本 ゆっくとすっくとやだやだおばけ さこももみ∥え　たかてらかよ∥ぶん 2012 ひかりのくに

絵本 しりとりのだいすきなおうさま　 チューリップえほんシリーズ 中村翔子∥作　はたこうしろう∥絵 2001 鈴木出版

絵本 でこちゃんん　わたしのえほん つちだのぶこ∥さく・え 2000 ＰＨＰ研究所

絵本 まり 谷川俊太郎∥文　広瀬弦∥絵 2003 クレヨンハウス

絵本 ちゃいろのほん　 いろのいろいろ絵本 五味太郎∥作 2015 復刊ドットコム

絵本 あかのほん いろのいろいろ絵本 五味太郎∥作 2015 復刊ドットコム

絵本 くろのほん　 いろのいろいろ絵本 五味太郎∥作 2015 復刊ドットコム

絵本 みどりのほん いろのいろいろ絵本 五味太郎∥作 2015 復刊ドットコム

絵本 きいろのほん いろのいろいろ絵本 五味太郎∥作 2015 復刊ドットコム

絵本 しろのほん　 いろのいろいろ絵本 五味太郎∥作 2015 復刊ドットコム



絵本 じゃがいもポテトくん 長谷川義史∥作・絵 2010 小学館

絵本 どんぐりむらのぱんやさん なかやみわ∥さく 2011 学研教育出版

絵本 まるてんいろてん 中辻悦子 || さく 2015 福音館書店

絵本 FIRST　LOOK（はじめてのかたち）　 LITTLE　EYES 駒形克己 || 作 1990 偕成社

絵本 あわあわふろふろ　あかちゃんといっしょ 3 しかけえほん くまざわゆうこ || 作・絵 2016 フレーベル館

絵本 ぼくのにいちゃんすごいやろ くすのきしげのり || 作　福田岩緒 || 絵 2016 えほんの杜

絵本 ビリンちゃんのもちがっせん 平田明子 || 文　大島妙子 || 絵 2016 ほるぷ出版

絵本 ふわふわちゃん　おでかけこんにちは こがようこ || 文　たかおゆうこ || 絵 2016 教育画劇

絵本 ドンのくち こしだミカ || 作・絵 2016 佼成出版社

絵本 しょうじき50円ぶん　 すこやかな心をはぐくむ絵本 くすのきしげのり || 作　長野ヒデ子 || 絵 2015 廣済堂あかつき

絵本 あったかいな すこやかな心をはぐくむ絵本 くすのきしげのり || 作　片山健 || 絵 2016 廣済堂あかつき

絵本 どんないちにち すこやかな心をはぐくむ絵本 くすのきしげのり || 作　たしろちさと || 絵 2016 廣済堂あかつき

絵本 げんこつげんたろう　 すこやかな心をはぐくむ絵本 くすのきしげのり || 作　伊藤秀男 || 絵 2015 廣済堂あかつき

絵本 パンどうぞ 彦坂有紀 || 作　もりといずみ || 作 2014 講談社

絵本 みどりのはしご 安房直子 || 作　黒井健 || 絵 2016 復刊ドットコム

絵本 スパゲッティのぼうけん クレーン謙 || 作・絵 2014 絵本塾出版

絵本 ねんどろん 荒井良二 || 作 講談社

絵本 やすんでいいよ コドモエのえほん おくはらゆめ || 作 2017 白泉社

絵本 おめでとうおひさま　 おひさまのほん 中川ひろたか || 作　　片山健 || 絵 2011 小学館

絵本 大阪うまいもんのうた 長谷川義史 || 著 2009 佼成出版社

絵本 おふくさん 服部美法 || ぶん・え 2015 大日本図書

絵本 ピンポーン 中川ひろたか || 文　　荒井良二 || 絵 2000 偕成社

絵本 おれたちはパンダじゃない サトシン || さく　　すがわらけいこ || え 2011 アリス館

絵本 むしばあちゃん 苅田澄子 || さく　おかべりか || え 2014 佼成出版社

絵本 いちにちおもちゃ　 ＰＨＰにこにこえほん ふくべあきひろ || さく　かわしまななえ || え 2009 ＰＨＰ研究所

絵本 あかちゃんはーい 2 まねっこえほんボードブック版 いしかわこうじ || 作・絵 2012 ポプラ社

絵本 ぞろりぞろりとやさいがね ひろかわさえこ || 作 2017 偕成社

絵本 けっこんしき 鈴木のりたけ || 作 2017 ブロンズ新社

絵本 ぱかっ 森あさ子 || 作 2017 ポプラ社

絵本 おかあさんだいすきだよ みやにしたつや || 作・絵 2014 金の星社

絵本 パンツいっちょうめ 苅田澄子 || 作　やぎたみこ || 絵 2017 金の星社

絵本 のりものいろいろかくれんぼ　 2 これなあに？かたぬきえほん いしかわこうじ∥作・絵 2006 ポプラ社

絵本 しろくまのパンツ tupera　tupera 2012 ブロンズ新社

絵本 げんきのみかた　パンツちゃん　 本はともだち 薫くみこ || 作　　つちだのぶこ || 絵 2014 ポプラ社

絵本 そろそろそろーり たんじあきこ || [作] 2016 ほるぷ出版

絵本 あいうえどうぶつえん 小林純一 || 詩　　和田誠 || 画 2017 童心社

絵本 かぜにもらったゆめ 佐藤さとる || 詩　村上勉 || 画 2017 童心社

絵本 きょう、おともだちができたの 得田之久 || 作　　種村有希子 || 絵 2018 童心社

絵本 うちゅうはきみのすぐそばに いわやけいすけ || ぶん　みねおみつ || え 2018 福音館書店

絵本 いただきます　 あいさつしかけえほん 新井洋行 2018 童心社

絵本 へそとりごろべえ 赤羽末吉 2017 童心社

絵本 かぶきやパン　 絵本・こどものひろば かねまつすみれ || 作　　長野ヒデ子 || 絵 2018 童心社

絵本 ふくいのとくさんひん　えほんずかん　 吉田くるみ || 著・絵　　伊東知之 || 編集・絵 2018 仁愛大学人間生活学部

絵本 越前和紙物語 平野友佳子 || 文・絵　伊東知之 || 文・構成 2018 仁愛大学人間生活学部

絵本 カエルのメロン 鬼村テコ || 作　　本田亮 || 絵 2017 刈谷市教育委員会

