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書名 巻次 著者名 出版者
サボテンたちのゆきあそび 川端／誠∥作・絵 ブックローン出版
こんたのおつかい 田中 友佳子∥作  絵 徳間書店

もっかい！
イアン・ホワイブロウ
∥ぶん

主婦の友社

おふとんのくにのこびとたち おち／のりこ∥さく 偕成社

かわいくなんかないっ！
ジョナサン　アレン∥
さく

評論社

ぜったいわけてあげないからね かとう　まふみ∥文 偕成社

めでたしめでたしからはじまる絵本
デイヴィッド　ラロ
シェル∥文

あすなろ書房

あ 大槻　あかね∥作 福音館書店
じごくのラーメンや 苅田　澄子∥作 教育画劇
おばけのひやめしや ささき　みお∥作　絵 ひさかたチャイルド
まだまだつづきがあるのです カンタン　グレバン∥ ほるぷ出版
プリンちゃん なかがわ　ちひろ∥ぶ 理論社

ねえ、おきてる？
ソフィー　ブラック
オール∥作

光村教育図書

もっかい！
エミリー　グラヴェッ
ト∥さく

フレーベル館

ちょっとだけまいご クリス　ホートン∥作 ＢＬ出版

ふかいあな
キャンデス　フレミン
グ∥文

あすなろ書房

アリゲール　デパートではたらく 植垣　歩子∥作 ブロンズ新社
ぱんつくったよ。 平田　昌広∥作 国土社
ぼくのなまえはダメ！ マルタ　アルテス∥さ コスモピア

あ～っ！
カンタン　グレバン∥
さく

講談社

それならいいいえありますよ 沢野  秋文∥作 講談社
あたまのうえにとりがいますよ モー　ウィレムズ∥作 クレヨンハウス
おひるねけん おだ　しんいちろう∥ 教育画劇
すっすっはっはっ  こ・きゅ・う 長野  麻子∥作 童心社
おばけにょうぼう 内田　麟太郎∥文 イースト・プレス

どうぶつしんちょうそくてい
聞かせ屋。けいたろう
∥文

アリス館

あきちゃった！
アントワネット  ポー
ティス∥作

あすなろ書房

どうするジョージ！ クリス  ホートン∥作 ＢＬ出版
サムとデイブ、あなをほる マック  バーネット∥ あすなろ書房
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おおきなおおきなにんじん 刀根  里衣∥絵  文 小学館
かもめたくはいびん いしい  ひろし∥著 白泉社
もう、ねるんだってば！ ジョリ  ジョン∥さく そうえん社

やだやだベティ
スティーブ  アント
ニー∥作  絵

鈴木出版

トルーシー・トルトルとトラ
ヘレン  スティーヴン
ズ∥作

ＢＬ出版

たのしいひっこし 岡田  よしたか∥作 小学館
カレーライス 小西  英子∥さく 福音館書店
ど いざわ  かつあき∥作 白泉社

あなのなかには…
レベッカ  コッブ∥作
絵

フレーベル館

ぜったいたべないからね
ローレン  チャイルド
∥作

フレーベル館

れいぞうこ 新井  洋行∥作  絵 偕成社
ちゃんとたべなさい ケス  グレイ∥文 小峰書店
このあいだになにがあった? 佐藤 雅彦∥作 福音館書店
ぼくのイスなのに! ロス  コリンズ∥作  絵 PHP研究所

サイモンは、ねこである。
ガリア  バーンスタイ
ン∥作

あすなろ書房

しゃっくりくーちゃん 竹下 文子∥文 白泉社
こなものがっこう 塚本 やすし∥作  絵 フレーベル館
はいちーず 山岡 ひかる∥作 アリス館
おさかなどろぼう いしい ひろし∥作  絵 PHP研究所
オレ、カエルやめるや デヴ  ペティ∥ぶん マイクロマガジン社

ネルはいぬのめいたんてい
ジュリア  ドナルドソ
ン∥ぶん

BL出版

だれのいす? アナ  カン∥文 光村教育図書
バナナおいしくなーれ 矢野 アケミ∥さく 大日本図書

まんまるだあれ
いまもり みつひこ∥文
切り絵

アリス館

どろんばあ 小野寺 悦子∥文 福音館書店

ねこはまいにちいそがしい
ジョー  ウィリアムソ
ン∥作  絵

徳間書店

タローズ モラグ  フッド∥作 小学館
どうぶつどんどん たしろ ちさと∥文  絵 大日本図書
おじいちゃんがペンギンやったとき モラグ  フッド∥作 小学館
とろとっと 内田 麟太郎∥文 くもん出版
おどりたいの 豊福 まきこ∥作 BL出版
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えらいこっちゃのいちねんせい かさい まり∥文 アリス館
ちゃのまのおざぶとん かねこ まき∥作 アリス館
むれ ひろた あきら∥さく KADOKAWA
サンドイッチぎゅーっ ひがし ちから∥作 光村教育図書
おたすけトミーでばんだよ! いしい ひろし∥著 白泉社
だっぴ! 北村 直子∥作 こぐま社

