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№ 書名 著者名 出版者 出版年 備考 

1 あかまるちゃんとくろまるちゃん 上野/与志‖作 チャイルド本社 2009.4  

2 あめのひのえんそく 間瀬/なおかた‖

作・絵 

チャイルド本社 2007.4  

3 ありとすいか たむら/しげる‖

作・絵 

ポプラ社 2004.4 ★ 

4 あるのかな 織田/道代‖作 鈴木出版 2007.6 ★ 

5 バスでおでかけ 間瀬/なおかた‖

作・絵 

チャイルド

本社 

2008.2 ★ 

6 バムとケロのおかいも

の 

島田/ゆか‖作/絵 文溪堂 2010.2 ★ 

7 バムとケロのさむいあ

さ 

島田/ゆか‖作/絵 文溪堂 2012.1 ★ 

8 バムとケロのそらのた

び 

島田/ゆか‖作/絵 文溪堂 2009.3 ★ 

9 バムとケロのにちよう

び 

島田/ゆか‖作/絵 文溪堂 2008.3 ★ 

10 バムとケロのもりのこ

や 

島田/ゆか‖作/絵 文溪堂 2013.3 ★ 

11 バルボンさんのおでか

け 

とよた/かずひこ‖

著 

アリス館 2007.2 ★ 

12 びょうきにまけない! ラビッツアイ‖

文・構成 

チャイルド

本社 

2015.12  

13 ぶたくんと100ぴきのおおかみ  宮西/達也‖作・絵 鈴木出版 2006.11  

14 ぼくにげちゃうよ マーガレット・W.ブラウン‖ぶん ほるぷ出版 2003.7 ★ 

15 ぼくのくれよん 長/新太‖おはな

し・え 

講談社 2003.9 ★ 

16 ちいさなきいろいかさ にしまき/かやこ‖イラスト 金の星社 2003.8 ★ 

17 ちか100かいだてのい

え 

いわい/としお‖

[作] 

偕成社 2010.11 ★ 
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18 ちからたろう いまえ/よしとも‖

ぶん 

ポプラ社 2004.11 ★ 

19 ちびくろ・さんぼ ヘレン・バンナーマン‖文 瑞雲舎 2006.11 ★ 

20 ちびゴリラのちびちび ルース・ボーンスタイン‖さく  ほるぷ出版 2003.7 ★ 

21 ちゅーちゅー 宮西/達也‖作絵 鈴木出版 2010.1 ★ 

22 だいおういかのいかた

ろう 

ザ・キャビンカンパニー‖作・絵  鈴木出版 2015.9 ★ 

23 だいすきっていいたく

て 

カール・ノラック

‖ぶん 

ほるぷ出版 2008.10  

24 だじゃれ日本一周 長谷川/義史‖作 理論社 2011.4 ★ 

25 だるまさんと かがくい/ひろし‖

さく 

ブロンズ新

社 

2011.11 ★ 

26 ダンゴムシみつけたよ 皆越/ようせい‖写

真・文 

ポプラ社 2005.11 ★ 

27 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 

チャイルド本社 2005.1 ★ 

28 ドアがあいて… エルンスト・ヤンドゥル‖作  ほるぷ出版 2006.2 ★ 

29 どうぞのいす 香山/美子‖作 チャイルド本社 2005.6 ★ 

30 どうぶついろいろかく

れんぼ 

いしかわ/こうじ‖作・絵  ポプラ社 2007.2 ★ 

31 ドライブにいこう 間瀬/なおかた‖

作・絵 

チャイルド本社 2006.2 ★ 

32 どんぐりたろうのき 鶴見/正夫‖作 佼成出版社 2004.2 ★ 

33 大しぜんと動物たち G.スティルトン‖

さく 

BL出版 2006.5  

34 えらいえらい! ますだ/ゆうこ‖ぶ

ん 

そうえん社 2008.7 ★ 

35 ふしぎなキャンディー

やさん 

みやにし/たつや‖

作絵 

金の星社 2008.7 ★ 

36 ふゆのよるのおくりも

の 

芭蕉/みどり‖作・

絵 

ポプラ社 2004.11  

37 がっこうでトイレにいけるかな? 村上/八千世‖文 ほるぷ出版 2007.9  

38 グリーンマントのピー

マンマン 

さくら/ともこ‖作 岩崎書店 2005.2 ★ 

39 ぐりとぐら なかがわ/りえこ‖

[さく] 

福音館書店 1998.3 ★ 
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40 ぐりとぐらのえんそく 中川/李枝子‖文 福音館書店 2008.2 ★ 

41 ぐりとぐらのおきゃく

さま 

中川/李枝子‖文 福音館書店 2003.11 ★ 

42 ぐるんぱのようちえん 西内/みなみ‖さく 福音館書店 1999.3 ★ 

43 グレート・ワンダーシップへようこそ!  五味/太郎‖[作] 偕成社 2007.10 ★ 

44 月ようびはなにたべ

る? 