絵本 やくそくだよじいじ 森ときえ || 文　　高岡洋介 || 絵 2013 文芸社

絵本 羽毛恐竜　恐竜から鳥への進化 大島英太郎 || 作　真鍋真 || 監修 2018 福音館書店

絵本 ママがたりない!! さとうなつき || [著] 2017 射水市大島絵本館

絵本 十二の月たち　スラブ民話　 世界のお話傑作選 ボジェナ・ニェムツォヴァー∥再話　出久根育∥文・絵 2008 偕成社

絵本 ちくわのわーさん 岡田よしたか∥さく 2011 ブロンズ新社

絵本 あかちゃんたいそう 鈴木まもる∥作 2011 小峰書店

絵本 でんしゃはうたう　 幼児絵本ふしぎなたねシリーズ 三宮麻由子∥ぶん　みねおみつ∥え 2009 福音館書店

絵本 ハンバーグハンバーグ 武田美穂∥作 2009 ほるぷ出版

絵本 かくれん…ぼ　Hide　and...Seek 小西慎一郎 || 絵　　Maisie　McPherson || 訳 2016 K　koubo

絵本 もっとかくれん…ぼ　more　Hide　and...Seek 小西慎一郎 || 絵　　Maisie　McPherson || 訳 2017 K　koubo

絵本 やすんでいいよ　コドモエのえほん おくはらゆめ || 作 2017 白泉社

絵本 うどんのうーやん 岡田よしたか∥さく 2011 ブロンズ新社

絵本 かぶとむしランドセル　　わたしのえほん ふくべあきひろ || さく　　おおのこうへい || え 2013 PHP研究所

絵本 とびますよ 内田麟太郎 || 文　　　にしむらあつこ || 絵 2018 アリス館

絵本 へんしんれっしゃ しまだともみ || さく 2015 東京書店

絵本 コウノトリ　よみがえる里山　 つながってるよ　いのちのWA! 宮垣均 || 文　　兵庫県豊岡市の人々 || 写真 2014 小峰書店

絵本 いっぽんばしわたる 五味太郎∥作・画 1979 絵本館

絵本 あめふりあっくん　クローバーえほんシリーズ 浜田桂子∥著 2009 佼成出版社

絵本 みずたまり 森山京∥さく　松成真理子∥え 2011 偕成社

絵本 むしをたべるくさ 9 ふしぎいっぱい写真絵本 渡邉弘晴∥写真　伊地知英信∥文 2008 ポプラ社

絵本 ようちえんいやや　 絵本・こどものひろば 長谷川義史∥作・絵 2012 童心社

絵本 ようちえんがばけますよ 内田麟太郎∥文　西村繁男∥絵 2012 くもん出版

絵本 とろとっと 内田麟太郎 || 文　　　西村繁男 || 絵 2018 くもん出版

絵本 にんじんじゃのおもしろにんじゃずかん うえだしげこ || ぶん・え 2019 大日本図書

絵本 きょうのおやつは　　 かがみえほん わたなべちなつ || さく 2014 福音館書店

絵本 ねーずみねーずみどーこいきゃ？　　 わらべうたでひろがるあかちゃん絵本 こがようこ || 構成・文　　降矢なな || 絵 2018 童心社

絵本 へっこぷっとたれた わらべうたでひろがるあかちゃん絵本 こがようこ || 構成・文　　降矢なな || 絵 2018 童心社



絵本 おせんべやけたかな わらべうたでひろがるあかちゃん絵本 こがようこ || 構成・文　　降矢なな || 絵 2018 童心社

絵本 おしごとおしごとなににする？ なとりちづ || さく 2018 福音館書店

絵本 ミツバチだいすき　 ぼくのおじさんはようほう家 藤原由美子 || 文　安井寿磨子 2019 福音館書店

絵本 しんぶんひめ　おはなしワンダー 長野ヒデ子 || 作・絵 2019 世界文化社

絵本 かんかんかん　0.1.2えほん のむらさやか || 文　川本幸 || 制作　塩田正幸 || 写真 2010 福音館書店

絵本 かあかあかあちゃん 長野ヒデ子 || さく・え 2012 生命保険協会

絵本 花いっぱいになあれ
下村紗世 || 絵　　平野友佳子 || 絵
林由貴 || 文　武生東公民館 || 制作・協力

2016 東区自治振興会

絵本 越前和紙物語～名塩和紙伝承編～
下村紗世 || 絵　網谷早穂子 || 絵
高岡志帆 || 絵　山﨑真純 || 絵
伊東知之 || 文・構成

2019 仁愛大学人間生活学部

絵本 半夏生鯖物語 平野友佳子 || 絵　　石川昭義 || 文　　伊東知之 || 文・構成 2019 仁愛大学人間生活学部

絵本 火山はめざめる はぎわらふぐ || 作　早川由紀夫 || 監修 2019 福音館書店

絵本 巨大空港 鎌田歩 || さく 2019 福音館書店

絵本 おやゆびとうさん　 ヒデ子さんのうたあそびえほん 長野ヒデ子∥作　スズキコージ∥絵 2009 佼成出版社

絵本 めのと鬼 宗田光一 || 作・絵　荻野慎諧 || 監修 2019 糸杉書房

絵本 すみれ島 6 新編・絵本平和のために 今西祐行∥文　松永禎郎∥絵 1991 偕成社

絵本 おしりたんてい トロル∥さく・え 2012 ポプラ社

絵本 わたしから、ありがとう。 2 レインボーえほん 中島啓江∥原案　河原まり子∥作・絵 2006 岩崎書店

絵本 きょうというひ 荒井良二∥作 2005 ＢＬ出版

絵本 くものすおやぶんとりものちょう　 《こどものとも》傑作集 秋山あゆ子∥さく 2005 福音館書店

絵本 そのつもり 荒井良二∥作 1997 講談社

絵本 そらのいろみずいろ　 えほん・こどもとともに 下田昌克∥作 2001 小峰書店

絵本 うまれたてのいろ ほんままゆみ∥さく　みちいずみ∥え 2003 小峰書店

絵本 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∥さく 2010 福音館書店

絵本 さよならようちえん　 講談社の創作絵本 さこももみ∥作 2011 講談社

