
書籍名 文 絵 訳 出版社 棚

1 １　２　３　４　５　かずの絵本 俣野　温子 俣野　温子 主婦の友社 Ｈ

2 １，２，３と一、二、三 星川　ひろ子 小西　啓介 福音館書店 G

3 １００万回生きたねこ 佐野　洋子 佐野　洋子 講談社 E

4 １００まんびきのねこ ワンダ・ガアグ ワンダ・ガアグ 石井　桃子 福音館書店 Ｃ

5 １０人のゆかいなひっこし 安野　光雅 安野　光雅 童話屋 G

6 １１ぴきのねことあほうどり 馬場　のぼる 馬場　のぼる こぐま社 Ｂ

7 １２の贈り物 シャーリーン・コスタンゾ 黒井　健 黒井　健 ポプラ社 E

8 １４ひきのさむいふゆ いわむら　かずお いわむら　かずお 童心社 Ｃ

9 １４ひきのひっこし いわむら　かずお いわむら　かずお 童心社 Ｂ

10 ３びきのくま ポール・ガルトン ポール・ガルトン ただ　ひろみ ほるぷ出版 Ｈ

11 ３びきのこぐまさん 村山　壽子 村山　知義 婦人之友社 Ｈ

12 ３びきのこぶた 森　毅 安野　光雅 童話屋 Ｈ

13 A Small Miracle  聖なる夜に ピーター・コリントン ＢＬ出版 E

14 Brother Eagle,Sisuter Sky 酋長シアトルからのメッセージ スーザン・ジェファーズ 徳岡久生・中西敏夫 ＪＵＬＡ出版局 G

15 あいうえおにぎり ねじめ　正一 いとう　ひろし 偕成社 Ｈ

16 あおい玉　あかい玉　しろい玉 稲田　和子 太田　大八 童話館出版 Ｂ

17 赤毛のアンの贈り物　Ａｎｎｅ Ｌ・Ｍ・モンゴメリー 山本　容子 掛川　恭子 講談社 E

18 赤ずきん グリム バーナディット・ワッツ 生野　幸吉 岩波書店 Ｂ

19 赤ちゃんの誕生 ニコル・テイラー 写真　レナルト・ニルソン 上野　和子 あすなろ書房 G

20 足はなんぼん？ 板倉　聖宣 松浦　晴二 国土社 G

21 あそびましょ（ちいさなしかけえほん①） かどの　えいこ おおしま　たえこ あかね書房 D

22 あっちゃんとエビフライ 西巻　茅子 西巻　茅子 童心社 D

23 あな 谷川　俊太郎 和田　誠 福音館書店 Ｃ

24 あなたが守る　あなたの心・あなたのからだ 森田　ゆり 平野　恵理子 童話館出版 Ｈ

25 あなたをずっとずっとあいしてる 宮西　達也 宮西　達也 ポプラ社 E

26 雨、あめ ピーター・スピアー 評論社 Ｂ

27 あめふり さとう　わきこ さとう　わきこ 福音館書店 Ｃ

28 ありの　あちち つちはし　としこ つちはし　としこ 福音館書店 D

29 アルド・わたしだけのひみつのともだち ジョン・バーニンガム ジョン・バーニンガム 谷川　俊太郎 ほるぷ出版 Ｈ

30 アンガスとあひる マージョリー・フラック マージョリー・フラック 瀬田　貞二 福音館書店 Ｃ

