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書名 巻次 著者名 出版者

ひともじえほん
こんどう  りょうへい
∥さく

福音館書店

あいうえおのうた 中川／ひろたか∥詩 のら書店
はるははこべのはなざかり 二宮　由紀子∥作 理論社
からすとかばのかいすいよく 二宮　由紀子∥作 理論社
たぬきのたろべえのたこやきや 二宮　由紀子∥作 理論社
らったらったらくだのらっぱ 二宮　由紀子∥作 理論社
ことばあそびうた 谷川／俊太郎∥詩 福音館書店
のでのでので 五味／太郎∥〔作〕 福音館書店
ひらがなだいぼうけん 宮下　すずか∥さく 偕成社
はすいけのぽん 古舘　綾子∥作 岩崎書店
ぐやんよやん 長谷川  摂子∥ぶん 福音館書店
たべものうた たかぎ／あきこ∥うた リーブル
さかさことばのえほん 小野　恭靖∥作 鈴木出版
おやつのうた たかぎ／あきこ∥作 リーブル
あーん 下田　昌克∥え クレヨンハウス
おどります 高畠／純∥作 絵本館
たとえば、せかいがゴロゴロだったら 高畠  那生∥作 講談社
あいうえおにぎり ねじめ　正一∥作 偕成社
あめぽぽぽ ひがし なおこ∥さく くもん出版
ことばあそびレストラン 石津  ちひろ∥文 のら書店
しかしか 山田 マチ∥文 小学館
まさかさかさま動物回文集 石津　ちひろ∥文 河出書房新社
ことばかくれんぼ 山口　タオ∥文 岩崎書店
わっこおばちゃんのしりとりあそび さとう／わきこ∥さく 童心社
ぶたたぬききつねねこ その２ 馬場／のぼる∥著 こぐま社
ちいさなちいさなおばあちゃん エルサ・ベスコフ∥作 偕成社
ハンバーグハンバーグ 武田　美穂∥作 ほるぷ出版
しわしわしわ… 井上／洋介∥さく・え 文渓堂
もっちゃうもっちゃうもうもっちゃう 土屋／富士夫∥作・絵 徳間書店
イカタコつるつる 長／新太∥作・絵 講談社
ど いざわ  かつあき∥作 白泉社
パンダしりとりコアラしりとり 石津 ちひろ∥ことば ポプラ社

タラリタラレラ
エマヌエラ　ブッソ
ラーティ∥作

集英社

にょっ！
ザ  キャビンカンパ
ニー∥作

小学館
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おかあしゃん。はぁい。
くすのき  しげのり∥
さく

佼成出版社

よめるカナ 山内　ジョージ∥絵 愛育社
ゆきふふふ ひがし なおこ∥さく くもん出版
ぶきゃぶきゃぶー 内田／麟太郎∥文 講談社
絵本ことばあそび 五味／太郎∥作 岩崎書店

ベーコンわすれちゃだめよ！
パット・ハッチンス∥
さく・え

偕成社

ぶたたぬききつねねこ 馬場  のぼる∥著 こぐま社

ばしん！ばん！どかん！
ピーター・スピア∥ぶ
ん・え

童話館出版

あ 大槻　あかね∥作 福音館書店

このパンなにパン？
ふじもと  のりこ∥作
絵

鈴木出版

あいうえおおきなだいふくだ たるいし　まこ∥作 福音館書店
はやくちことばのさんぽみち 平田 昌広∥文 アリス館
ぷ～っ！ ピトー∥作 文化出版局
おふろでなんでやねん 鈴木 翼∥文 世界文化社
うみざざざ ひがし なおこ∥さく くもん出版
はなをくんくん ルース・クラウス∥ぶ 福音館書店
ごほん！ごほん！ごほん！ デボラ・ブラス∥ぶん 評論社
いけのおと 松岡　達英∥さく 福音館書店
ずいずいずっころばし せがわ  やすお∥作 福音館書店

るんぷんぷん
ハンス・フィッシャー
∥作

架空社

からからからが… 高田／桂子∥作 文研出版
五十音 北原 白秋∥詩 光村教育図書
ねこはすっぽり 石津 ちひろ∥文 こぐま社
ぐーぐーぐー イルソン　ナ∥作 光村教育図書
けしごむぽんいぬがわん ほりかわ りまこ∥さく ひさかたチャイルド
ピチャン、ボチャン、ザブ～ン！ マイク・マニング∥さ 評論社
てんのないにっき 宮下  すずか∥作 くもん出版