絵本 初恋　 声にだすことばえほん 島崎藤村∥詩　かわかみたかこ∥絵　齋藤孝∥編 2009 ほるぷ出版

絵本 さかさことばでうんどうかい　 こどものとも絵本 西村敏雄∥作 2012 福音館書店

絵本 ねずみのおいしゃさま　 こどものとも傑作集　 なかがわまさふみ∥さく　やまわきゆりこ∥え 1977 福音館書店

絵本 もしものせかい ヨシタケシンスケ || 著 2020 赤ちゃんとママ社

絵本
園児・小学生からはじめるプログラミ
ング
ビスケットであそぼう

合同会社デジタルポケット || 著
原田康徳 || 著
渡辺勇士 || 著　井上愉可里 || 著

2017 翔泳社

絵本 ヨベルのうた さいとうれい || 作・絵 2018 愛本出版

絵本 ちいさなきいろいかさ 西巻茅子 || 絵　森比左志 || 作　 1971 金の星社

絵本 おさがり くすのきしげのり || さく　北村裕花 || え 2018 東洋館出版社

絵本 ぼくはなきました くすのきしげのり　|| さく　石井聖岳 || 絵 2019 東洋館出版社

絵本 おわんわん 乾栄里子 || 作　100％ORANGE || 絵 2020 ひさかたチャイルド

絵本 おばけだじょ tupera tupera || 作・絵 2015 学研プラス

絵本 すきっていわなきゃだめ？ 2 恋の絵本 辻村深月 || 作　今日マチ子 || 絵　瀧井朝世 || 編 2019 岩崎書店

絵本 このあとどうしちゃおう ヨシタケシンスケ || 作 2016 ブロンズ新社

絵本 なつやさいのなつやすみ 林木林 || 作　柿田ゆかり　|| 絵 2012 ひかりのくに

絵本 にんじゃなんにんじゃ 中垣ゆたか || 作・絵 2017 赤ちゃんとママ社

絵本 かぜビューン　しかけえほん tupera tupera || さく 2018 学研プラス

絵本 ぎゅうってだいすき　おでかけ版　 ボードブックあかちゃんのあそびえほん きむらゆういち || さく 2018 偕成社

絵本 おしっこちょっぴりもれたろう ヨシタケシンスケ || 作・絵 2018 PHP研究所

絵本 くまのこうちょうせんせい こんのひとみ || 作　いもとようこ || 絵 2004 金の星社

絵本 おふろでかくれん・・・ぼ　Hide　and...Seek こにししんいちろう 2018 K　Koubo

絵本 おふろでもっとかくれん・・・ぼ　more　Hide　and...Seek こにししんいちろう 2018 K　Koubo

絵本 白雪姫　「国際版」 ディズニーおはなし絵本館　２ 森はるな∥文　サラ・ストリノ∥絵 2001 講談社

絵本 喰うな！おれのだ！ 立石百代子 || 文　横田新 || 絵　　田坂真穂 || アレンジ 2020 能登印刷出版部

絵本 はないきおばけとくちいきおばけ いまいかずあき || さく　　おおのこうへい || え 2019 PHP研究所

絵本 せとうちたいこさん　ふじさんのぼりタイ 長野ヒデ子 || さく 2020 童心社

絵本 おいしそうなしろくま　 PHPにこにこえほんシリーズ 柴田ケイコ || 作・絵 2017 PHP研究所

絵本 あま～いしろくま　 PHPにこにこえほんシリーズ 柴田ケイコ || 作・絵 2017 PHP研究所

絵本 かわいい！どうぶつパーク　 どうぶつしかけえほん いしかわこうじ || 作・絵 2020 童心社

絵本 とうもろこしくんがね・・・　 おいしいともだち とよたかずひこ || さく・え 2015 童心社

絵本 めろんさんがね・・・　 おいしいともだち とよたかずひこ || さく・え 2018 童心社

絵本 とまとさんがね・・・　 おいしいともだち とよたかずひこ || さく・え 2014 童心社

絵本 ばななくんがね・・・　 おいしいともだち とよたかずひこ || さく・え 2016 童心社

絵本 まほうつかいとねこ　 せなけいこコレクション せなけいこ || 作・絵 2019 すずき出版

絵本 せきれい丸 田島征彦 || 作　　木戸内福美 || 作 2020 くもん出版

絵本 おべんとうしろくま　 PHPにこにこえほんシリーズ 柴田ケイコ || 作・絵 2018 PHP研究所

絵本 たべるたべるたべること くすのきしげのり || 作　小渕もも || 絵 2020 おむすび舎

絵本 せかいでいちばん手がかかるゾウ 井の頭自然文化園 || ぶん　北村直子 || え 2014 教育評論社

絵本 うまはかける 内田麟太郎 || 文　山村浩二 || 絵 2018 文渓社

絵本 にんじゃつばめ丸　はつにんむの巻 市川真由美 || 文　　山本孝 || 絵 2017 ブロンズ新社

絵本 なまえのないねこ 竹下文子 || 文　町田尚子 || 絵 2019 小峰書店

絵本 ねこはるすばん 町田尚子 || 作 2020 ほるぷ出版

絵本 怪物園 junaida || 著者 2020 福音館書店

絵本 おもちさんがね・・・　 おいしいともだち とよたかずひこ || さく・え 2019 童心社

絵本 すっとびこぞう！おばけかいどうおつかいどうちゅう 大島妙子 || 作 2020 小学館

読み物 あらいぐまのせんたくもの　 だいすき絵童話 大久保雨咲 || 作　相野谷由起 || 絵 2019 童心社



読み物 おじいちゃんと最後の旅 ウルフ・スタルク || 作　キティ・クローザー || 絵　菱木晃子 || 訳 2020 徳間書店

読み物 ざんねんないきもの事典　 おもしろい！進化のふしぎ 今泉忠明 || 監修　下間文恵 || 絵　徳永明子 || 絵　かわむらふゆみ || 絵 2020 高橋書店

読み物 続ざんねんないきもの事典　 おもしろい！進化のふしぎ 今泉忠明 || 監修　下間文恵 || 絵　フクイサチヨ || 絵　ミューズワーク || 絵　丸山貴史 || 文 2020 高橋書店