31 アンディとらいおん ジェームズ・ドーハティ ジェームズ・ドーハティ むらおか　はなこ 福音館書店 Ｂ

32 いいものみつけた（ちいさなしかけえほん②） かどの　えいこ おおしま　たえこ あかね書房 D

33 生きていたい！　チェルノブイリの子どもたちの叫び 編　チェルノブイリ子ども基金 小学館 Ｈ

34 いたずらきかんしゃちゅうちゅう バージニア・リー・バートン バージニア・リー・バートン むらおか　はなこ 福音館書店 Ｂ

35 いたずらこねこ バーナディン・クック レミー・チャーリップ まさき　るりこ 福音館書店 Ｃ

36 いちご 平山　和子 平山　和子 福音館書店 D

37 いちにのさんぽ ひろかわ　さえこ ひろかわ　さえこ アリス館 D

38 いつか　どんぐりの木が イヴ・バンティング ロナルド・ハイムラー はしもと　ひろみ 岩崎書店 G

39 いっしょってうれしいな シャーロット・ゾロトウ カレン・ギュンダシャイマー みらい　なな 童話屋 E

40 いっすんぼうし 石井　桃子 あきの　ふく 福音館書店 Ｂ

41 いつもちこくのおとこのこージョン・パトリック・ノーマン・マクヘネシー ジョン・バーニンガム ジョン・バーニンガム 谷川　俊太郎 あかね書房 Ｂ

42 いとでんわ 小林　実 荒木　桜子 福音館書店 G

43 いない　いない　ばあ 松谷　みよ子 瀬川　康男 童心社 D

44 いぬが　いっぱい グレース・スカール グレース・スカール やぶき　みちこ 福音館書店 D

45 いぬはてんごくで シンシア・ライラント シンシア・ライラント 中村　妙子 偕成社 Ｈ

46 いねむり　ろばくん 杉田　豊 杉田　豊 講談社 Ｈ

47 いまがたのしいもん シャーロット・ゾロトウ エリック・ブレグヴァド みらい　なな 童話屋 E

48 うさぎさんてつだってほしいの シャーロット・ゾロトウ モーリス・センダック こだま　ともこ 冨山房 E

49 うさぎのおうち マーガレット・ワイズ・ブラウン ガース・ウィリアムズ 松井　るり子 ほるぷ出版 E

50 うさぎのみみはなぜながい（メキシコ民話） 北川　民次 北川　民次 福音館書店 Ｂ

51 うさこちゃんとうみ ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ 石井　桃子 福音館書店 D

52 うたがみえるきこえるよ エリック・カール エリック・カール もり　ひさし 偕成社 E

53 うちのじどうしゃ 谷川　俊太郎 太田　大八 福音館書店 Ｃ

54 うまかたやまんば おざわ　としお 赤羽　末吉 福音館書店 Ｂ
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55 海べのあさ ロバート・マックロスキー ロバート・マックロスキー 石井　桃子 岩波書店 Ｂ

