
令和2年4月　現在

№ 書名 著者名 出版者 大きさ

1 うみの１００かいだてのいえ いわい としお∥作 偕成社 116×21cm

2 えんそく 片山 健∥作 架空社 61cm

3 おおきなかぶ
Ａ．トルストイ∥再話
内田 莉莎子∥訳　佐藤 忠良∥画

福音館書店 36×50cm

4 おしくら・まんじゅう かがくい ひろし∥さく ブロンズ新社 39×48cm

5 おじさんのかさ 佐野 洋子∥作・絵 講談社 53ｃｍ

6 おっぱい みやにし たつや∥作・絵 すずき出版 44cm

7 おばけのてんぷら せな けいこ∥作・絵 ポプラ社 50cm

8 おふとんかけたら かがくい ひろし∥さく ブロンズ新社 39ｃｍ

9 おめんです いしかわ こうじ∥作・絵 偕成社 43×43ｃｍ

10 おやおや、おやさい
石津 ちひろ∥文
山村 浩二∥絵

福音館書店 42cm

11 からすのパンやさん かこ さとし∥絵と文 偕成社 51ｃｍ

12 きょだいなきょだいな
長谷川 摂子∥作
降矢 なな∥絵

福音館書店 36×50cm

13 きんぎょがにげた 五味 太郎∥作 福音館書店 42cm

14 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

15 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

16 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 50cm

17 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

18 月ようびはなにたべる？
エリック＝カール∥え
もり ひさし∥やく

偕成社 56ｃｍ

19 サンドイッチ サンドイッチ 小西 英子∥さく 福音館書店 42cm

20 三びきのこぶた
瀬田 貞二∥やく
山田 三郎∥え

福音館書店 50cm

21 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 48ｃｍ

22 しっぽのはたらき
川田 健∥ぶん　薮内 正幸∥え
今泉 吉典∥監修

福音館書店 49ｃｍ

23 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

すずき出版 36×50cm

24 すてきな三にんぐみ
トミー＝アンゲラー∥さく
いまえ よしとも∥やく

偕成社 53ｃｍ

25 せんろはつづく
竹下 文子∥文
鈴木 まもる∥絵

金の星社 48×50ｃｍ

26 だじゃれ日本一周 長谷川 義史∥作 理論社 44cm
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27 たまごにいちゃん あきやま ただし∥作・絵 すずき出版 50cm

28 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 42cm

29 だるまさんが かがくい ひろし∥さく ブロンズ新社 39×39ｃｍ

30 だるまさんと かがくい ひろし∥さく ブロンズ新社 39ｃｍ

31 だるまさんの かがくい ひろし∥さく ブロンズ新社 39ｃｍ

32 だるまちゃんとかみなりちゃん 加古 里子∥さく/え 福音館書店 36×50cm

33 だるまちゃんとてんぐちゃん 加古 里子∥さく/え 福音館書店 36×50cm

34 ちか100かいだてのいえ いわい としお∥作 偕成社 116×21cm

35 ちからたろう
いまえ よしとも∥ぶん
たしま せいぞう∥え

ポプラ社 49ｃｍ

36 ちびゴリラのちびちび
ルース・ボーンスタイン∥さく
いわた みみ∥やく

ほるぷ出版 37×42ｃｍ

37 てぶくろ
エウゲーニー・M・ラチョフ∥え
うちだ りさこ∥やく

福音館書店 48×39ｃｍ

38 でんしゃにのって とよた かずひこ∥著 アリス館 43ｃｍ

39 どうぞのいす
香山 美子∥作
柿本 幸造∥絵

チャイルド本社 50cm

40 とべバッタ 田島 征三∥作 偕成社 43×54ｃｍ

41 なにをたべてきたの？
岸田 衿子∥文
長野 博一∥絵

佼成出版社 50cm

42 にゃ～ご 宮西 達也∥作・絵 すずき出版 50cm

43 ねずみのいもほり
山下 明生∥作
いわむら かずお∥絵

ひさかたチャイルド 50cm

44 ねずみのさかなつり
山下 明生∥作
いわむら かずお∥絵

ひさかたチャイルド 50cm

45 ねずみのでんしゃ
山下 明生∥作
いわむら かずお∥絵

ひさかたチャイルド 50cm

46 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 59ｃｍ

47 はははのはなし 加古 里子∥ぶん・え 福音館書店 49ｃｍ

48 はらぺこあおむし　　（あおむし・付）
エリック＝カール∥さく
もり ひさし∥やく

偕成社 42×58ｃｍ

49 バルボンさんのおでかけ とよた かずひこ∥著 アリス館 36×40ｃｍ

50 ひつじぱん あきやま ただし∥作・絵 鈴木出版 44cm

51 １００かいだてのいえ いわい としお∥作 偕成社 116×21cm

52 ぴょ～ん まつおか たつひで∥作・絵 ポプラ社 37×37ｃｍ

53 へんしんトンネル あきやま ただし∥作・絵 金の星社 50cm

54 ぼくのくれよん 長 新太∥おはなし・え 講談社 53ｃｍ



55 まどから☆おくりもの 五味 太郎∥作・絵 偕成社 43×45ｃｍ

56 みんなうんち 五味 太郎∥さく 福音館書店 49ｃｍ

57 もこもこもこ
谷川 俊太郎∥作
元永 定正∥絵

 文研出版 44cm

58 ももたろう
松居 直∥文
赤羽 末吉∥画

福音館書店 36×37ｃｍ

59 もりのおふろ 西村 敏雄∥さく 福音館書店 42cm

60 もりのかくれんぼう
末吉 暁子∥作
林 明子∥絵

偕成社 51cm

61 もりもりくまさん
長野 ヒデ子∥作
スズキ コージ∥絵

すずき出版 44cm

62 やさいさん tupera tupera∥さく 学研教育出版 36×36ｃｍ

63 よかったねネッドくん
レミー・シャーリップ∥さく
やぎた よしこ∥やく

偕成社 51ｃｍ

64 わゴムはどのくらいのびるかしら？
マイク・サーラー∥ぶん
ジェリー・ジョイナー∥え　きしだ えりこ∥や
く

岩波書店 34×43ｃｍ

65 わにわにのおふろ
小風 さち∥ぶん
山口 マオ∥え

福音館書店 42cm

※大型絵本舞台　貸出できます


