
 

平成 30年 10月 

 

今回のみ、公共図書館に無理なお願いをきいていただきました。3週間ほど学校に置いてあります。 

大型絵本は普通サイズの絵本で練習をしてからお使いください。 

 

 

 

タイトル 出版社 著者 

どんぐりと山ねこ 講談社 宮沢賢治 

おじいちゃんのまち 講談社 野村たかあき 

ぞうのなみだ ひとのなみだ アリス館 藤原幸一 

マララのまほうのえんぴつ ポプラ社 マララ・ユスフザイ 

絵で見るおふろの歴史 講談社 菊地ひと美 

えほん寄席 小学館 桂文我 

サリバン先生とヘレン 光村教育図書 デボラ・ホプキンズ 

リンカーン大統領のせいじつなことば 国土社 ドリーン・ラバポート 

わたしの妹は耳がきこえません 偕成社 ジーン・ピーターソン 

希望の牧場 岩崎書店 森絵都 

へいわってどんなこと？ 童心社 浜田桂子 

ほんとうのことをいってもいいの？ BL出版 パトリシア・Ｃ・マキサック 

ライオンのしごと 偕成社 竹田津実 

おおきな木 篠崎書林 シルヴァスタ 

きになるともだち 偕成社 内田麟太郎 

村のお医者さん 福音館書店 三芳悌吉 

ハーモニカのめいじんレンティル 国土社 ロバート・マックロスキー 

ぼくのこえがきこえますか 童心社 田島征三 

桜物語 文溪堂 大西伝一郎 

おおかみ王ロボ ひさかたチャイルド シートン 

ヤクーバとライオン 講談社 ティエリー・デデュー 

ちかてつのふしぎ 交通新聞社 溝口イタル 

やくそくのどんぐり 新日本出版社 大門高子 

ボクのこときらい？ PHP研究所 やすのぶなおふみ 

うめぼしさん こぐま社 かんざわとしこ 

たまごのなかにいるのはだあれ？ 福音館書店 ミア・ポサダ 

おばあちゃんとおじいちゃんの家にいくときは 小峰書店 アン・ボーウェン 

わらの牛 ネット武蔵野 エヴゲーニイ・ラチョ 



タイトル 出版社 著者 

ひろったらっぱ 星雲社 新美南吉 

ゆらゆらチンアナゴ ほるぷ出版 横塚真己人 

おこちゃん 小学館 山本容子 

そうちゃんはおこってるんだもん 福音館書店 筒井頼子 

そらをとんだたまごやき クレヨンハウス 落合恵子 

チコときんいろのつばさ あすなろ書房 レオ・レオーニ 

マスターさんとどうぶつえん 好学社 アーノルド・ローベル 

かもとりごんべえ 岩崎書店 堀尾青史 

さるのせんせいとへびのかんごふさん ビリケン出版 穂高順也 

さるかに フレーベル館 瀬川康男 

ぶたぬきくんうみへいく！ 佼成出版社 斉藤洋 

ぼくのにいちゃんすごいやろ！ えほんの杜 くすのきしげのり 

ありがとう！きゅうしょく 大日本図書 平田昌広 

じぶんでおしりふけるかな 岩崎書店 深見春夫 

どうしてそらはあおいの？ ほるぷ出版 サリー・グリンドリー 

妖怪バス旅行 絵本館 広瀬克也 

ふしぎなナイフ 福音館書店 中村牧江 

6この点 岩崎書店 ジェン・ブライアント 

ひとりでおみまい 国土社 木村かおる 

かかしのじいさん 佼成出版社 深山さくら 

オオカミのひみつ 偕成社 きむらゆういち 

オオカミのともだち 偕成社 きむらゆういち 

やまんばのにしき ポプラ社 まつたにみよこ 

かちかちやま ポプラ社 まつたにみよこ 

かもとりごんべえ ポプラ社 さいごうたけひこ 

まわるおすし ブロンズ新社 長谷川義史 

よだかの星 偕成社 宮沢賢治 

狐 偕成社 新美南吉 

なぜ戦争はよくないか 偕成社 アリス・ウォーカー 

ぶたのたね  佐々木マキ 

むしばいっかのおひっこし 講談社 にしもとやすこ 

ペンギンくん、せかいをまわる 岩波書店 M・レイ 

ウィリーはとくべつ 紀伊國屋書店 ノーマン・ロックウェル 

うさぎとかめ らくだ出版 ラ・フォンテーヌ 

きぜつライオン 教育画劇 ねじめ正一 

なんだってしてあげるよ あすなろ書房 ジョン・ウォレス 



タイトル 出版社 著者 

はれときどきこぶた 小学館 矢玉四郎 

いちばんうつくしいのはオレだ 平凡社 マリオ・ラモ 

ツンつくせんせいとつんくまえんのくま フレーベル館 たかどのほうこ 

8月 6日のこと 河出書房新社 中川ひろたか 

みんなにあげる そうえん社 みやもとただお 

こころとしんぞう 保育社 中川ひろたか 

だじゃれどうぶえん 絵本館 中川ひろたか 

だじゃれすいぞくかん 絵本館 中川ひろたか 

だじゃれしょくぶつえん 絵本館 中川ひろたか 