エリック・カール

∥え 

偕成社 1997.5 ★ 

45 はじめてのおつかい 筒井/頼子‖さく 福音館書店 1999.3 ★ 

46 はじめてのおるすばん しみず/みちを‖作 岩崎書店 2004.9 ★ 

47 はじめまして 新沢/としひこ‖作 鈴木出版 2006.3  

48 はっぱのおうち 征矢/清‖さく 福音館書店 2010.1 ★ 

49 はなすもんかー! 宮西/達也‖作・絵 鈴木出版 2006.6 ★ 

50 はははのはなし 加古/里子‖ぶん・

え 

福音館書店 2011.1 ★ 

51 はらぺこあおむし エリック=カール∥作・絵 偕成社 1994.5 ★ 

52 はらぺこおおかみとぶ

たのまち 

宮西/達也‖作・絵 鈴木出版 2007.9 ★ 

53 花さき山 斎藤/隆介‖作 岩崎書店 2003.3 ★ 

54 へびくんのおさんぽ いとう/ひろし‖

作・絵 

鈴木出版 2006.1 ★ 

55 へんしんオバケ あきやま/ただし‖作・絵 金の星社 2012.9 ★ 

56 ひさの星 斎藤/隆介‖作 岩崎書店 2004.2 ★ 

57 ひつじぱん あきやま/ただし‖作・絵 鈴木出版 2008.12 ★ 

58 ヒルダのだいりょこう リチャード・スキャーリー∥さく 大日本絵画 1994  

59 100かいだてのいえ いわい/としお‖

[作] 

偕成社 2009.11 ★ 

60 いただきバス 藤本/ともひこ‖

作・絵 

鈴木出版 2008.11 ★ 

61 いっしょにあそぼ! 田中/四郎‖絵 チャイルド本社 2009.5 ★ 

62 いつもいっしょに こんの/ひとみ‖作 金の星社 2009.8 ★ 

63 じゃんけんぽん せな/けいこ‖作・

絵 

鈴木出版 2010.12 ★ 

64 かたあしだちょうのエ

ルフ 

おのき/がく‖文・

絵 

ポプラ社 2004.11 ★ 
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65 からすのパンやさん かこ/さとし‖絵と