絵本 なつみはなんにでもなれる ヨシタケシンスケ || 作・絵 2016 PHP研究所

絵本 あつかったらぬげばいい　 MOEのえほん ヨシタケシンスケ || 作・絵 2020 白泉社

絵本 にんじゃつばめ丸 市川真由美∥文　山本孝∥絵 2008 ブロンズ新社

絵本 おいしいおと　 幼児絵本ふしぎなたねシリーズ 三宮麻由子∥ぶん　ふくしまあきえ∥え 2008 福音館書店

絵本 とうふさんがね…　 おいしいともだち とよたかずひこ∥さく・え 2009 童心社

絵本 りんごくんがね…　 おいしいともだち とよたかずひこ∥さく・え 2011 童心社

絵本 すいかくんがね‥　 おいしいともだち とよたかずひこ∥さく・え 2010 童心社

絵本 たまごさんがね‥　 おいしいともだち とよたかずひこ∥さく・え 2008 童心社

絵本 おにぎりくんがね‥　 おいしいともだち とよたかずひこ∥さく・え 2008 童心社

絵本 なっとうさんがね…　 おいしいともだち とよたかずひこ∥さく・え 2009 童心社

絵本 街のいのち 立松和平∥文　横松桃子∥絵 2000 くもん出版

絵本 まめ　 かがくのとも傑作集　２４ 平山和子∥さく 1982 福音館書店

絵本 おかしなゆきふしぎなこおり　 ふしぎいっぱい写真絵本　２０ 片平孝∥写真・文 2012 ポプラ社

絵本 メロディ　だいすきなわたしのピアノ くすのきしげのり∥作　森谷明子∥絵 2012 ヤマハミュージックメディア

絵本 おとうふやさん 飯野まき || さく 2013 福音館書店

絵本 ほかほかぞうさん たてまつみさと || さく 2013 童心社

絵本 いちごさんがね‥ 　おいしいともだち とよたかずひこ∥さく・え 2013 童心社

絵本 きつねのでんわボックス 戸田和代∥作　たかすかずみ∥絵 2006 金の星社

絵本 ことわざ絵本 五味太郎∥著 1986 岩崎書店

絵本 ことわざ絵本　ｐａｒｔ　２ 五味太郎∥著 1987 岩崎書店

絵本 あなたがとってもかわいい みやにしたつや∥作絵 2008 金の星社

絵本 シルクハットぞくはよなかのいちじにやってくる　 絵本・こどものひろば おくはらゆめ∥〔作〕 2012 童心社

絵本 おやさいどうぞ　 WORK×CREATEシリーズ　しかけえほん きのしたけい || 作　阿部真由美 || 絵 2018 コクヨ株式会社

絵本 しゃかしゃか　あかちゃんごきげん 新井洋行 || 作・絵 2020 くもん出版

絵本 パンどろぼう 柴田ケイコ || 作 2020 KADOKAWA

絵本 の ｊｕｎａｉｄａ || 著者　祖父江慎 || 装丁　藤井遥 || 装丁 2019 福音館書店

絵本 ねぐせのしくみ ヨシタケシンスケ || 作 2020 ブロンズ新社

絵本 やねうらべやのおばけ しおたにまみこ || ［作］ 2020 偕成社

絵本 ひとはなくもの みやのすみれ || 作　やべみつのり || 絵 2020 こぐま社

絵本 おにぎりをつくる 高山なおみ || 文　　長野陽一 || 写真 2020 ブロンズ新社

絵本 ノラネコぐんだんカレーライス　 コドモエのえほん 工藤ノリコ || 著者 2019 白泉社

絵本 にっぽんのおにぎり 白央篤志 || 著者 2015 理論社

絵本 にっぽんのおやつ 白央篤志 || 著者 2015 理論社

絵本 ふゆのはなさいた 安東みきえ || 文　吉田尚令 2019 アリス館

絵本 あおくん　あかくん　きいろちゃん よしおかゆきこ || [著者] 2021 射水市大島絵本館

絵本 ぽるとがるご　にほんご　ことば　え　じてん 古橋侑花　木村朱里　斉藤美咲　清水美果　古川結奈　山﨑春佳 || 絵　　石川昭義　|| 文・構成　　伊東知之 || 絵・構成　ハマザキ・アドリアナ・エイコ || 監修 2020 仁愛大学人間生活学部