はじめてのテーブルマナー 偕成社 ひがしなな 

せきとりしりとり 文溪堂 サトシン 

かこちゃんはひとりっこ 好学社 石津ちひろ 

たとえば、せかいがゴロゴロだったら 講談社 高畠那生 

さんすううちゅうじんあらわる！ 講談社 かわばたひろと 

走れメロス ほるぷ出版 太宰治 

ねずみのすもう ほるぷ出版 樋口淳 

ばばばあちゃんのやきいもたいかい 福音館書店 さとうわきこ 

きつねのでんわボックス 金の星社 戸田和代 

ぼくはひまわり 絵本塾出版 ヒラリー・ロビンソン 

生きものビックリ食事のじかん 評論社 ジェンキンズ 

ここが家だ 集英社 ベン・シャーン 

ちいさくなったおにいちゃん セーラー出版 ウィリアム・スタイグ 

むしたちのうんどうかい 童心社 得田之久 

みょうがやど クレヨンハウス 川端誠 

はじめてのせかいちずえほん ピエ・ブックス てづかあけみ 

ホタルの光る川 佼成出版社 関口シュン 

ぼうさまのき フレーベル館 瀬川康男 

ことわざのえほん すずき出版 西本鶏介 

とくべえとおへそ 童心社 桂文我 

わたしのせいじゃない 岩崎書店 レイフ・クリスチャンソン 

せんたくかあちゃん 福音館書店 さとうわきこ 

マリアンは歌う 光村教育図書 パム・ムニョス・ライアン 

おくりもの 玉川大学出版部 公文みどり 

うまれてきてくれてありがとう 童心社 にしもとよう 

なぞなぞでおやしきたんけん アリス館 石津ちひろ 

しゃっくりがいこつ セーラー出版 マージェリー・カイラー 



タイトル 出版社 著者 

おさるのジョージがっこうへいく 岩波書店 M・レイ 

ワニぼうのやまのぼり 文溪堂 内田麟太郎 

かいじゅうじまのなつやすみ ポプラ社 風木一人 

もうねむたくてねむたくて フレーベル館 森山京 

あんちゃん 童心社 高部晴市 

風にふかれて BL出版 今江祥智 

だいじょうぶだよ、おばあちゃん 講談社 福島利行 

ごきげんなライオン ともだちさがしに BL出版 ルイーズ・ファティオ 

カメラを食べたゾウ 新日本出版社 鎌田俊三 

いたずらうさぎデイビー ぼくじゃないもん  イブ・タルレ 

おもちおばけ ポプラ社 ささきようこ 

あしたは月よう日 文研出版 長谷川集平 

ぼくのいえにけがはえて くもん出版 川北亮司 

佐賀のがばいばあちゃん 徳間書店 島田洋七 

たいへんたいへんたいへんだー ポプラ社 大川悦生 

ねぇパパ、どうしてシマウマはローラースケ

ートをはかないの？ 
セーラー出版 カンタン・グレバン 

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？ 
〃 〃 

おすしのせかいりょこう 金の星社 竹下文子 

ハリーのセーター 福音館書店 ジーン・ジオン 

ブタヤマさんたらブタヤマさん 文研出版 長新太 

かいてんずしだいさくせん 講談社 平田昌広 

きょうりゅうたちがかぜひいた 小峰書店 ジェイン・ヨーレン 

まっくろけ 小峰書店 北村想 

チビねずくんのながーいよる ポプラ社 ダイアナ・ヘンドリー 

はいしゃさんにきたのはだれ？ 小峰書店 トム・バーバー 

さがしています 童心社 アーサー・ビナード 

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 岩崎書店 及川賢治 

海賊モーガンの宝島 ポプラ社 那須正幹 

どうしてちがでるの？ 光村教育図書 ソ・ボヒョン 

さみしかった本 岩崎書店 ケイト・バーンハイマー 

ねむいねむいねずみとおばけたち PHP研究所 佐々木マキ 

ふしぎなたいこ 岩波書店 石井桃子 

としょかんねずみ 瑞雲舎 ダニエル・カーク 

ひとりぼっちのかいぶつといしのうさぎ 徳間書店 クリス・ウォーメル 



タイトル 出版社 著者 

すっぽんぽんのすけデパートへいくのまき すずき出版 もとしたいずみ 

どっからたべよう 農山漁村文化協会 井上洋介 

10ぴきのかえるのあきまつり PHP研究所 間所ひさこ 

でこちゃん 〃 つちだのぶこ 

いたずらこねこ 福音館書店 バーナディン・クック 

たこやきようちえんたのしいえんそく ポプラ社 さいとうしのぶ 

でんせつでんがらでんえもん 復刊ドットコム かこさとし 

かっぱとてんぐとかみなりどん 〃 〃 

やさしいライオン フレーベル館 やなせたかし 

てんきよほうかぞえうた 福音館書店 岸田衿子 

   

   

 


