
 
 

                                         

平成 30年５月更新 

所蔵館：明野図書館 = 明 すたま森の図書館 = す たかね図書館 = た  
ながさか図書館 = な 金田一春彦記念図書館 = 金 小淵沢図書館 = 小 
ライブラリーはくしゅう = は むかわ図書館 = む 

★：H２９年度新刊 
 

 タイトル 著者 出版社 出版

年 

大きさ 所蔵館 

1 あかずきん 

小澤 優 /文    

メルヘン立体童話

企画/制作 

メイト 2001.6 50×36㎝ す・な・金・む 

2 
あかまるちゃんとくろまる

ちゃん 

上野 与志/作 

村松 カツ/絵 
チャイルド社 2009.4 50×50㎝ 金 

3 

アレクサンダとぜんまい

ねずみ             

～ともだちをみつけたねずみ  

のはなし～ 

レオ=レオニ/作 

谷川 俊太郎/訳 
好学社 2012.1 52㎝ す 

4 
★あなたがとっても 

かわいい 

みやにし たつや 

/作・絵 
金の星社 2016.8 50ｃｍ す 

5 あぶない！ 
ラビッツアイ 

/文・構成 
チャイルド社 2013.1 50㎝ す 

6 あめのひのえんそく 
間瀬 なおかた 

/作･絵 
チャイルド社 2007.4 50×50㎝ な 

7 ありとすいか 
たむら しげる 

/作･絵 
ポプラ社 2004.4 49×37㎝ な 

8 あるのかな 
織田道代/作     

飯野和好/絵 
鈴木出版 2007.6 36×50㎝ は 

9 
いたずらラッコとおなべ

のほし 

神沢利子/文   

長 新太/絵 
あかね書房 2003.8 50㎝ す 

10 いっしょにあそぼ！ 田中四郎/絵 チャイルド社 2009.5 50㎝ す 

11 いっすんぼうし 

佐竹 玲/文 

メルヘン立体童話

企画/制作 

メイト 2002.5 50㎝ 金 

12 

 

いただきバス 

 

藤本 ともひこ 

/作・絵 
鈴木出版 2008.11 36×50㎝ は 



13 いつもいっしょに 
こんのひとみ/作        

いもとようこ/絵 
金の星社 2009.8 48×50㎝ は・む 

14 いもほりバス 
藤本 ともひこ 

/作・絵 
鈴木出版 2012.5 36×50㎝ す 

15 うがいライオン 
ねじめ正一/作      

長谷川義史/絵 
鈴木出版 2012.3 36×50㎝ は 

16 
うさぎのくれたバレーシュ

ーズ 

安房 直子/文  

南塚 直子/絵 
小峰書店 2004.2 50㎝ た 

17 うみキリン あきやまただし/作・絵 金の星社 2016.12 50㎝ た 

18 うみの１００かいだてのいえ いわいとしお/作 偕成社 2014.12 116×21㎝ 小 

19 うらしまたろう 

佐竹 玲/文 

メルヘン立体童話

企画/制作 

メイト 2001.7 35×50㎝ す・金・な 

20 えらい えらい！ 
ますだ ゆうこ/文 

竹内 通雅/絵 
そうえん社 2008.7 51㎝ た 

21 
おおかみと７ひきの 

こやぎ 

小澤 優 /文    

メルヘン立体童話

企画/制作 

メイト 2001.8 35×50㎝ 
明・す・な・

金・む 

22 おおきなかぶ 

A・ﾄﾙｽﾄｲ/作 

佐藤 忠良/絵 

内田 莉莎子/訳 

福音館書店 1998.3 36×50㎝ た・金・小 

23 おおきなきがほしい 
さとうさとる/文   

むらかみつとむ/絵 
偕成社 2007.1 51㎝ 明・た・む 

24 
おおきなもののすきな 

おうさま 

安野 光雅 

/作・絵 
メイト 2004.2 50㎝ た・金 

25 おおはくちょうのそら 
手島 圭三郎 

／画・文 
リブリオ出版 2005.8 44㎝ 小 

26 おかあさんだいすきだよ 
みやにし たつや/

作・絵 
金の星社 2015.5 50㎝ た 

27 おかしなかくれんぼ 
山脇 恭/作 

末崎 茂樹/絵 
チャイルド社 2008.5 50×50㎝ す・な 

28 おこだてませんように 
くすのきしげのり/作             

石井 聖岳/絵 
小学館 2014.6 40×45cm す 

29 

 

