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書名 巻次 著者名 出版者
着物のえほん 高野　紀子∥作 あすなろ書房
ビジュアルでわかる世界ファッションの歴史 ヘレン  レイノルズ∥ ほるぷ出版
世界にはばたく日本力　日本の衣 こどもくらぶ∥編さん ほるぷ出版
ぼうしねこはほんとねこ あまん／きみこ∥さく ポプラ社
運命のウエディングドレス あんびる　やすこ∥著 岩崎書店
つるばら村の洋服屋さん 茂市　久美子∥作 講談社
だれかさんのかばん 森山　京∥作 ポプラ社
こぶたのむぎわらぼうし 森山　京∥作 小峰書店
あおパジャマくん やまだ／りかこ∥さく 草炎社
六本そでのセーター 令丈／ヒロ子∥作 小峰書店

百まいのドレス
エレナー　エスティス
∥作

岩波書店

魔法のスリッパ
ディック・キング＝ス
ミス∥作

あすなろ書房

いろいろずきん エランベルジェ∥原作 みすず書房

ハンナのあたらしいふく
イツァク・シュヴァイ
ゲル・ダミエル∥さく

福音館書店

ねえさんの青いヒジャブ
イブティハージ  ムハ
ンマド∥文

BL出版

まっしろなワンピース 遠藤　由季∥作 カゼット
トマトひめのかんむり 真木　文絵∥作 ひかりのくに
すてきなぼうしやさん ますだ　ゆうこ∥ぶん そうえん社
ながぐつをはいたねこ [ペロー∥原作] 講談社
マフィーくんとジオじいさんふしぎなぼうし 伊藤　正道∥作 小学館
まっかなせーたー 岩村／和朗∥絵と文 至光社
お父さんのかさはこの子です 山下／明生∥作 ひくまの出版
まじょドッコイショのごきげんなドレス 垣内　磯子∥作 あかね書房
むぎわらぼうし 竹下　文子∥作 講談社
イエペは  ぼうしが  だいすき 石亀  泰郎∥写真 文化出版局
どこへいったの？ぼくのくつ トミー　ウンゲラー∥ 長崎出版
ねずみくんのチョッキ なかえ よしを∥作 ポプラ社
はじめてのかさ 宇治／勲∥絵と文 至光社
へんしんしまーす 植垣　歩子∥作 あかね書房

ぼうし
トミー・ウンゲラー∥
さく

評論社

それいけ！ねずみくんのチョッキ なかえ／よしを∥作 ポプラ社
ながぐつをはいたねこ ペロー∥〔さく〕 ほるぷ出版
ボタンちゃん 小川  洋子∥作 ＰＨＰ研究所
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くいしんぼうのマルチェロふしぎなエプロン 大塚 ミク∥作 出版ワークス
シルクハットぞくはよなかのいちじにやってくる おくはら　ゆめ∥ 童心社
青いてぶくろのプレゼント ロイ悦子∥作 岩崎書店
とこちゃんのながぐつ かとう　まふみ∥ 学研

ソフィアのとってもすてきなぼうし
ミシェル  エドワーズ
∥文

ＢＬ出版

くろいマントのおじさん 金森／宰司∥作 福音館書店
ろばさんのかわいいバッグ 香山／美子∥作 ひさかたチャイルド
ミリーのすてきなぼうし きたむら　さとし∥作 ＢＬ出版

ポットさんのぼうし
きたむら　さとし∥え
とぶん

ＢＬ出版

ピーターのめがね キーツ∥さく 偕成社

たろのえりまき
きたむら　えり∥さく
え

福音館書店

おじいさんならできる
フィービ・ギルマン∥
作・絵

福音館書店

おじいさんならできる
フィービ・ギルマン∥
作・絵

福音館書店

あたらしいエプロンできた！
ラーシュ・クリンティ
ング∥作

偕成社

アナベルとふしぎなけいと マック　バーネット∥ あすなろ書房

みみずくミミーのあみもののたび
ホリー　クリフトン‐
ブラウン∥作　絵

徳間書店

ちがうねん ジョン　クラッセン∥ クレヨンハウス
おつきさんのぼうし 高木  さんご∥文 講談社
手ぶくろを買いに 新美／南吉∥作 偕成社
トムテと赤いマフラー レーナ  アッロ∥文 光村教育図書
みつけてん ジョン  クラッセン∥ クレヨンハウス

ぼうしをつかまえて！
エンマ・チチェス
ター・クラーク∥さく

ほるぷ出版

きょうりゅうもうちゅうじんもパンツがだいすき
クレア  フリードマン
∥文

講談社

パンツはちきゅうをすくう
クレア  フリードマン
∥文

講談社

うちゅうじんはパンツがだいすき
クレア　フリードマン
∥文

講談社

くつしたのはら 村中　李衣∥文 日本標準
そらはだかんぼ 五味／太郎∥作 偕成社
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まじょのマント
さとう　めぐみ∥ぶん
とえ