文 

偕成社 1997.5 ★ 

66 かわいそうなぞう つちや/ゆきお‖ぶ

ん 

金の星社 1999.4 ★ 

67 けがをしない! ラビッツアイ‖

文・構成 

チャイルド本社 2015.12  

68 きつねのでんわボック

ス 

戸田/和代‖作 金の星社 2008.8 ★ 

69 きんぎょがにげた 五味/太郎‖作 福音館書店 2009.1 ★ 

70 ここがせかいいち! 千葉/とき子‖監修 チャイルド本社 2008.4  

71 こすずめのぼうけん ルース・エインズワース‖作  福音館書店 2003.11 ★ 

72 ことわざのえほん 西本/鶏介‖編・文 鈴木出版 2008.1  

73 ころころころ 元永/定正‖さく 福音館書店 2010.1 ★ 

74 ころわんとしろいくも 間所/ひさこ‖作 チャイルド本社 2005.5  

75 こわーいはなし せな/けいこ‖作・

絵 

鈴木出版 2007.11 ★ 

76 くじらだ! 五味/太郎‖作・絵 岩崎書店 2004.4 ★ 

77 くだものいろいろかく

れんぼ 

いしかわ/こうじ‖作・絵 ポプラ社 2016.3 ★ 

78 くまのコールテンくん ドン・フリーマン

‖さく 

偕成社 2006.3 ★ 

79 くものすおやぶんとりものちょう 秋山/あゆ子‖さく 福音館書店 2008.2 ★ 

80 999ひきのきょうだい 木村/研‖文 チャイルド本社 2005.4  

81 999ひきのきょうだいのおひっこし 木村/研‖文 チャイルド本社 2006.5  

82 キャベツくん 長/新太‖文・絵 文研出版 2007.2 ★ 

83 きょうはなんてうんがいいんだろう 宮西/達也‖作・絵 鈴木出版 2010.10 ★ 

84 きょうりゅうのおおき

さ 

冨田/幸光‖監修 チャイルド本社 2008.6 ★ 

85 まどから★おくりもの 五味/太郎‖作・絵 偕成社 2003.11  

86 めっきらもっきらどお

んどん 

長谷川/摂子‖作 福音館書店 2008.2 ★ 

87 みんなうんち 五味/太郎‖さく 福音館書店 2011.1 ★ 

88 みんなでんしゃ 薫/くみこ‖作 チャイルド本社 2009.2 ★ 

89 もぐらバス 佐藤/雅彦‖原案 偕成社 2011.9 ★ 

90 もこもこもこ 谷川/俊太郎‖作 文研出版 2006.3 ★ 

91 もちづきくん 中川/ひろたか‖作 チャイルド本社 2007.2 ★ 
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92 モチモチの木 斎藤/隆介‖作 岩崎書店 2002.3 ★ 

93 もったいないばあさん 真珠/まりこ‖作・

絵 

講談社 2008.2 ★ 

94 ももたろう 松居/直‖文 福音館書店 2016.1 ★ 

95 もりのおふろ 西村/敏雄‖さく 福音館書店 2010.1 ★ 

96 もりのかくれんぼう 末吉/暁子‖作 偕成社 2006.3 ★ 

97 なにをたべてきたの? 岸田/衿子‖文 佼成出版社 2005.2 ★ 

98 ねずみくんのチョッキ なかえ/よしを‖作 ポプラ社 2004.4 ★ 

99 ねずみのいもほり 山下/明生‖作 チャイルド本社 2006.1 ★ 

100 ねずみのかいすいよく 山下/明生‖作 チャイルド本社 2007.5 ★ 

101 ねずみのさかなつり 山下/明生‖作 チャイルド本社 2008.3 ★ 

102 ねずみのでんしゃ 山下/明生‖作 チャイルド本社 2005.2 ★ 

103 にじいろのさかな マーカス・フィスター‖作 講談社 2001.4 ★ 

104 にじいろのしまうま こやま/峰子‖作 金の星社 2004.2 ★ 

105 のりものいろいろかく

れんぼ 

いしかわ/こうじ‖作・絵  ポプラ社 2007.2 ★ 

106 にゃーご 宮西/達也‖作・絵 鈴木出版 2003.1 ★ 

107 おいしくたべよう! ラビッツアイ‖

文・構成 

チャイルド本社 2015.12  

108 おおきなかぶ A.トルストイ‖再

話 

福音館書店 1998.3 ★ 

109 おおきなきがほしい さとう/さとる‖ぶ

ん 

偕成社 2007.10 ★ 

110 おかあさんだいすきだ

よ 

みやにし/たつや‖

作絵 

金の星社 2015.5 ★ 

111 おかしなかくれんぼ 山脇/恭‖作 チャイルド本社 2008.5  

112 おじいちゃんのごくらくごくらく 西本/鶏介‖作 鈴木出版 2007.1 ★ 

113 おじさんのかさ 佐野/洋子‖作・絵 講談社 2003.9  

114 おっぱい みやにし/たつや‖作・絵 鈴木出版 2005.1  

115 おとうさんはウルトラ

マン 

みやにし/たつや‖

作絵 

学研 2008.2 ★ 

116 おばけのてんぷら せな/けいこ‖作・

絵 

ポプラ社 2004.4 ★ 

117 おばけのバーバパパ アネット=チゾン‖

さく 

偕成社 2003.11 ★ 
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118 おべんとうバス 真珠/まりこ‖作・