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 2007.1 50㎝ 金・は 

http://www.fukuinkan.co.jp/searchresult.php?search_flg=wrt&writer_name=%C6%E2%C5%C4%E8%BD%E8%B5%BB%D2


30 おじさんのかさ 
佐野 洋子 

/作･絵 
講談社 2003.9 52×37㎝ な・金 

31 おしゃれなおたまじゃくし 
塩田 守男/え    

さくら ともこ/ぶん 
メイト 2003.8 35×50㎝ す・た 

32 おっぱい 
みやにし たつや 

/作・絵  
鈴木出版 2005.1 44㎝ た 

33 おとうさん・パパ・おとうちゃん 
みやにし たつや 

/作・絵 
鈴木出版 2012.3 44㎝ た 

34 おばあちゃん、まっててね 
いけずみ ひろこ 

/作・絵 
岩崎書店 2012.3 47㎝ 金 

35 おばけのてんぷら 
せな けいこ 

/作・絵 
ポプラ社 

2004.4  

2003.8 
50㎝ す・た・な 

36 おばけのバーバパパ 
ｱﾈｯﾄ・ﾁｿﾞﾝ／さく 

やましたはるお／やく 
偕成社 2003.11 43×49㎝ た・な・小 

37 
おばけの地下室 

たんけん 

ｼﾞｬｯｸ・ﾃﾞｭｹﾉﾜ/さく  

おおさわあきら/やく 
ほるぷ出版 2008.1 34×43㎝ す・は 

38 おばけパーティ 
ｼﾞｬｯｸ・ﾃﾞｭｹﾉﾜ/さく  

おおさわあきら/やく   
ほるぷ出版 2004.3 33×43㎝ す・た・な・む 

39 おばけびょうきになる 
ｼﾞｬｯｸ・ﾃﾞｭｹﾉﾜ/さく    

おおさわあきら/やく 
ぽるぷ出版 2008.1 34×43㎝ は 

40 
おばけもいます  

なかまがぞろぞろ 
多田 ヒロシ/作 集文社 1992.1 61㎝ 金 

41 おべんとうバス 
真珠 まりこ 

/作・絵 
チャイルド社 2009.1 50㎝ 金・た 

42 おべんとくん 
真木 文絵/作 

石倉 ﾋﾛﾕｷ/絵 
チャイルド社 2005.3 50×50㎝ た 

43 おまえうまそうだな 
宮西 達也 

/作・絵 
ポプラ社 2006.4 47㎝ す 

44 おめんです 
いしかわこうじ 

/作・絵 
偕成社 2014.9 43×43㎝ す・小 

45 ★おめんです② 
いしかわこうじ 

/作・絵 
偕成社 2018.2 43×43㎝ 明・は 

46 おやおや、おやさい 
石津 ちひろ/文  

山村 浩二/絵 
福音館書店 2014.1 42㎝ す 

47 おやゆびひめ 

小沢 優/文 

メルヘン立体童話

企画/制作 

メイト 2003.1 50㎝ 金 



48 かぐやひめ 

佐竹 玲/文 

メルヘン立体童話

企画/制作 

メイト 2001.9 50㎝ す・な・金・む 

49 
かたあしだちょうの 

エルフ 

おのき がく 

/文・絵 
ポプラ社 2004.11 44㎝ す 

50 かちかちやま 

佐竹 玲/文 

メルヘン立体童話

企画/制作 

メイト 2002.9 50㎝ 金 

51 かばくん 
岸田 衿子／さく 

中谷 千代子／え 
福音館書店 2001.11 36×50㎝ た・金・小 

52 からすのパンやさん 
かこ さとし 

/文・絵 
偕成社 1997.5 51㎝ 

す・た・な・

金・小 

53 かわいそうなぞう 
つちやゆきお/ぶん   

たけべもといちろう/え 
金の星社 1999.4 50㎝ す・金 

54 
ガンピーさんのふな 

あそび 

ｼﾞｮﾝ・ﾊﾞｰﾆﾝｶﾞﾑ/さく 

みつよし なつや/やく 
ほるぷ出版 2004.3 38×38㎝ た・な・む 

55 きたきつねのゆめ 
手島 圭三郎 

／画・文 
リブリオ出版 2005.8 44㎝ 小 

56 きつねのでんわボックス 