かわにくまがおっこちた
リチャード  T.モリス
∥著

岩崎書店

おそろしいよる きむら ゆういち∥作 鈴木出版
かべのすきま 中西 翠∥文 アリス館
ふとんがふっとんだ 新井 洋行∥作 講談社
おなべさんとおたまちゃん 宮本 えつよし∥作 教育画劇
にくのくに はらぺこめがね∥作 教育画劇

わたしのペットはまんまるいし
スティーブン W.マー
ティン∥作

ポプラ社

じごくにアイス ナカオ マサトシ∥作 ひさかたチャイルド
けんけんぱっ にご まりこ∥さく 福音館書店
とのさまぶたまん 長野 ヒデ子∥作  絵 あすなろ書房
ごめんやさい わたなべ あや∥絵 ひかりのくに
はかせのふしぎなプール 中村 至男∥さく 福音館書店
カメレオンのかきごおりや 谷口 智則∥作 アリス館
おふろにはいろ 三浦 太郎∥さく  え 童心社
ほしいなあ、ナマケモノ G.ドーネイ∥ぶん マイナビ出版
ほしいなあ、きょうりゅう G.ドーネイ∥ぶん マイナビ出版
ぼく、ひつじじゃなくてぶたなんだ ピム  ラマース∥ぶん ほるぷ出版
みかんおいしくなーれ 矢野 アケミ∥さく 大日本図書
なにかがいる 佐藤 雅彦∥作 福音館書店
ごちそうたべにきてください 茂市 久美子∥作 講談社
かける はらぺこめがね∥著 佼成出版社
みち さいとう しのぶ∥作 ひさかたチャイルド
ぴぽん 内田 麟太郎∥作  絵 鈴木出版
うろおぼえ一家のおかいもの 出口 かずみ∥作 理論社

とっています 市原 淳∥作
世界文化ワンダーク
リエイト

めがねがね tupera tupera∥さく ひさかたチャイルド
へびくんのおさんぽ いとう／ひろし∥作・ 鈴木出版
フートンのおふとん 北村 裕花∥作 BL出版
チーターじまんのてんてんは みやけ ゆま∥作 BL出版
すいかのたね グレッグ  ピゾーリ∥ こぐま社
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おばけとかくれんぼ 植垣 歩子∥さく ほるぷ出版
だんごむしコーロコロ 海野 あした∥[作] アルファポリス
ゴリラさんは 北村 裕花∥作 講談社
あ・さ・ご・は・ん! 武田 美穂∥作 ほるぷ出版

だめよ、デイビッド！
デイビッド・シャノン
∥さく

評論社

じゅうじゅうじゅう あずみ虫∥さく 福音館書店

やぁだ!
マルリョケ  ヘンリヒ
ス∥さく

BL出版

かいじゅうたくはいびん 澤野 秋文∥作 講談社

いっこでもにくまん ふじもと のりこ∥作
世界文化ワンダーク
リエイト

おとがあふれてオムライス 夏目 義一∥さく 福音館書店

げんこつやまのたぬきさん とよた かずひこ∥作
世界文化ワンダーク
リエイト

かくれんぼべんとう 井上 よう子∥作 ひさかたチャイルド

だれのほね? 2
たけうち ちひろ∥文
切り絵

出版ワークス

じゃーんけん 山岡 ひかる∥作 アリス館
ペンギンたんけんたい 斉藤 洋∥作 講談社

カピバラがやってきた
アルフレド  ソデル
ギット∥さく

岩崎書店

ぶどうおいしくなーれ 矢野 アケミ∥さく 大日本図書
ママってすごーい! クリス  ホートン∥作 BL出版
よるのやおやさん 穂高 順也∥文 文溪堂
どきどきキッチンサーカス 石津 ちひろ∥文 福音館書店
ぶるばびぶーん ささき しゅん∥さく 福音館書店

この本はよまれるのがきらい
ダビット  サンデン∥
[作]

すばる舎

かくれんぼハウスへようこそ ぬまのう まき∥作 ほるぷ出版
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