絵本 ゾウとともだちになったきっちゃん 入江尚子 || 文　　あべ弘士 || 絵 2020 福音館書店

絵本 みゆは落とし物名たんてい！ 花田しゅー子 || 作　　ドーリー || 絵 2021 刈谷市教育委員会

絵本 祇園祭　新版 田島征彦∥作 2005 童心社

絵本 もりのかくれんぼう 末吉暁子∥作　林明子∥絵 1978 偕成社

絵本 ふたをぱかっ　 あけてびっくりしかけえほん 新井洋行 || 作 2018 角川書店

絵本 バイバイばいきんさん　 はみがきのまき たかいよしかず || さく・え 2021 国土社

絵本 バイバイばいきんさん　 マスクのまき たかいよしかず || さく・え 2021 国土社

絵本 バイバイばいきんさん　 てあらいのまき たかいよしかず || さく・え 2021 国土社

絵本 バイバイばいきんさん　 うがいのまき たかいよしかず || さく・え 2021 国土社

絵本 おめんです　 あっ！とおどろくしかけえほん いしかわこうじ || 作・絵 2013 偕成社

絵本 おめんです2 あっ！とおどろくしかけえほん いしかわこうじ || 作・絵 2014 偕成社

絵本 おめんです3　 あっ！とおどろくしかけえほん いしかわこうじ || 作・絵 2022 偕成社

絵本 ふきさんのシーズンおもちゃ大百科　 季節を楽しむ遊びのレシピ 佐藤蕗 || 著 2021 偕成社

絵本 いろいろおてがみ えがしらみちこ ||　作 2017 小学館

絵本 よあけ あべ弘士 || ［作］ 2021 偕成社

絵本 おもち！ 石津ちひろ || 文　村上康成 || 絵 2015 小峰書店

絵本 まほうのでんしレンジ たかおかまりこ || 原案　さいとうしのぶ || 作・絵 2013 ひかりのくに

絵本 ゆっくとすっく　うそはちくちく さこももみ∥え　たかてらかよ∥ぶん 2013 ひかりのくに

絵本 オオカミのともだち きむらゆういち∥ぶん　田島征三∥え 2001 偕成社

絵本 おちんちんのえほん　 からだとこころのえほん　１ やまもとなおひで∥ぶん　さとうまきこ∥え 2000 ポプラ社

絵本 どうぶつえんのおいしゃさん　 かがくのとも傑作集　２６ 降矢洋子∥さく 1981 福音館書店

絵本 こっぷ　 かがくのとも傑作集　１３ 谷川俊太郎∥文　今村昌昭∥写真　日下弘 || AD 1972 福音館書店

絵本 馬の耳に念仏　 声にだすことばえほん はたこうしろう∥作　齋藤孝∥編 2006 ほるぷ出版

絵本 おばけでんしゃ　 絵本・こどものひろば 内田麟太郎∥文　西村繁男∥絵 2007 童心社

絵本 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∥写真・文 2004 ポプラ社

絵本 のっているのはだあれ？　 あてて・あててえほん 新井洋行∥作・絵 2011 偕成社

絵本 どっちのてにはいってるか？　 あてて・あててえほん 新井洋行∥作・絵 2010 偕成社

絵本 おこる 中川ひろたか∥作　長谷川義史∥絵 2008 金の星社

絵本 さかさのこもりくんとてんこもり あきやまただし∥作・絵 2008 教育画劇

絵本 おしえて！くもくん　 プライベートゾーンってなあに？ 小笠原和美 || 監修　サトウミユキ || 制作　ｍａｓｕｍｉ || 企画 2021 東山書房

絵本 むねがちくちく　 長谷川集平 || 作・絵 2015 童心社

絵本 いいタッチわるいタッチ　 だいじょうぶの絵本 安藤由紀 || ［著］ 2016 復刊ドットコム

絵本 性の絵本　 みんながもってるたからものってなーんだ？ たきれい || 作　高橋幸子 || 監修 2021 ＫＡＤＯＫＡＷＡ



絵本 もりの100かいだてのいえ いわいとしお || ［作］ 2021 偕成社

絵本 しってるよ　　 えほんのもり たかだしんいち || さく 2021 文研出版

絵本 ねられんねられんかぼちゃのこ やぎゅうげんいちろう || さく 2018 福音館書店

絵本 給食番長 よしながこうたく || さく 2014 好学社

絵本 せんねんまんねん まどみちお || 詩　柚木沙弥郎 2022 理論社

絵本 なんげえはなしっこしかへがな 北彰介 || 文　　太田大八 || 絵 2018 ＢＬ出版

絵本 うそつきにかんぱい！ 宮川ひろ∥作　小泉るみ子∥絵 2009 童心社

絵本 乳幼児期の性教育ハンドブック 浅井春夫 || 編　安達倭雅子 || 編　艮香織 || 編　北山ひと美 || 編　”人間と性”教育研究協議会 || 著　乳幼児の性と性教育サークル || 著 2021 かもがわ出版