戸田 和代/作   

たかす かずみ/絵 
金の星社 2008.8 48×50㎝ す 

57 キャベツくん 長新太／文・絵 文研出版 2007.2 44cm 明 

58 ★給食番長 
よしなが こうたく/

作 
好学社 2017.10 52cm 小 

59 恐竜 
ﾄﾞｩｰｶﾞﾙ・ﾃﾞｨｸｿﾝ 

/作 
集文社 1991.12 61㎝ た・金 

60 999ひきのきょうだい 
木村 研/文 

村上康成/絵 
チャイルド社 2005.4 50㎝ 金 

61 
999ひきのきょうだいの

おひっこし 

木村 研/文 

村上康成/絵 
チャイルド社 2006.5 50㎝ 金 

62 
きょうはなんてうんが 

いいんだろう 

宮西 達也 

/作・絵 
鈴木出版 2010.1 50×41㎝ 金・む 

63 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 2001.11 36×50㎝ す・た・金・小 

64 きんぎょがにげた 五味 太郎/作 福音館書店 2009.1 42㎝ す・た 

65 くじらだ！ 五味 太郎/作 岩崎書店 2004.4 52㎝ た 



66 
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 2016.3 38×38㎝ た、小 

67 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 1998.3 36×50㎝ た・金・小・な 

68 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 2008.2 36×50㎝ た 

69 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 2003.11 50㎝ す・た 

70 ぐるんぱのようちえん 
西内 みなみ/さく 

堀内 誠一/え 
福音館書店 1999.3 36×50㎝ た・金・小 

71 くまのコールテンくん ドン・フリーマン/作 偕成社 2006.3 42×47㎝ 金 

72 
くものすおやぶんとりも

のちょう 
秋山 あゆ子/作 福音館書店 2008.2 36×50㎝ 金 

73 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 1997.5 56㎝ 

す・た・な・

金・小 

74 ここがせかいいち！ 千葉 とき子/監修 チャイルド社 2008.4 51×60㎝ 明・す 

75 こすずめのぼうけん 

ルース・エインズワ

ーズ/作  

石井 桃子/訳 

堀内 誠一/画 

福音館書店 2003.11 37×50ｃｍ す 

76 ことわざのえほん 
西本 鶏介/編・文 

高部 晴一/絵 
鈴木出版 2008.1 50㎝ 金 

77 こぶとりじいさん 

佐竹玲/文 

メルヘン立体童話

企画/制作 

メイト 2002.7 50㎝ 金 

78 これ、どんなあじ？ 宮原 雄一 学習研究社 2008.10 45㎝×37㎝ た 

79 ころわんとしろいくも 
間所 ひさこ/作    

黒井 健/絵 
チャイルド社 2005.5 50×50㎝ す 

80 こわーいはなし せな けいこ/作・絵 鈴木出版 2007.11 36×50㎝ す・は 

81 ころころころ 元永 定正／作 福音館書店 2010.1 42㎝ す 

82 サンドイッチサンドイッチ 小西 英子／さく 福音館書店 2014.1 42㎝ 小・た 

83 三びきのこぶた 
山田 三郎／え 

瀬田 貞二／やく 
福音館書店 1998.3 50㎝ た・金・小 



84 さんびきのこぶた 

小沢 優/文 

メルヘン立体童話

企画/制作 

メイト 2001.4 35×50㎝ 
明・す・な・

金・む 

85 
三びきのやぎのがらがら

どん 

