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資料区分 書名 著者名 出版者 出版年
児童 こすずめのぼうけん ルース・エインワース∥さ 福音館書店 1977
児童 ぐりとぐらのえんそく なかがわ／りえこ∥ 福音館書店 1983.3
児童 はじめてのおつかい 筒井／頼子∥さく 福音館書店 1978
児童 ピクニックにいこう！ パット・ハッチンス∥ 徳間書店 2003.4
児童 ロージーのおさんぽ パット・ハッチンス∥さ 偕成社 1978
児童 あめのひ ユリー・シュルヴィッツ

∥作・画 福音館書店 1976
児童 いってらっしゃーいいってきまーす 神沢／利子∥さく 福音館書店 1989
児童 ブルンミのピクニック マレーク・ベロニカ∥文 風涛社 2006..5
児童 14ひきのぴくにっく いわむら かずお∥さく 童心社 1986.1
児童 １４ひきのねこのおかいもの たかぎ／あけみ∥著 新風舎 2006.3
児童 どんどんキップ ミノオカ　リョウスケ∥

作　絵 鈴木出版 2007.3
児童 さんぽみちははなばたけ 広野　多珂子∥作　絵 佼成出版社 2007.3
児童 とっくんトラックのはらへぶぶー いわむら　かずお∥作

絵
ひさかた

チャイルド 2007.4
児童 えんそくバス 中川／ひろたか∥文 童心社 1998.3
児童 １０ぴきのかえるのピクニック 間所／ひさこ∥さく ＰＨＰ研究 2006.3
児童 １０ぴきのかえるうみへいく 間所／ひさこ∥さく ＰＨＰ研究 2004.6
児童 とこちゃんのながぐつ かとう　まふみ∥〔作〕 学研 2007.5
児童 バムとケロのにちようび 島田／ゆか∥作／絵 文渓堂 1994.9
児童 あしたえんそく！ 武田／美穂∥絵・文 理論社 2002.1
児童 こじまのもりのかわべのピクニック あんびる　やすこ∥作

絵
ひさかた

チャイルド 2007.6
児童 雨がふったら、どこへいく？ ゲルダ　ミューラー∥さ 評論社 2007.5
児童 ぼく、あめふりお 大森　裕子∥作 教育画劇 2007.6
児童 ドライブにいこう 間瀬／なおかた∥作・絵 ひさかた

チャイルド 2004.5
児童 あめのひのただいま 仁科　幸子∥さく　え フレーベル 2007.6
児童 いってかえって星から星へ 佐藤／さとる∥文 ビリケン出 2000.1
児童 みずたまレンズ 今森　光彦∥さく 福音館書店 2008.3
児童 ポチポチのきかんしゃ 井川　ゆり子∥作 文渓堂 2008.5
児童 バスにのって 荒井／良二∥作・絵 偕成社 1992.5
児童 どうぶつえんのピクニック アーノルド・ロベル∥文・ 岩波書店 1978
児童 たびにでたろめんでんしゃ ジェームス　クリュス∥ フレーベル 2008.7
児童 りんごろうくんのもりあるき わたなべ　てつた∥さく アリス館 2008.8
児童 ジョニーパーティーへいく やまだ　うたこ∥作　絵 教育画劇 2008.9
児童 せかいをみにいったアヒル マーガレット　ワイズ

ブラウン∥文 徳間書店 2009.2

児童 みんなでんしゃ 薫　くみこ∥作 ひさかた
チャイルド 2009.2

児童 でんしゃはうたう 三宮　麻由子∥ぶん 福音館書店 2009.4
児童 のんびりつむりんあめのひいいな おおい　じゅんこ∥作 教育画劇 2009.5
児童 あめこんこん 松谷　みよ子∥文 講談社 2009.5
児童 ツムーリのおうち とりごえ　まり∥著 佼成出版社 2009.5
児童 ふしぎなナンターラ イルソン　ナ∥作 光村教育図 2009.6
児童 パパとあたしのキャンプ 鈴木　永子∥作　絵 ひさかた

チャイルド 2009.6
児童 あめ　じょあじょあ イ　ミエ∥文 光村教育図 2009.6
児童 ぞうくんのおおかぜさんぽ なかの　ひろたか∥さく 福音館書店 2010.4
児童 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 ひさかた

チャイルド 2002.1
児童 あめがふってよかったね よしい　たかこ∥作 佼成出版社 2010.5
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資料区分 書名 著者名 出版者 出版年
児童 新幹線しゅっぱつ！ 鎌田　歩∥作 福音館書店 2011.3
児童 みずたまり 森山　京∥さく 偕成社 2011.5
児童 ムーサンのたび いとう　ひろし∥作 ポプラ社 2011.1
児童 あめがだーいすき そうま／こうへい∥さく 佼成出版社 2006..5
児童 あひるのさんぽ ロン・ロイ∥さく 童話館出版 1995.6
児童 クマとうさんのピクニック デビ・グリオリ∥さく 評論社 1997.1
児童 ガリバーの冒険 ジョナサン　スウィフト