絵 

チャイルド本社 2009.1 ★ 

119 おべんとくん 真木/文絵‖作 チャイルド本社 2005.3  

120 おまえうまそうだな 宮西/達也‖作絵 ポプラ社 2006.4 ★ 

121 おめんです いしかわ/こうじ‖作・絵 偕成社 2014.9  

122 ぱっくんおおかみときょうりゅうたち  木村/泰子‖作・絵 ポプラ社 2005.11  

123 パパ、お月さまとって! エリック=カール‖

さく 

偕成社 2015 ★ 

124 ぴっけやまのおならく

らべ 

かさい/まり‖文 チャイルド本社 2007.6  

125 ぴょーん まつおか/たつひで‖作・絵 ポプラ社 2004.4 ★ 

126 ぽんたのじどうはんば

いき 

加藤/ますみ‖作 チャイルド本社 2007.3  

127 三びきのこぶた 瀬田 貞二∥やく 福音館書店 1998.3 ★ 

128 三びきのやぎのがらが

らどん 

マーシャ・ブラウ

ン‖え 

福音館書店 2016.1 ★ 

129 せんたくかあちゃん さとう/わきこ‖

作・絵 

福音館書店 2003.11 ★ 

130 せんろはつづく 竹下/文子‖文 金の星社 2010.9  

131 しっぽのはたらき 川田/健‖ぶん 福音館書店 2011.1 ★ 

132 しりとりのだいすきな

おうさま 

中村/翔子‖作 鈴木出版 2004.3  

133 そらまめくんのベッド なかや/みわ‖さ

く・え 

福音館書店 2001.11 ★ 

134 そらまめくんのぼくの

いちにち 

なかや/みわ‖さく 小学館 2015.3 ★ 

135 スイミー レオ=レオニ‖作 好学社 2010.11 ★ 

136 スキャリーおじさんのおおきなことばえほん  リチャード・スキャリー‖さく  BL出版 2010.2  

137 すっぽんぽんのすけ もとした/いづみ‖

作 

鈴木出版 2009.2 ★ 

138 すてきな三にんぐみ トミー=アンゲラー‖さく 偕成社 2001.3 ★ 

139 すみっこのおばけ 武田/美穂‖作・絵 ポプラ社 2005.11 ★ 

141 たなばたバス 藤本/ともひこ‖

作・絵 

鈴木出版 2015.4  

142 たまごにいちゃんぐみ あきやま/ただし‖作・絵 鈴木出版 2009.7 ★ 
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143 たまごのあかちゃん かんざわ/としこ‖

ぶん 

福音館書店 2009.1 ★ 

144 たろうくんのじどうしゃ  山本/忠敬‖作絵 チャイルド本社 2006.4 ★ 

145 たからものはなあに? 吉田/隆子‖作 金の星社 2007.4  

146 トーマスきゃくしゃを

ひく 

ウィルバート・オードリー‖原作 ポプラ社 2004.11  

147 とべバッタ 田島/征三‖作 偕成社 2003.11 ★ 

148 ともだちや 内田/麟太郎‖作 偕成社 2006.3 ★ 

149 つきよのくじら 戸田/和代‖作 鈴木出版 2005.10  

150 うさぎのくれたバレエ

シューズ 

安房/直子‖文 小峰書店 2004.2 ★ 

151 うみの100かいだての

いえ 

いわい/としお‖

[作] 

偕成社 2014.12 ★ 

152 ウララちゃんのたんじ

ょうび 

山本/なおこ‖作 ポプラ社 2005.11 ★ 

153 うんこダスマン 村上/八千世‖文 ほるぷ出版 2007.9  

154 うんぴ・うんにょ・うんち・うんご  村上/八千世‖文 ほるぷ出版 2007.9  

155 わにわにのおふろ 小風/さち‖ぶん 福音館書店 2009.1  

156 わんぱくだんのはしれ!いちばんぼし  ゆきの/ゆみこ‖作 チャイルド本社 2006.3 ★ 

157 やさいさん tupera tupera‖

さく 

学研プラス 2015.6 ★ 

158 ゆうたとさんぽする きたやま/ようこ‖

作 

あかね書房 2008.3 ★ 

159 ゆうたはともだち きたやま/ようこ‖

作 

あかね書房 2007.7 ★ 

160 よかったねネッドくん レミー・シャーリップ‖さく  偕成社 2010.11 ★ 

161 よくばりすぎたねこ さとう/わきこ‖

作・絵 

メイト 2005.2 ★ 

162 ぞうくんのさんぽ なかの/ひろたか‖さく・え 福音館書店 1999.3 ★ 

163 ぞうのはな 堀/浩‖監修 チャイルド本社 2008.1 ★ 

※ 大型えほんは、一部書庫にしまっているものがあります。ご希望の本が見つからない

場合は、２階一般資料閲覧カウンターまでおたずねください。 

※ 大型えほんはブックポストに入らないため、直接カウンターまでご返却ください。 

※ 備考に★マークがついた本は、通常サイズのえほんもあります。 
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