マーシャ・ブラウン

／え 

瀬田貞二／訳 

福音館書店 2016.1 48cm 明 

86 しげちゃん 
室井 滋/作 

長谷川 義史/絵 
金の星社 2013.1 50×44㎝ な 

87 したきりすずめ 

佐竹玲/文 

メルヘン立体童話

企画/制作 

メイト 2002.11 50㎝ 金 

88 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 2011.1 49㎝ 金・白 

89 しまふくろうのみずうみ 
手島 圭三郎 

／画・文 
リブリオ出版 2005.7 44㎝ 小 

90 しらゆきひめ 

小沢 優/文 

メルヘン立体童話

企画/制作 

メイト 2001.1 50㎝ す・な・金・む 

91 
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 2004.3 36×50㎝ た・金 

92 じゃんけんぽん せな けいこ/作・絵 鈴木出版 2010.12 36×50㎝ す・金 

93 しゅっぱつしんこう！ 山本 忠敬/作 福音館書店 2014.1 42㎝ す 

94 新ウォーリーをさがせ！ 

ﾏｰﾃｨﾝﾊﾝﾄﾞﾌｫｰﾄﾞ/

作・絵 

唐沢 則幸/訳 

フレーベル社 2004.3 42㎝ は・む 

95 
新ウォーリーハリウッド

へ行く 

ﾏｰﾃｨﾝﾊﾝﾄﾞﾌｫｰﾄﾞ/

作・絵 

唐沢 則幸/訳 

フレーベル社 2004.3 42㎝ む 

96 シンドバットのぼうけん 

小沢 優/文 

メルヘン立体童話

企画/制作 

メイト 2002.8 50㎝ 金 

97 シンデレラ 

小沢 優/文 

メルヘン立体童話

企画/制作 

メイト 2002.1 50㎝ 金 

98 スイミー レオ=レオニー/作 好学社 2010.11 52㎝ す・明 



99 すっぽんぽんのすけ 
もとしたいづみ/作 

荒井 良二/絵 
鈴木出版 2009.2 44㎝ む 

100 すてきな三にんぐみ 
ﾄﾐｰ・ｱﾝｹﾞﾗｰ/さく 

いまえ よしとも/やく 
偕成社 2001.3 53㎝ 

た・な・金・

小・む 

101 すみっこのおばけ 武田 美穂/作・絵 ポプラ社 2005.11 38×38㎝ す・む 

102 せんたくかあちゃん さとう わきこ/作・絵 福音館書店 2003.11 36×50㎝ た・は 

103 せんろはつづく 
竹下 文子/文 

鈴木 まもる/絵 
金の星社 2010.9 48×50㎝ 金・は 

104 ぞうくんのさんぽ 
なかの ひろた 

/さく・え 
福音館書店 1999.3 50㎝ た・金・小 

105 
★そら１００かいだての

いえ 
いわい としお/作 偕成社 2018.02 116×21㎝ た 

106 そらまめくんのベッド 
なかや みわ 

/さく・え 
福音館書店 2001.11 36×50㎝ た・金・小 

107 
そらまめくんのぼくのい

ちにち 

なかや みわ 

/さく・え 
小学館 2015.03 37×54cm 金 

108 
だいおういかのいかたろ

う 

ザ・キャンビンカン

パニー/作・絵 
鈴木出版 2015.9 50×40 む 

109 だいすきっていいたくて 

ｶｰﾙ・ﾉﾗｯｸ/ぶん 

ｸﾛｰﾄﾞ・K・ﾃﾞｭﾎﾞｱ/え 

河野万里子／やく 

ほるぷ出版 2008.1 37×44㎝ な・金 

110 たからものはなあに？ 
吉田 隆子/作 

せべ まさゆき/絵 
金の星社 2007.4 40㎝ 金 

111 ★だじゃれ世界一周 長谷川 義史/作 理論社 2017.7 44ｃｍ す 

112 たまごにいちゃん 
あきやま ただし/

作・絵 
鈴木出版 2003.6 50㎝ す・た・金・は 

113 たまごにいちゃんぐみ 
あきやま ただし/

作・絵 
鈴木出版 2009.7 50㎝ 金・は 

114 たまごのあかちゃん 