56 海辺のずかん 松岡　達英 松岡　達英 福音館書店 G

57 海をかえして 丘　修三 長野　ヒデ子 童心社 Ｈ

58 うらしまたろう 時田　史郎 秋野　不矩 福音館書店 Ｃ

59 うんがにおちたうし フィリス・クラシロフスキー ピーター・スパイアー みなみもと　ちか ポプラ社 Ｂ

60 絵で見る　日本の歴史 西村　繁男 西村　繁男 福音館書店 G

61 絵で読む　広島の原爆 那須　正幹 西村　繁男 福音館書店 Ｈ

62 絵とき　ゾウの時間とネズミの時間 本川　達雄 あべ　弘士 福音館書店 G

63 絵のえほん 早坂　優子 編　視覚デザイン研究所 視覚デザイン研究所 G

64 絵本　ビアンキ動物記（４つの話） ヴィタリー・ビアンキ F・ヤルブソワ　E・ラチョフ　チャルーシン父子 内田　莉莎子 理論社 G

65 絵巻えほん　川 前川　かずお 前川　かずお こぐま社 G

66 エリセラさんご 水木　桂子 和田　誠 朔北社 G

67 王さまと九人のきょうだい（中国の民話） 　 赤羽　末吉 君島　久子 岩波書店 Ｃ

68 王さまライオンのケーキ マシュー・マケリゴット マシュー・マケリコット 野口　絵美 徳間書店 Ｈ

69 おおかみと七ひきのこやぎ グリム フェリクス・ホフマン 瀬田　貞二 福音館書店 Ｃ

70 おおきくなりすぎたくま リンド・ワード リンド・ワード 渡辺　茂男 ほるぷ出版 Ｃ

71 おおきなおおきなおいも 赤羽　末吉 赤羽　末吉 福音館書店 Ｂ

72 おおきな木 シェル・シルヴァスタイン シェル・シルヴァスタイン 村上　春樹 あすなろ書房 E

73 大きな古時計（HENRY CLAY WORK） 字　平井　堅 塩田　雅紀 学習研究社 E

74 おかあさんだいすき マージョリー・フラック マージョリー・フラック 光吉　夏弥 岩波書店 Ｂ

75 おこりじぞう 山口　勇子 四国　五郎 語り　沼田　曜一 金の星社 Ｈ

76 おさじさん 松谷　みよ子 東光寺　啓 童心社 D

77 おさるとぼうしうり エズフィール・スロボドキーナ エズフィール・スロボドキーナ まつおか　きょうこ 偕成社 Ｂ

78 おじいちゃんの銀時計 はら　みちを はら　みちを らくだ出版 G

79 おしいれ 新井　洋行 新井　洋行 偕成社 D

80 おじさんのかさ 佐野　洋子 佐野　洋子 講談社 Ｃ

81 おじさんのつえ 五味　太郎 五味　太郎 岩崎書店 Ｈ

82 おだんごぱん（ロシアの民話） 脇田　和 瀬田　貞二 福音館書店 Ｃ

83 おちばのしたをのぞいてみたら・・・ 皆越　ようせい 写真　皆越　ようせい ポプラ社 G

84 おつきさまこんばんは 林　明子 林　明子 福音館書店 D

85 おつきさんどうしたの Ｅ・Ｍ・プレストン バーバラ・クーニー 岸田　衿子 岩波書店 E

86 おててがでたよ 林　明子 林　明子 福音館書店 D

87 おとうさん 秋山　とも子 秋山　とも子 福音館書店 Ｃ

88 おとなしいめんどり ポール・ガルトン ポール・ガルトン 谷川　俊太郎 童話館 Ｂ

89 おとなになれなかった弟たちに・・・ 米倉　斉加年 米倉　斉加年 偕成社 Ｈ

90 おなべおなべにえたかな こいで　やすこ こいで　やすこ 福音館書店 Ｃ

91 鬼の首引き 岩城　載枝 井上　洋介 福音館書店 E

92 おによりつよいおれまーい（サトワヌ島民話） 土方　久功 土方　久功 福音館書店 Ｃ

93 おばあちゃんは木になった 大西　暢夫 写真　大西　暢夫 ポプラ社 G

94 おばけがいっぱい（ちいさなしかけえほん④） かどの　えいこ おおしま　たえこ あかね書房 D

95 おばけがぞろぞろ ささき　まき ささき　まき 福音館書店 D

96 おばけなんていないよ！ エマヌエル・エーコート エマヌエル・エーコート 真木　文絵 偕成社 D

97 おはなし　おはなし ゲイル・ヘイリー ゲイル・ヘイリー あしの　あき ほるぷ出版 Ｈ

98 おひさまがいっぱい よだ　じゅんいち ほりうち　せいいち 童心社 D

99 おふろだいすき 松岡　享子 林　明子 福音館書店 Ｂ

100 おまえうまそうだな 宮西　達也 宮西　達也 ポプラ社 E

101 おやすみなさいおつきさま マーガレット・ワイズ・ブラウン クレメント・ハード せた　ていじ 評論社 D

102 おやすみなさいコッコさん 片山　健 片山　健 福音館書店 D

103 おやすみなさいのほん マーガレット・ワイズ・ブラウン ジャン・シャロー 石井　桃子 福音館書店 Ｂ

104 おやゆびひめ アンデルセン スペン・オットー 乾　侑美子 童話館 Ｂ

105 およぐ なかの　ひろたか なかの　ひろたか 福音館書店 G

106 オリバーくん ロバート・クラウス Ｊ・アルエゴ　Ａ・デュウェイ はせがわ　しろう ほるぷ出版 Ｈ

107 おんなじ　おんなじ 多田　ヒロシ 多田　ヒロシ こぐま社 D

108 おんなのこってなあに？おとこのこってなあに？ ステファニー・ワックスマン ステファニー・ワックスマン 山本　直英 福音館書店 G

109 おんなのことあめ ミレナ・ルケショバー ヤン・クドゥラーチェク たけだ　ゆうこ ほるぷ出版 Ｈ
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110 かいじゅうたちのいるところ モーリス・センダック モーリス・センダック じんぐう　てるお 富山房 Ｂ