∥原作 文芸春秋 2012.4
児童 どうぶつえんにいきましょう あいはら　ひろゆき∥文 教育画劇 2006.6
児童 ケロケロがえるがなくときは 浅沼／とおる∥作・絵 鈴木出版 2000.5
児童 おべんとくん 真木／文絵∥作 ひさかた

チャイルド 2004.4
児童 リュックのピクニック いちかわ／なつこ∥作絵 ポプラ社 2003.9
児童 へびくんのおさんぽ いとう／ひろし∥作・絵 鈴木出版 1992.5
児童 おさんぽさえこちゃん 伊東／美貴∥作・絵 偕成社 2000.7
児童 あめがふるひに… イ／ヘリ∥文／絵 くもん出版 2005.5
児童 ゆうだちのともだち いわむら／かずお∥絵と 至光社 2002
児童 Ｗｈｅｒｅ　Ａｒｅ　Ｙｏｕ　Ｇｏｉｎｇ？（洋

書） いわむら／かずお∥作 童心社 2001.1
児童 こぎつねせかいのはてへゆく アン・トムパート∥ぶん 童話館出版 2002.1
児童 あめあめあれれ 梅田／俊作∥作 童心社 2003.5
児童 はじめてのかさ 宇治／勲∥絵と文 至光社 2002
児童 もりのなか マリー・ホール・エッツ

∥ぶん・え 福音館書店 1980
児童 ぼくしんかんせんにのったんだ わたなべ／しげお∥さく あかね書房 1981.2
児童 ぼくれんらくせんにのったんだ わたなべ／しげお∥さく あかね書房 1987.9
児童 ぼくブルートレインにのったんだ わたなべ／しげお∥さく あかね書房 1988.1
児童 あめのひってすてきだな カーラ・カスキン∥ぶ 偕成社 1969.9
児童 おべんともって 森山／京∥文 偕成社 2004.9
児童 すてきなあまやどり バレリー・ゴルバチョフ

∥作・絵 徳間書店 2003.5

児童 あめのひだいすき バレリー・ゴルバチョフ
∥作

ノルドズッ
ド・ジャパ 2002.6

児童 おじさんのかさ 佐野／洋子∥作・絵 講談社 1992.5
児童 もりのさんぽ サイモン・ジェイムズ∥作 偕成社 1995.3
児童 あついあついひ しのづか／ゆみこ∥

〔作〕 佼成出版社 2002.5

児童 あおおじさんのあたらしいボート エルサ・ベスコフ∥さ
く・え 福音館書店 2002.3

児童 くんちゃんのもりのキャンプ ドロシー・マリノ∥さ ペンギン社 1983
児童 カロリーヌうみへいく ピエール・プロブスト

∥さく ＢＬ出版 1998.1
児童 カロリーヌとふねのたび ピエール・プロブスト ＢＬ出版 199907
児童 カロリーヌパリへいく ピエール・プロブスト

∥さく ＢＬ出版 1999.2

児童 ねずみのえんそくもぐらのえんそく 藤本／四郎∥作・絵 ひさかた
チャイルド 2001.8

児童 えんそくごいっしょに 小竹守　道子∥さく アリス館 2012.1
児童 ぞうくんのあめふりさんぽ なかの／ひろたか∥さ

く・え 福音館書店 2006.5

児童 ぞうくんのさんぽ なかの／ひろたか∥さ
く・え 福音館書店 1980

児童 ありこのおつかい 石井／桃子∥さく 福音館書店 1980
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児童 もしゃもしゃマクレリーおさんぽにゆく リンリー・ドッド∥文 あづき 2004.4
児童 バルボンさんのおでかけ とよた／かずひこ∥著 アリス館 1998.1
児童 バルボンさんのおでかけ とよた／かずひこ∥著 アリス館 1998.1
児童 バルボンさんのおさんぽ とよた／かずひこ∥著 アリス館 2000.3
児童 さんりんしゃにのって とよた／かずひこ∥著 アリス館 1998.2
児童 ボートにのって とよた／かずひこ∥著 アリス館 1997.1
児童 ボートにのって とよた／かずひこ∥著 アリス館 1997.1
児童 雨の日のふたり とりごえ／まり∥著 アリス館 2003.4
児童 チリとチリリ どい／かや∥作 アリス館 2003.5
児童 オンブバッタのおつかい 得田　之久∥文 教育画劇 2013.6
児童 はじめての旅 木下　晋∥文　絵 福音館書店 2013.6
児童 えんそくおにぎり 宮野　聡子∥作 講談社 2013.3
児童 あめあめふれふれねずみくん なかえ　よしを∥作 ポプラ社 2013.5
児童 雨上がりのえんそく 望月　治津子∥作　絵 文芸社 2013.4
児童 おじさんとカエルくん リンダ　アシュマン∥