かんざわ としこ/文 

やぎゅう けんいちろう

/絵 

福音館書店 2009.1 42㎝ す・む 

115 たまごねえちゃん 
あきやま ただし/

作・絵 
鈴木出版 2006.9 50㎝ 金 

116 たまごをこんこんこん 
あかま あきこ/

作・絵 
チャイルド社 2009.3 50㎝ す・金 

117 だるまさんが かがくいひろし/さく ブロンズ新社 2010.5 39㎝ 金 



118 だるまさんと かがくいひろし/さく ブロンズ新社 2011.11 39㎝ 金 

119 だるまさんの かがくいひろし/さく ブロンズ新社 2010.12 39㎝ は 

120 
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 

2016. 

12 
36×50cm す 

121 
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 

2016. 

12 
36×50cm 金 

122 たろうくんのじどうしゃ 山本 忠敬 /作・絵 チャイルド社 2006.4 50×50㎝ す 

123 だじゃれ日本一周 
長谷川 義史 

/作・絵 
理論社 2011.4 44㎝ す・金 

126 ちいさなきいろいかさ 
にしまき かやこ/

イラスト 
金の星社 2003.8 50㎝ す・た 

127 ちいさなくれよん 
篠塚 かをり/作 

安井 淡/絵 
金の星社 2002.5 50㎝ 金・小・は 

128 ちか 100かいだてのいえ いわい としお/作 偕成社 2010.11 116×21㎝ は・明 

129 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 2004.11 49㎝ な 

130 ちびくろさんぼ 

ﾍﾚﾝ・ﾊﾞﾝﾅｰﾏﾝ／文 

ﾌﾗﾝｸ・ﾄﾞﾋﾞｱｽ／絵 

光吉 夏弥／訳 

瑞雲舎 2006.11 44×35㎝ な 

131 ちびゴリラのちびちび 

ﾙｰｽ・ﾎﾞｰﾝｽﾀｲﾝ 

/さく 

いわた みみ/やく 

ほるぷ出版 2003.7 37×42㎝ す・な・む 

132 ちゅーちゅー 
宮西 達也 

/作・絵 
鈴木出版 2010.1 50㎝ す・は 

133 チリンのすず 
やなせ たかし/ 

作・絵 
フレーベル社 2007.1 49㎝ 小 

134 つきよのくじら 
戸田 和代/作 

池田 としき/絵 
鈴木出版 2005.1 50㎝ む 

135 つるのおんがえし 

佐竹 玲/文 

メルヘン立体童話

企画/制作 

メイト 2001.11 50㎝ す・な・金・む 

136 
でんしゃでいこうでんしゃ

でかえろう 

間瀬 なおたか 

/作・絵 
チャイルド社 2005.1 50×50㎝ 金・は 

137 でんしゃにのって とよたかずひこ/作 アリス館 2006.4 43㎝ す 

138 でんわとうさん かこ さとし/文・絵 
全国心身障害

児福祉財団 
2003 75㎝ 金 



139 ドアがあいて・・・ 

ｴﾙﾝｽﾄ・ﾔﾝﾄﾞｩﾙ/作 

ﾉﾙﾏﾝ・ﾕﾝｹﾞ/絵 

斉藤 洋/訳 

ほるぷ出版 2006.2 33×43㎝ な・金 

140 トーマスきゃくしゃをひく 

ｳｨﾙﾊﾞｰﾄ・ｵｰﾊﾞﾘｰ/

原作 

ﾃﾞｲﾋﾞｽ・ﾛﾋﾞﾝ/画        

文平 玲子/訳 

ポプラ社 2004.11 42㎝ 明 

141 どうぞのいす 
香山 美子/作 

柿本 幸造/絵 
チャイルド社 2005.6 50㎝ す・金 

142 
どうぶついろいろかくれ

んぼ 

いしかわ こうじ 

/作・絵 
ポプラ社 2007.2 38×38㎝ た・む 

143 
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 
アリス館 2016.11 50cm 明・金 