絵本 どれみふぁけろけろ　 あかね幼年どうわ　２４ 東君平∥作・絵 1981 あかね書房

絵本 ひとりでがまんしないよ！　いじめにまけない　 じぶんでじぶんをまもろう　２ すみもとななみ∥絵　嶋崎政男∥監修 2006 あかね書房

絵本 「いや！」というよ！　性ぼうりょく・ぎゃくたいにあわない　 じぶんでじぶんをまもろう　３ すみもとななみ∥絵　嶋崎政男∥監修 2006 あかね書房

絵本 オキクルミのぼうけん　 新装版　アイヌの民話 萱野茂∥文　斎藤博之∥絵 1998 小峰書店

絵本 風の神とオキクルミ　 アイヌの民話 萱野茂∥文　斎藤博之∥絵 1998 小峰書店

絵本 木ぼりのオオカミ　 新装版　アイヌの民話 萱野茂∥文　斎藤博之∥絵 1998 小峰書店

絵本 火の雨氷の雨　 カムイユカラ・アイヌの神さまが話したこと　アイヌの絵本 萱野茂∥文　石倉欣二∥絵 2000 小峰書店

絵本 パヨカカムイ　 ユカラで村をすくったアイヌのはなし　アイヌの絵本 かやのしげる∥文　いしくらきんじ∥絵 2000 小峰書店

絵本 熊神とカパラペポンス　 アイヌの絵本 かやのしげる∥文　いしくらきんじ∥絵 2002 小峰書店

絵本 音にさわる　 はるなつあきふゆをたのしむ「手」　てんじつきさわるえほん 広瀬浩二郎 || 作　日比野尚子 || 絵 2021 偕成社

絵本 へんてこたいそう 新井洋行 || 作・絵 2021 小峰書店

絵本 だじゃれ世界一周 長谷川義史 || 作 2017 理論社

絵本 ともだち 内田麟太郎 || 詩　　南塚直子 || 絵 2021 小峰書店

絵本 ともだちのいろ きくちちき || 作・絵 2021 小峰書店

絵本 ようかいむらのじごくえんそく たかいよしかず || 作・絵 2019 国土社

絵本 ようかいむらのびっくりゆうえんち たかいよしかず || 作・絵 2019 国土社

絵本 ようかいむらのわくわくなつやすみ たかいよしかず || 作・絵 2019 国土社

絵本 ようかいむらのだいうんどうかい たかいよしかず || 作・絵 2019 国土社

絵本 ようかいむらのたのしいおしょうがつ たかいよしかず || 作・絵 2019 国土社

絵本 おまかせコックさん 竹下文子∥文　鈴木まもる∥絵 2007 金の星社

絵本 おにはうち！ 　ピーマン村の絵本たち 中川ひろたか∥文　村上康成∥絵 2000 童心社

絵本 ノンタンおしっこしーしー　 赤ちゃん版ノンタン　３ おおともさちこ∥作・絵 1987 偕成社

絵本 おとなりだあれ　 あかちゃんのための絵本 やすいすえこ∥作　わらべきみか∥絵 1987 ひさかたチャイルド

絵本 からだにもしもし　 からだのえほん　４ 七尾純∥さく　福田岩緒∥え 1985 あかね書房

絵本 だんごころころ　 あかちゃんのむかしむかし 松谷みよ子∥ぶん　和歌山静子∥え 1992 童心社

絵本 かばくんのおかいもの　 かばくん・くらしのえほん　２ ひろかわさえこ∥さく・え 1991 あかね書房

絵本 さる・るるるｏｎｅ　ｍｏｒｅ 五味太郎∥作 1991 絵本館

絵本 うさたろうのばけもの日記 せなけいこ∥〔作〕 1995 童心社

絵本 きんいろあらし　 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∥さく 1998 福音館書店

絵本 よーいどん！　 ピーマン村の絵本たち 中川ひろたか∥文　村上康成∥絵 1998 童心社

絵本 はたらくじどうしゃ　 ナガオカのプチえほん5 跡土技術 || 写真　Studio bico || 編集協力 1996 永岡書店

絵本 みみのはなし 設楽哲也 || 文　古川タク || 絵 1999 福音館書店

絵本 おむすびころりん　 ワンダー民話選 望月正子 || 文　村上豊 || 絵 1994 世界文化社

絵本 はなさかじい　 ワンダー民話選 渡辺節子 || 文　岩本康之 || 絵 1995 世界文化社

絵本 へっぴりよめご　 ワンダー民話選 剣持弘子 || 文　赤坂三好 || 絵 2000 世界文化社

絵本 おにぎりぼうや　ちゃぷちゃぷあめのひ　　おにぎりぼうやえほん7 メディアスタイル || 作　シャンティー || 絵 2008 株式会社マスヤ

絵本 てとゆび　　 かがくのとも特製版　 堀内誠一∥ぶん・え 1969 福音館書店

絵本 なかまはずれ　　 はじめてであうすうがくの本　安野光雅すうがくシリーズ1 安野光雅∥ぶん・え　　遠山啓 || 監修 1972 福音館書店

絵本 魔女の宅急便 角野栄子∥作　林明子∥画 1985 福音館書店

絵本 ハンバーグつくろうよ　 アッチ･コッチ･ソッチの小さなおばけシリーズ２ 角野栄子∥作　佐々木洋子∥絵 1979 ポプラ社