111 かおかお　どんなかお 柳原　良平 柳原　良平 こぐま社 D

112 科学でゲーム　ぜったいできる！ コブ・ダーリング コブ・ダーリング 木下　友子 さ・え・ら書房 G

113 輝きの季節 ターシャ・チューダー ターシャ・チューダー 食野　雅子 メディアファクトリー E

114 かくれんぽ　かくれんぽ 五味　太郎 五味　太郎 偕成社 Ｈ

115 かさじぞう 瀬田　貞二 赤羽　末吉 福音館書店 Ｃ

116 かさどろぼう シビル・ウェタシンヘ シビル・ウェタシンヘ いのくま　ようこ 福武書店 Ｂ

117 かじかびょうぶ 川崎　大治 太田　大八 童心社 Ｂ

118 かしこいビル ウィリアム・ニコルソン ウィリアム・ニコルソン 松岡享子・吉田新一 ペンギン社 Ｃ

119 かずのだんご 安野　光雅 安野　光雅 福音館書店 G

120 かずのほん まつい　のりこ 遠山　啓 福音館書店 G

121 風が吹くとき レイモンド・ブリッグズ レイモンド・ブリッグズ さくま　ゆみこ あすなろ書房 Ｈ

122 化石をみつけた少女 キャサリン・ブライトン キャサリン・ブライトン せな　あいこ 評論社 Ｂ

123 かぜはどこへいくの シャーロット・ゾロトウ ハワード・ノッツ 松岡　享子 偕成社 E

124 語りつぎたい　山口昔話 編著　和田　健 Ｂ

125 がたん　ごとん　がたん　ごとん 安西　水丸 安西　水丸 福音館書店 D

126 かちかちやま おざわ　としお 赤羽　末吉 福音館書店 Ｂ

127 かにむかし 木下　順二 清水　崑 岩波書店 Ｂ

128 かばくん 岸田　衿子 中谷　千代子 福音館書店 Ｃ

129 かぼちゃひこうせん　ぷっくらこ レンナート・ヘルシング スベン・オットー 奥田継夫・木村由利子 アリス館 Ｈ

130 かみさまからのおくりもの ひぐち　みちこ ひぐち　みちこ こぐま社 E

131 神様の階段 今森　光彦 写真　今森　光彦 偕成社 G

132 かみひこうき 小林　実 林　明子 福音館書店 G

133 かもさんおとおり ロバート・マックロスキー ロバート・マックロスキー 渡辺　茂男 福音館書店 Ｂ

134 からすたろう やしま　たろう やしま　たろう 偕成社 Ｂ

135 からすのせっけん むらやま　けいこ やまわき　ゆりこ 福音館書店 Ｃ

136 からすのパンやさん かこ　さとし かこ　さとし 偕成社 Ｂ

137 かれえだ（動物絵本シリーズ アフリカ） 吉田　遠志 吉田　遠志 福音館書店 G

138 ガンピーさんの　ふなあそび ジョン・バーニンガム ジョン・バーニンガム 光吉　夏弥 ほるぷ出版 Ｂ

139 きかいのなかみ 稲見　辰夫 勝又　進 福音館書店 G

140 きかんしゃやえもん 阿川　弘之 岡部　冬彦 岩波書店 Ｂ

141 きこえる　きこえる マーガレット・ワイズ・ブラウン レナード・ワイズガード よしがみ　きょうた 小峰書店 Ｂ

142 きこりとおおかみ（フランス民話） 山口　智子 堀内　誠一 福音館書店 Ｃ