144 となりのたぬき せな けいこ/作･絵 鈴木出版 2005.1 36×50㎝ た 

145 とべバッタ 田島 征三／作 偕成社 2003.11 43×53㎝ な・金・小 

146 ともだちや 
内田 麟太郎/作 

降矢なな/絵 
偕成社 2006.3 50㎝ 金 

147 ドライブにいこう 
間瀬 なおたか 

/作･絵 
チャイルド社 2006.2 50×50㎝ た 

148 トラネコとクロネコ 宮西 達也/作・絵 鈴木出版 2015.1 50㎝ す 

149 どんぐりたろうのき 
鶴見 正大/作    

黒井 健/絵 
佼成出版社 2004.2 50㎝ す・金・た 

150 とんとんとん 
上野 与志/作  

末崎 茂樹/絵 
チャイルド社 2007.1 50㎝ た 

151 ながぐつをはいたねこ 

小沢 優/文 

メルヘン立体童話

企画/制作 

メイト 2002.4 50㎝ 
金 

 

152 なつのいちにち はた こうしろう/作 偕成社 2013.7 51×42㎝ な 

153 なにをたべてきたの 
岸田 衿子/文 

長野 博一/絵 
佼成出版 2005.2 50㎝ 金 

154 にじいろのさかな 
ﾏｰｶｽ・ﾌｨｽﾀｰ/作 

谷川俊太郎/訳 
講談社 2001.4 47㎝ 金 

155 にじいろのしまうま 
こやま 峰子/作 

やなせ たかし/絵 
金の星社 2004.2 48×50㎝ た・金 

156 にゃーご 宮西 達也/作・絵 鈴木出版 2003.1 50㎝ 
す・た・金・

は・む 



157 にんぎょひめ 

小沢 優/文 

メルヘン立体童話

企画/制作 

メイト 2002.6 50㎝ 金 

158 
にんじんとごぼうとだいこ

ん 
和歌山 静子/絵 鈴木出版 2007.3 44㎝ す・金 

159 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 2004.4 44㎝ す・た・な 

160 ねずみのいもほり 
山下 明生/作      

いわむらかずお/絵 
チャイルド社 2006.1 50㎝   

161 
ねずみのえんそくもぐら

のえんそく 
藤本 四郎/作・絵 チャイルド社 2009.6 50㎝ す・金 

162 ねずみのかいすいよく 
山下 明生/作      

いわむらかずお/絵 
チャイルド社 2007.5 50㎝ す・金 

163 ねずみのさかなつり 
山下 明生/作      

いわむらかずお/絵 
チャイルド社 2008.3 50㎝ 金 

164 ねずみのでんしゃ 
山下 明生/作      

いわむらかずお/絵 
チャイルド社 2005.2 50㎝ す・む 

165 
★ノラネコぐんだん 

パンこうじょう 
工藤 ノリコ/著 白泉社 2017.7 44×44ｃｍ す 

166 
のりものいろいろかくれ

んぼ 

いしかわ こうじ 

/作・絵 
ポプラ社 2007.2 38×38㎝ す・な 

167 はじめてのおつかい 
筒井 頼子/作 

林 明子/絵 
福音館書店 1999.3 36×50㎝ た・金 

168 はじめてのおるすばん 
しみずみちを/作 

山本まつ子/絵 
岩崎書店 2003.8 50㎝ す・た 

169 はじめまして 
新沢 としひこ/作 

大和田 美鈴／絵 
鈴木出版 2006.3 44㎝ な 

170 バスでおでかけ 
間瀬 なおたか 

/作･絵 
チャイルド社 2008.2 50×50㎝ な・金 

171 はっぱのおうち 
征矢 清/さく      

林 明子/絵 
福音館書店 2010.1 42㎝ す・は 

172 はなさかじいさん 