ぶん
あすなろ書

房 2013.5
児童 ぼくがとぶ 佐々木　マキ∥作 絵本館 2013.2
児童 ばしゃにのって とよた　かずひこ∥作

絵 アリス館 2013.8

児童 はじめてのぼうけん マルグレート・レティ
ヒ∥ぶん 偕成社 1991.1

児童 バムとケロのおかいもの 島田／ゆか∥作／絵 文渓堂 1999.2
児童 ぐりとぐら 中川／李枝子∥さく 福音館書店 1980
児童 ちきゅうのうえのピクニック 竹下／文子∥作 ＰＨＰ研究 1998.5
児童 ニャーロットのおさんぽ パメラ  アレン∥作  絵 徳間書店 2014.4
児童 こんたのおつかい 田中 友佳子∥作  絵 徳間書店 2004.4
児童 ガンピーさんのふなあそび ジョン　バーニンガム

∥さく ほるぷ出版 1978

児童 やまのぼり さとう／わきこ∥さ
く・え 福音館書店 1994.1

児童 カエルのおでかけ 高畠　那生∥〔作〕 フレーベル 2013.5
児童 びじゅつかんへいこう ピーター  レイノルズ∥ 国土社 2014.4
児童 あめあめぱらん 木坂  涼∥文 のら書店 2014.5
児童 リサとガスパールのたいくつないちにち アン・グットマン∥ぶ ブロンズ新 2004.2
児童 でんしゃにのって とよた／かずひこ∥著 アリス館 1997.6
児童 たろうとはなのおべんとう メグ  ホソキ∥〔作〕 学研 2005.4
児童 とっくんトラックもりへぶぶー いわむら  かずお∥作

絵
ひさかた

チャイルド 2014.8
児童 おべんともって 森山／京∥文 偕成社 2004.9
児童 さんりんしゃにのって とよた／かずひこ∥著 アリス館 1998.2
児童 いかだにのって とよた  かずひこ∥作 アリス館 2014.1
児童 ワニくんのレインコート みやざき／ひろかず∥

さく・え
ブックロー

ン出版 1989.6
児童 いちごつみ 神沢／利子∥ぶん 童心社 2004.5
児童 まんてんべんとう くすのき  しげのり∥作 フレーベル 2015.3
児童 ぞうくんのあめふりさんぽ なかの／ひろたか∥さ

く・え 福音館書店 2006.5
児童 おでかけすいぞくかん 阿部  浩志∥ぶん 学研教育出 2015.5
児童 もぐらバス 佐藤　雅彦∥原案 偕成社 2010.4
児童 そりゃあもういいひだったよ 荒井  良二∥絵 小学館 2016.2
児童 あめふりうります 平田  昌広∥文 講談社 2014.5
児童 よるのおさんぽ リリー  ロスコウ∥ぶん 岩崎書店 2016.6
児童 ふしぎなカサやさん みやにし  たつや∥作絵 金の星社 2016.7
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児童 ゆっくりおでかけ 五味  太郎∥さく 童心社 2016.1
児童 げんきにおでかけ 五味  太郎∥さく 童心社 2017.2
児童 いそいでおでかけ 五味  太郎∥さく 童心社 2017.3
児童 あめがふるふる 田島 征三∥作 フレーベル 2017.5
児童 リサとガスパールとうきょうへいく アン  グットマン∥ぶん ブロンズ新 2017.5
児童 あめぽぽぽ ひがし なおこ∥さく くもん出版 2009.5
児童 モノレールのたび みねお みつ∥さく 福音館書店 2017.9
児童 ながいながいかもつれっしゃ 溝口 イタル∥え 交通新聞社 2017.1
児童 たぬきがのったらへんしんでんしゃ 田中 友佳子∥作  絵 徳間書店 2017.1
児童 こんた、バスでおつかい 田中 友佳子∥作  絵 徳間書店 2009.6
児童 ねこでんしゃ 山口 マオ∥作 交通新聞社 2018.1
児童 どしゃぶり おーなり 由子∥ぶん 講談社 2018.6
児童 かたつむりタクシー たむら しげる∥さく 福音館書店 2018.9
児童 ガンピーさんのドライブ ジョン・バーニンガム

∥作 ほるぷ出版 1978.4

児童 ロージーのおさんぽ パット・ハッチンス∥
さく 偕成社 1978

児童 ピクニックにいこう！ パット・ハッチンス∥
作・絵 徳間書店 2003.4

児童 ねずみさんのおかいもの 多田　ヒロシ∥作 こぐま社 2010.7
児童 おでかけのまえに 筒井／頼子∥さく 福音館書店 1981.1
児童 はっぱのおうち 征矢／清∥さく 福音館書店 1989.4
児童 バムとケロのそらのたび 島田／ゆか∥作／絵 文溪堂 1995.1
児童 わにわにのおでかけ 小風　さち∥ぶん 福音館書店 2007.9
児童 コロちゃんこうえんへいく エリック・ヒル∥作 評論社 1993.5
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