
令和2年4月　現在

№ 書名 著者名 出版者 大きさ

1 うがいライオン
ねじめ 正一∥作
長谷川 義史∥絵

鈴木出版 36×50cm

2 おこだでませんように
くすのき しげのり∥作
石井 聖岳∥絵

小学館 40×45cm

3 おじいちゃんのごくらくごくらく
西本 鶏介∥作
長谷川 義史∥絵

鈴木出版 50×43cm

4 おべんとうバス 真珠 まりこ∥作・絵 チャイルド本社 50×45cm

5 おまえうまそうだな 宮西  達也∥作絵 ポプラ社 47×38cm

6 おめんです いしかわ こうじ∥作　絵 偕成社 43×43cm

7 おめんです２ いしかわ こうじ∥作　絵 偕成社 43×43cm

8 くだものいろいろかくれんぼ いしかわ こうじ∥作　絵 ポプラ社 39×39ｃｍ

9 ぐりとぐら
なかがわ りえこ∥さく
おおむら ゆりこ∥え

福音館書店 36×50cm

10 ぐりとぐらのえんそく
中川 李枝子∥文
山脇 百合子∥絵

福音館書店 36×50cm

11 ぐりとぐらのおきゃくさま
中川 李枝子∥文
山脇 百合子∥絵

福音館書店 50×36cm

12 ぐるんぱのようちえん
西内 ミナミ∥さく
堀内 誠一∥え

福音館書店 36×50cm

13 ここがせかいいち！ 千葉  とき子∥監修 チャイルド本社 51×60cm

14 サンドイッチ サンドイッチ 小西 英子∥さく 福音館書店 42×40ｃｍ

15 三びきのやぎのがらがらどん
マーシャ・ブラウン∥え
せた ていじ∥やく

福音館書店 48×38cm

16 しげちゃん
室井 滋∥作
長谷川 義史∥絵

金の星社 50×44cm

17 じゃんけんぽん せな けいこ∥作　絵 鈴木出版 36×50cm

18 しりとりのだいすきなおうさま
中村 翔子∥作
はた こうしろう∥絵

鈴木出版 36×50cm

19 せんろはつづく
竹下 文子∥文
鈴木 まもる∥絵

金の星社 48×50cm

20 そらまめくんのベッド なかや みわ∥さく  え 福音館書店 36×50cm

21 そらまめくんのぼくのいちにち なかや みわ∥さく 小学館 37×54cm

22 たまごのあかちゃん
かんざわ としこ∥ぶん
やぎゅう げんいちろう∥え

福音館書店 42×40ｃｍ

23 だるまさんが かがくい ひろし∥さく ブロンズ新社 39×39ｃｍ

24 だるまさんと かがくい ひろし∥さく ブロンズ新社 39×39ｃｍ

25 だるまさんの かがくい ひろし∥さく ブロンズ新社 39×39ｃｍ
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26 ともだちや　　おれたち、ともだち！
内田 麟太郎∥作
降矢 なな∥絵

偕成社 50×41cm

27 どうぞのいす
香山 美子∥作
柿本 幸造∥絵

チャイルド本社 50×45cm

28 とんとんとん
上野 与志∥作
末崎 茂樹∥絵

チャイルド本社 50×48cm

29 どうぶつしんちょうそくてい
聞かせ屋。けいたろう∥文
高畠 純絵∥絵

アリス館 51×36cm

30 どんぐりむらのぱんやさん なかや みわ∥さく 学研プラス 37×54cm

31 にんじんとごぼうとだいこん 和歌山 静子∥絵 鈴木出版 44×42cm

32 ねずみくんのチョッキ
なかえ  よしを∥作
上野 紀子∥絵

ポプラ社 44×38cm

33 ねずみのいもほり
山下 明生∥作
いわむら かずお∥絵

チャイルド本社 50×44cm

34 ねずみのえんそくもぐらのえんそく 藤本 四郎∥作・絵 チャイルド本社 50×50cm

35 バスでおでかけ 間瀬 なおかた∥作　絵 チャイルド本社 50×50cm

36 バムとケロのおかいもの 島田 ゆか∥作　絵 文渓堂 32×41cm

37 バムとケロのさむいあさ 島田 ゆか∥作　絵 文渓堂 32×41cm

38 バムとケロのそらのたび 島田 ゆか∥作　絵 文渓堂 32×41cm

39 バムとケロのにちようび 島田 ゆか∥作　絵 文渓堂 32×41cm

40 バムとケロのもりのこや 島田 ゆか∥作　絵 文渓堂 32×41cm

41 パパ、お月さまとって！
エリック＝カール∥さく
もり ひさし∥やく

偕成社 59×42ｃｍ

42 花さき山
斎藤 隆介∥作
滝平 二郎∥絵

岩崎書店 52×45cm

43 はらぺこあおむし
エリック＝カール∥さく
もり ひさし∥やく

偕成社 42×58cm

44 ぴょ～ん まつおか たつひで∥作・絵 ポプラ社 37×37ｃｍ

45 フレデリック　ちょっとかわったねずみのはなし
レオ＝レオニ∥作
谷川 俊太郎∥訳

好学社 52×41cm

46 めっきらもっきらどおんどん
長谷川 摂子∥作
ふりや なな∥画

福音館書店 36×50cm

47 もちづきくん
中川 ひろたか∥作
長野 ヒデ子∥絵

チャイルド本社 50×50cm

48 ももたろう
松居 直∥文
赤羽 末吉∥画

福音館書店 36×37cm

49 もりのおふろ 西村 敏雄∥さく 福音館書店 42×40ｃｍ

50 もりのかくれんぼう
末吉 暁子∥作
林 明子∥絵

偕成社 51×42cm

51 やさいさん tupera tupera∥さく 学研教育出版 36×36cm
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52 妖怪交通安全 広瀬 克也∥作 絵本館 41×45㎝

53 れいぞうこ 新井 洋行∥作・絵 偕成社 56×40cm

54 わにわにのおふろ
小風 さち∥ぶん
山口 マオ∥え

福音館書店 42×40cm

※大型絵本舞台　貸出できます