佐竹 玲/文 

メルヘン立体童話

企画/制作 

メイト 2002.1 50㎝ す・な・金・む 

173 花さき山 
斎藤 隆介/作     

滝平 二郎/絵 
岩崎書店 2003.3 52㎝ す・た・は 

174 はなすもんかー！ 宮西 達也/作・絵 鈴木出版 2006.6 36×50㎝ た・金 



175 パパ、おつきさまとって！ 
エリック・カール/さく 

もり ひさし/やく 
偕成社 2015 59cm 明・は 

176 はらぺこあおむし 
ｴﾘｯｸ・ｶｰﾙ/え 

もり ひさし/やく 
偕成社 1994.5 42×58㎝ 

す・た・な・

金・小 

177 
はらぺこおおかみとぶた

のまち 
宮西 達也/作・絵 鈴木出版 2007.9 50㎝ す・金・小 

178 バルボンさんのおでかけ とよたかずひこ/著 アリス館 2007.2 36×40㎝ た 

179 バムとケロのおかいもの 島田 ゆか/作・絵 文渓社 2010.2 32×41㎝ 小・む 

180 バムとケロのさむいあさ 島田 ゆか/作・絵 文渓社 2012.1 32×41㎝ な・金・む 

181 バムとケロのそらのたび 島田 ゆか/作・絵 文渓社 2009.3 32×41㎝ 金・は 

182 バムとケロのにちようび 島田 ゆか/作・絵 文渓社 2008.3 32×41㎝ す 

183 バムとケロのもりのこや 島田 ゆか/作・絵 文渓社 2013.3 32×41㎝ た 

184 半日村 
齋藤 隆介/作 

滝平 二郎/絵 
岩崎書店 2004.4 53㎝ た 

185 ひさの星 
齋藤 隆介/作 

岩崎 ちひろ/絵 
岩崎書店 2004.2 50㎝ た 

186 ひつじぱん 
あきやま ただし 

/作・絵 
鈴木出版 2008.12 44㎝ 金・は 

187 ひなまつり・こどものひ  チャイルド社 2014.10 37×39㎝ す 

188 100かいだてのいえ いわいとしお/作・絵 偕成社 2009.11 116×21㎝ 金・む 

189 
ぴっけやまのおならくら

べ 

かさい まり/文 

村上 康成/絵 
チャイルド社 2007.6 50㎝ す・む 

190 ぴょーん 
まつおか たつひで

1/作・絵 
ポプラ社 2004.4 37×37㎝ す・な 

191 
ふしぎなキャンディーや

さん 

みやにし たつや 

/作・絵 
金の星社 2008.7 50㎝ む 

192 ふしぎなタネやさん 
みやにし たつや 

/作・絵 
金の星社 2014.5 50×44㎝ む 

193 
ぶたくんと１００ぴきのお

おかみ 
宮西 達也/作･絵 鈴木出版 2006.11 36ｘ50ｃｍ な 

194 
★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 好学社 2016.11 52ｃｍ す 

195 へびくんのおさんぽ 
いとう ひろし 

/作・絵 
鈴木出版 2006.1 44㎝ す・な・た 



196 へんしんトンネル 
あきやま ただし 

/作・絵 
金の星社 2007.8 50㎝ は 

197 ぼくにげちゃうよ 

ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ・W・ﾌﾞﾗｳﾝ

/ぶん 

ｸﾚﾒﾝﾄ・ﾊｰﾄﾞ／え 

ほるぷ出版 2003.7 33×39㎝ す・な・む 

198 ぼくのくれよん 
長 新太 

/おはなし・え 
講談社 2003.9 53㎝ す・小・な・む 

199 
ぽんたのじどうはんばい

き 
加藤 ますみ/作 チャイルド社 2007.3 50㎝ す 