ハッピーオウル社

おじさんのかさ 佐野／洋子∥作・絵 講談社
わたしのぼうし さの／ようこ∥作・絵 ポプラ社

まじょのぼうし
さとう　めぐみ∥ぶん
とえ

ハッピーオウル社

おしゃれなクララとおばあちゃんのぼうし
エイミー  デ  ラ  ヘイ
∥文

徳間書店

まじょのくつ
さとう／めぐみ∥ぶん
とえ

ハッピーオウル社

かばんうりのガラゴ 島田／ゆか∥作／絵 文渓堂
コックのぼうしはしっている シゲタ　サヤカ∥作 講談社

ぼうしのすきなこぶた
マーティン・オーボー
ン∥文

あすなろ書房

ゆうかんなアイリーン
ウィリアム　スタイグ
∥作

セーラー出版

ぼうし せがわ／やすお∥ 福音館書店
ぼくはかさ せな／けいこ∥作・絵 ポプラ社

くつがあったらなにをする？
ビアトリス・シェン
ク・ドゥ・レニエ∥ぶ

福音館書店

ゴリラのくつや 谷口 智則∥作 あかね書房
メガネをかけたら くすのき　しげのり∥ 小学館
ぷんとくちゃんのぼうし たしろ　ちさと∥作 アリス館
はだかのおうさま アンデルセン∥〔原 フレーベル館
月夜とめがね 小川  未明∥作 あすなろ書房
ぱんつさん たなか ひかる∥作 ポプラ社
まあちゃんのすてきなエプロン たかどの  ほうこ∥さ 福音館書店
あおいむぎわらぼうし 武鹿 悦子∥作 鈴木出版

ぼくは、おうさま！
レオ　ティマース∥さ
く　え

フレーベル館

かようびのドレス
ボニ  アッシュバーン
∥文

ほるぷ出版

せんたくやのブラウニー とりごえ／まり∥作・ 偕成社
パンツはながれる 林  正博∥文 福音館書店
ハナさんのあかいぬの なとり  ちづ∥さく 福音館書店
サナとはやしのぼうしやさん なりた／まさこ∥作・ ポプラ社

だぶだぶ
なかの／ひろたか∥さ
く・え

福音館書店

サナのあかいセーター なりた／まさこ∥作・ ポプラ社
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ちいさな  きいろいかさ もり  ひさし∥シナリ 金の星社

わたしのワンピース
にしまき／かやこ∥・
えとぶん

こぐま社

みずいろのながぐつ もり  ひさし∥作 金の星社
げたにばける 新美  南吉∥作 鈴木出版
かさじぞう 山下　明生∥文 あかね書房
はるがくれたハンカチ やえがし  なおこ∥作 ＷＡＶＥ出版
はりねずみくんのあかいマフラー はらだ よしこ∥作 講談社

ぶかぶかティッチ
パット・ハッチンス∥
さく・え

福音館書店

くんくんくんこれはどなたのわすれもの？ はやし  ますみ∥作  絵 岩崎書店
ながぐつをはいたねこ ペロー∥〔原作〕 小学館
まあすけのぼうし 馬場 のぼる∥作  絵 ポプラ社
フワフワさんはけいとやさん 樋勝  朋巳∥文  絵 福音館書店
おひさまいろのきもの 広野　多珂子∥作　絵 福音館書店
あきのセーターをつくりに 石井 睦美∥文 ブロンズ新社
ふゆじたくのおみせ ふくざわ／ゆみこ∥さ 福音館書店

ロビンの赤いベスト
ジャン・フィアンリー
∥さく

評論社

おおかみのネクタイ ふじはら／なるみ∥著
ＡＲＴＢＯＸイン
ターナショナル

赤いくつ アンデルセン∥〔原 女子パウロ会
すてきなステッキ 深見  春夫∥〔作〕 ＰＨＰ研究所

キルトでつづるものがたり
バーバラ  ハーカート
∥文

さ・え・ら書房

こびととくつや グリム∥〔原作〕 平凡社
しずかにあみものさせとくれー! ベラ  ブロスゴル∥さ ほるぷ出版

ペレのあたらしいふく
エルサ　ベスコフ∥さ
く　え

福音館書店

ながぐつをかいに 星野  イクミ∥作  絵 フレーベル館
ぼくのくつ 松成／真理子∥作・絵 ひさかたチャイルド
もりのセーター 片山／令子∥作 ＰＨＰ研究所
蛙のゴム靴 宮沢　賢治∥作 三起商行
わたしのくつ 柴田　愛子∥文 ポプラ社

ベンジーのもうふ
マイラ　ベリー　ブラ
ウン∥文

あすなろ書房

あいちゃんのワンピース こみや　ゆう∥作 講談社
のはらのスカート 赤羽　じゅんこ∥作 岩崎書店
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ワニくんのＴシャツ
みやざき　ひろかず∥
さく　え

ＢＬ出版

もぐらくんとパラソル
ハナ・ドスコチロ
ヴァー∥作

偕成社

はだかのおうさま アンデルセン∥原作 フレーベル館
ふしぎな　ふしぎな　ながぐつ 佐藤／さとる∥文 偕成社
きらきらピンク ナン　グレゴリー∥作 鈴木出版
きたかぜとたいよう [イソップ∥原作] 岩崎書店
ぐりとぐらのおおそうじ なかがわ／りえこ∥文 福音館書店
ブタコさんのかばん 山西／ゲンイチ∥ ビリケン出版

ぐりとぐらのえんそく
なかがわ／りえこ∥
〔著〕

福音館書店

かさの女王さま
シリン　イム　ブリッ
ジズ∥文

セーラー出版

おつきさまにぼうしを
シュールト　コイパー
∥作

文渓堂

もりのようふくや
オクターフ・パンク・
ヤシ∥ぶん

福音館書店

ニッセのあたらしいぼうし
オロフ・ランドスト
ローム∥作

偕成社

ひとまねこざるときいろいぼうし Ｈ．Ａ．レイ∥文，絵 岩波書店

てぶくろをかいに
にいみ／なんきち∥・
ぶん

ポプラ社

キャベツちゃんのワンピース 東 直子∥作 あかね書房
きたかぜとたいよう イソップ∥〔作〕 西村書店
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