絵本 なぞなぞあそびえほん 角野栄子∥さく　長谷川義史∥え 2009 のら書店

絵本 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∥文　荒井良二∥絵 1996 あかね書房

絵本 あかちゃんがやってきた　 角野栄子∥作　はたこうしろう∥絵 2009 福音館書店

絵本 わがままくまさん　 そうえん社日本のえほん　１８ ねじめしょういち∥さく　高畠那生∥え 2012 そうえん社

絵本 バナナじけん 高畠那生∥作 2012 ＢＬ出版

絵本 おやすみやさい わたなべあや∥絵　窪田愛∥文・企画編集 2012 ひかりのくに

絵本 にんじゃべんとう 木坂涼∥文　いりやまさとし∥絵 2012 教育画劇

絵本 ちびころおにぎりなかみはなあに おおいじゅんこ∥作・絵 2011 教育画劇

絵本 だるまだ！ 高畠那生∥〔作〕 2008 長崎出版

絵本 もりのパンやさん　 あかちゃんのおいしい本 松谷みよ子∥ぶん　ひらやまえいぞう∥え 2004 童心社

絵本 世界あちこちゆかいな家めぐり　 たくさんのふしぎ傑作集 小松義夫∥文・写真　西山晶∥絵 2004 福音館書店

絵本 あっちゃんあがつく　 たべものあいうえお みねよう∥げんあん　さいとうしのぶ∥さく 2001 リーブル

絵本 パンのずかん　 コドモエのえほん 大森裕子 || 作　　井上好文 || 監修 2018 白泉社

絵本 おもいで星がかがやくとき 刀根里衣 || 著 2017 NHK出版

絵本 ペンギンかぞくのおひっこし 刀根里衣 || 著 2017 小学館

絵本 ぼくのばしょなのに 刀根里衣 || 著 2018 NHK出版

絵本 きみへのおくりもの 刀根里衣 || 著 2015 NHK出版

絵本 ぴっぽのたび 刀根里衣 || 著 2014 NHK出版

絵本 モカと幸せのコーヒー 刀根里衣 || 著 2016 NHK出版

絵本 おおきくなったら、なんになる？ 刀根里衣 || 著 2022 NHK出版

絵本 おおきなおおきなにんじん 刀根里衣 || 絵・文 2015 小学館

絵本 ゆめみるひつじのおくりもの 刀根里衣 || 絵・文 2016 小学館

絵本 ママのたんじょうび！ 刀根里衣 || 絵・文 2018 小学館

絵本 みんなにゴリラ 高畠那生 || 作 2016 ポプラ社



絵本 まねきねこだ！！ 高畠那生 || 作 2017 好学社

絵本 ほんとはスイカ 昼田弥子 || 文　高畠那生 || 絵 2015 ブロンズ新社

絵本 だいすき、でも、ゆめみてる　 えほんのもり 二宮由紀子 || 文　高畠那生 || 絵 2014 文研出版

絵本 そらからぼふ～ん 高畠那生 || 作　アルビレオ || デザイン 2018 くもん出版

絵本 じゃない！ チョーヒカル || 作 2019 フレーベル館

絵本 ありがとまと わたなべあや∥作 2015 ひかりのくに

絵本 ごめんやさい わたなべあや∥作 2013 ひかりのくに

絵本 おしえてくやさーい わたなべあや∥作 2021 ひかりのくに

絵本 クリスマスべんとう 木坂涼 || 文　いりやまさとし || 絵 2021 教育画劇

絵本 ともだちべんとう 木坂涼 || 文　いりやまさとし || 絵 2015 教育画劇

絵本 おばけのかくれんぼべんとう 木坂涼 || 文　いりやまさとし || 絵 2018 教育画劇

絵本 さくらもちのさくらこさん 岡田よしたか || さく 2019 ブロンズ新社

絵本 ぼくらはうまいもんフライヤーズ 岡田よしたか || さく 2016 ブロンズ新社

絵本 お米からそだてるおにぎり　 おいしいごはんができるまで１ 真木文絵 || 文　石倉ヒロユキ || 写真・絵 2015 偕成社

絵本 とうもろこしからそだてるオムレツ　 おいしいごはんができるまで４ 真木文絵 || 文　石倉ヒロユキ || 写真・絵 2016 偕成社

絵本 大豆からそだてるみそしる　 おいしいごはんができるまで2 真木文絵 || 文　石倉ヒロユキ || 写真・絵 2015 偕成社

絵本 だんしゃく王とメークイン女王　 食べるのだいすきよみきかせ絵本　講談社の創作絵本 苅田澄子 || 文　北村裕花 || 絵 2018 講談社

絵本 きんぴらきょうだい　 食べるのだいすきよみきかせ絵本　講談社の創作絵本 苅田澄子 || 文　大島妙子 || 絵 2020 講談社

絵本 こうじょうたんけん　たべもの編 藤原徹司 || 著 2015 WAVE出版

絵本 こうじょうたんけん　たべもの編２ 藤原徹司 || 著 2016 WAVE出版