うんちっち
ステファニー  ブレイ
ク∥作

あすなろ書房

ぱっぴぷっぺぽん もろ  かおり∥え ポプラ社
あるひあひるがあるいていると 二宮　由紀子∥作 理論社
あのほん ひぐち みちこ∥作 こぐま社
カタカナダイボウケン 宮下　すずか∥さく 偕成社
しりとりあいうえお 石津／ちひろ∥文 偕成社
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タタタタ りとう ようい∥作  絵 鈴木出版
ぼくのいちにちどんなおと？ 山下  洋輔∥文 福音館書店
もけらもけら 山下／洋輔∥ぶん 福音館書店
イーハトーブふしぎなことば 宮沢　賢治∥文 文研出版
しーっ！ぼうやがおひるねしているの ミンフォン・ホ∥作 偕成社
もっとぱくっ せき ゆうこ∥作 小学館
アナグラムで遊ぼう けんじのじけん ささき あり∥作 あかね書房
あいうえおんせん 林  木林∥作 くもん出版
かぜフーホッホ 三宮　麻由子∥ぶん 福音館書店
ぱくっ せき ゆうこ∥作 小学館
てんきよほうかぞえうた 岸田／衿子∥作 福音館書店
あんたがたどこさ ましま　せつこ∥絵 こぐま社
あいうえおさん 森 絵都∥文 河出書房新社
ほわほわさくら ひがし なおこ∥さく くもん出版
ぐるうんぐるん 山福　朱実∥さく　え 農山漁村文化協会
ぱくぱくはんぶん 渡辺 鉄太∥ぶん 福音館書店
しりとりしましょ! さいとう しのぶ∥作 リーブル
あいうえあそぼうとしょかんで 草谷 桂子∥ぶん 子どもの未来社

ぼくのうた、なんだっけ?
ヘンドリック  ヨナス
∥作 絵

偕成社

どうぶつことばあそび さはら  そのこ∥作 岩崎書店
ゴロゴロゴロゴロ あき びんご∥作 くもん出版
ことわざしょうてんがい かんべ あやこ∥作 あかね書房

わらべうたであそびましょ！
さいとう　しのぶ∥編
絵

のら書店

まだまだまだまだ 五味 太郎∥[作] 偕成社

へんしんマンザイ
あきやま　ただし∥作
絵

金の星社

やさいぎらいのやおやさん 二宮　由紀子∥作 理論社
もももすももも 新井 洋行∥作 講談社
なぞなぞあそびうた 角野／栄子∥さく のら書店
しりとりのだいすきなおうさま 中村／翔子∥作 鈴木出版
でんしゃでしりとり　はこねにいった 関根／栄一∥ぶん 小峰書店
しりとり 安野 光雅∥さく え 福音館書店
どや 佐藤／卓∥絵本構成 日本放送出版協会
どろんばあ 小野寺 悦子∥文 福音館書店
もこもこもこ 谷川／俊太郎∥作 文研出版
くさはらどん 松岡　達英∥さく 福音館書店
でんごんゲーム 宮下 すずか∥作 くもん出版
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なぞなぞあそびうた 2 角野／栄子∥さく のら書店
ことばあそびうた また 谷川／俊太郎∥詩 福音館書店
まってるまってる 近藤／薫美子∥作／絵 教育画劇
まねっこたいそううさぎちゃん 塚本  やすし∥さく そうえん社
これはのみのぴこ 谷川／俊太郎∥作 サンリード
まくわうりとまほうつかい 二宮　由紀子∥作 理論社

ヨッケリなしをとっといで
フェリックス　ホフマ
ン∥え

架空社

きゃああああああああクモだ！
リディア・モンクス∥
さく

評論社

さかさやまのさくらでんせつ 二宮　由紀子∥作 理論社
にゅるぺろりん 長  新太∥絵 クレヨンハウス
ぽかぽかぐ～ん 角野 栄子∥作 小学館

はやい－おそい，たかい－ひくい
ピーター・スピア∥ぶ
ん・え

童話館出版

ごろろ　ううう　ぶうぶう ピーター・スピア∥作 富山房
ピンポーン 中川／ひろたか∥文 偕成社

ぶうぶう
ふじかわ／ひでゆき∥
さく

佼成出版社

ぽぽんぴぽんぽん 松竹　いね子∥文 福音館書店

ぱくり
ふじかわ／ひでゆき∥
さく

佼成出版社

にこちゃん 南／椌椌∥著 アリス館
おんちょろちょろ 瀬田  貞二∥再話 福音館書店
だんご　どっこいしょ 大川／悦生∥作 ポプラ社
ちっちゃなちっちゃなものがたり ジェイコブズ∥再話 福音館書店
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