200 まどから☆おくりもの 五味 太郎/作・絵 偕成社 2003.11 43×45㎝ た・な・小 

201 みにくいあひるのこ 

小沢 優/作 

メルヘン立体童話

企画/制作 

メイト 2001.12 50㎝ す・な・金 

202 みんなうんち 五味 太郎/さく 福音館書店 2011.1 49㎝ は・す 

203 みんなでんしゃ 
薫 くみこ/作 

かとう ようこ/絵 
チャイルド 2009.2 50×50㎝ 金 

204 
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 2008.2 36×50㎝ む 

205 もぐらバス 

佐藤 雅彦/原案 

うちの ますみ 

/文・絵 

偕成社 2011.9 40×55㎝ す・小 

206 もこもこもこ 
谷川 俊太郎/作 

元永 定正/絵 
文研出版 2006.3 44㎝ 金 

207 もちづきくん 
中川 ひろたか/作 

長野 ヒデ子/絵 
チャイルド社 2007.2 50㎝ む 

208 モチモチの木 
齋藤 隆介/作     

滝平 二郎/絵 
岩崎書店 2002.3 53㎝ す・た・金 

209 ももたろう 

佐竹 玲/文メルヘ

ン立体童話企画/

制作 

メイト 2001.5 50㎝ す・な・金・む 

210 もりのおふろ 西村 敏夫/作 福音館書店 2010.1 42㎝ 金 

211 もりのかくれんぼう 
末吉 暁子/作 

林 明子/絵 
偕成社 2006.3 51㎝ 金 

212 もりもりくまさん 
長野ヒデ子/作       

スズキコージ/絵 
鈴木出版 2012.9 44㎝ は 

213 やさいさん ｔupera tupera/さく 学研教育出版 2015.06 50㎝ た 



214 やさしいライオン 
やなせ たかし 

/作･絵 
フレーベル館 2006.4 49×39㎝ な・金 

215 ゆうたはともだち 
きたやま ようこ/

作 
あかね書房 2007.7 43cm す 

216 妖怪交通安全 広瀬 克也/作 絵本館 2015.4 41㎝×45㎝ た 

217 よくばりすぎたねこ 
さとう わきこ 

/作・絵 
メイト 2005.2 50㎝ す・た 

218 れいぞうこ 新井 洋行/作・絵 偕成社 2015.10 56㎝ た・は 

219 ろばさんのかわいいバッグ 香山 美子/作 チャイルド社 2006.6 50×50㎝ す 

220 
わゴムはどのくらいのび

るかしら？ 

ﾏｲｸ･ｻｰﾗｰ/文 

ｼﾞｪﾘｰ・ｼﾞｮｲﾅｰ/絵 

岩田 衿子/訳 

ほるぷ出版 2005.5 34×43㎝ 金・む 

221 わにわにのおふろ 
小風 さち/文       

山口 マオ/絵 
福音館書店 2009.1 42㎝ す・は 

222 
わんぱくだんのはしれ！

いちばんぼし 

ゆきの ゆみこ/作 

上野 与志/作 末

崎 茂樹/絵 

チャイルド社 2006.3 50㎝ す 

223 
Brown bear, brown 

bear,what do you see? 

ｴﾘｯｸ・ｶｰﾙ 

ﾋﾞﾙ・ﾏｰﾃｨﾝ・Jr 
ﾛﾝｸﾞﾏﾝ 1999 46×35㎝ な 

224 
The very hungry 

 caterpillar 
ｴﾘｯｸ・ｶｰﾙ   2001 36×40㎝ な 

225 
Polar bear, polar 

bear,what do you hear? 

ｴﾘｯｸ・ｶｰﾙ 

ﾋﾞﾙ・ﾏｰﾃｨﾝ・Jr 
ﾍﾝﾘｰﾎﾙﾄ 1998 46×3７㎝ な 
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