絵本 はじめての和食えほん　 春のごちそうつくろう 柳原尚之 || 著　近藤佳恵 || 絵 2020 文渓堂

絵本 はじめての和食えほん　 夏のごちそうつくろう 柳原尚之 || 著　近藤佳恵 || 絵 2020 文渓堂

絵本 はじめての和食えほん　 秋のごちそうつくろう 柳原尚之 || 著　近藤佳恵 || 絵 2020 文渓堂

絵本 パンのおうさま えぐちりか || 作 2014 小学館

絵本 やとのいえ 八尾慶次 || 作　　仙仁径 || 監修協力 2020 偕成社

絵本 おばあちゃんの家わたしの家　 むかしのくらし思い出絵日記１ たかいひろこ || 著 2014 ポプラ社

絵本 うさぎマンション のはなはるか || 作 2016 くもん出版

絵本 くまくまパン　 西村敏雄 || 作 2013 あかね書房

絵本 こびとのおうち　 鬼頭祈 || 作 2019 WAVE出版

絵本 やさいのがっこう　とまとちゃんのたびだち　 MOEのえほん なかやみわ || 著 2016 白泉社

絵本 やさいのがっこう　ピーマンくんゆめをみる MOEのえほん なかやみわ || 著 2017 白泉社

絵本 やさいのがっこう　キャベツくんおはなになる？　 MOEのえほん なかやみわ || 著 2019 白泉社

絵本 やさいのがっこう　とうもろこしちゃんのながいかみ　 MOEのえほん なかやみわ || 著 2018 白泉社

絵本 やさいのがっこう　いちごちゃんはやさいなの？　 MOEのえほん なかやみわ || 著 2022 白泉社

絵本 ママがおばけになっちゃった！ 講談社の創作絵本 のぶみ || さく 2015 講談社

絵本 ぼく、仮面ライダーになる！ゴースト編　 講談社の創作絵本 のぶみ || さく 2015 講談社

絵本 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∥文　村上康成∥絵 1997 童心社

絵本 みんなでおひなさま！　１２か月のしかけえほん　３ きむらゆういち∥作　ふゆのいちこ∥え 1998 教育画劇

絵本 どんぶらどんぶら七福神 みきつきみ∥文　柳原良平∥画 2011 こぐま社

絵本 おせちいっかのおしょうがつ　クローバーえほんシリーズ わたなべあや∥作 2008 佼成出版社

絵本 「和」の行事えほん　１（春と夏の巻） 高野紀子∥作 2006 あすなろ書房

絵本 「和」の行事えほん　２（秋と冬の巻） 高野紀子∥作 2007 あすなろ書房

絵本 まめのかぞえうた　たんぽぽえほんシリーズ 西内ミナミ∥さく　和歌山静子∥え 2004 鈴木出版

絵本 たなばたものがたり　行事の由来えほん 舟崎克彦∥文　二俣英五郎∥絵 2001 教育画劇

絵本 きつねのたなばたさま　ワンダーおはなし絵本 正岡慧子∥文　松永禎郎∥絵 2003 世界文化社

絵本 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∥作　岡本順∥絵 2001 教育画劇

絵本 せつぶんだまめまきだ　行事の由来えほん 桜井信夫∥作　赤坂三好∥絵 2000 教育画劇

絵本 おひなさまの平安生活えほん ほりかわりまこ || 作 2020 あすなろ書房

絵本 ひみつ　たばたせいいちの絵本 たばたせいいち∥〔作〕 2004 童心社

絵本 おにはそと　こどものくに傑作絵本 せなけいこ∥作・絵 2010 金の星社

絵本 たなばたバス　チューリップえほんシリーズ 藤本ともひこ∥作・絵 2012 鈴木出版

絵本 おひなまつりのちらしずし 平野恵理子∥作 2013 福音館書店

絵本 まめまきバス　チューリップえほんシリーズ 藤本ともひこ∥作・絵 2016 鈴木出版

絵本 なきむしせいとく　 沖縄戦にまきこまれた少年の物語　童心社の絵本 たじまゆきひこ 2022 童心社

絵本 ぼく　　 闇は光の母３ 谷川俊太郎 || 作　　合田里美 || 絵 2022 岩崎書店

絵本 戦争をやめた人たち　 1914年のクリスマス休戦 鈴木まもる || 文・絵 2022 あすなろ書房

絵本 スープとあめだま　 闇は光の母５ ブレイディみかこ || 作　中田いくみ || 絵 2022 岩崎書店

絵本 鳥は恐竜だった　 鳥の巣からみた進化の物語 鈴木まもる || 作・絵 2022 アリス館

絵本 おばけのかわをむいたら たなかひかる || 著 2022 文響社

絵本 きょうりゅうのパンやさん やまだれいな || ［著］ 2022 幻冬舎

絵本 いっしょだね　いっしょだよ　 講談社の幼児絵本 きむらだいすけ || 作 2021 講談社

絵本 ティタノサウルスさんきょうだい　おかあさん、どこ？　 講談社の幼児絵本 きむらだいすけ || 作 2022 講談社