143 キスなんてだいきらい トミー・ウンゲラー トミー・ウンゲラー 矢川　澄子 文化出版局 Ｈ

144 キツネがコッホン マーガレット・ワイズ・ブラウン ガース・ウィリアムズ 内海　まお 評論社 E

145 きつね三吉 佐藤　さとる 村上　勉 偕成社 E

146 きつね森の山男 馬場　のぼる 馬場　のぼる こぐま社 Ｂ

147 木のうた イエラ・マリ ほるぷ出版 E

148 木はいいなあ ジャニス・メイ・ユードリイ マーク・シーモント さいおんじ　さちこ 偕成社 E

149 キャベツくん 長　新太 長　新太 文研出版 Ｃ

150 ギャロップ！！（しかけ絵本） ルーファス・バトラー・セダー ルーファス・バトラー・セダー たに　ゆき 大日本絵画 D

151 きゅうきゅうばこ 山田　真 柳生　弦一郎 福音館書店 G

152 急行「北極号」 Ｃ・Ｖ・オールズバーグ Ｃ・Ｖ・オールズバーグ 村上　春樹 あすなろ書房 Ｃ

153 きゅうりさんあぶないよ スズキ　コージ スズキ　コージ 福音館書店 D

154 きゅっ　きゅっ　きゅっ 林　明子 林　明子 福音館書店 D

155 木をかこう ブルーノ・ムナーリ ブルーノ・ムナーリ 須賀　敦子 至光社 G

156 きんぎょがにげた 五味　太郎 五味　太郎 福音館書店 D

157 きんのたまごのほん マーガレット・ワイズ・ブラウン レナード・ワイズガード わたなべ　しげお 童話館出版 E

158 金の鳥（コーカサスのむかし話） 内田　莉莎子 シェイマ・ソイダン 福武書店 Ｂ

159 くずのはやまのきつね 大友　康夫 西村　繁男 福音館書店 Ｃ

160 くだもの 平山　和子 平山　和子 福音館書店 D

161 口を大きくあけて！ ローリー・ケラー ローリー・ケラー 木坂　涼 講談社 G

162 くつくつあるけ 林　明子 林　明子 福音館書店 D

163 くまたくんのおるすばん わたなべ　しげお おおとも　やすお あかね書房 Ｈ

164 くまのコールテンくん ドン・フリーマン ドン・フリーマン まつおか　きょうこ 偕成社 Ｂ
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165 くまのピーディーくん ドン・フリーマン ドン・フリーマン まつおか　きょうこ 偕成社 E

166 クマよ 星野　道夫 写真　星野　道夫 福音館書店 G

167 雲のてんらん会 いせ　ひでこ いせ　ひでこ 講談社 Ｂ

168 クリスマス人形のねがい ルーマー・ゴッデン バーバラ・クーニー 掛川　恭子 岩波書店 E

169 ぐりとぐら なかがわ　りえこ やまわき　ゆりこ 福音館書店 Ｃ

170 ぐりとぐらのかいすいよく なかがわ　りえこ やまわき　ゆりこ 福音館書店 Ｃ

171 ぐるんぱのようちえん 西内　みなみ 堀内　誠一 福音館書店 Ｃ

172 くろうまブランキー 伊東　三郎 堀内　誠一 福音館書店 E

173 くろねこかあさん 東　君平 東　君平 福音館書店 D

174 くわずにょうぼう 稲田　和子 赤羽　末吉 福音館書店 Ｃ

175 くんちゃんのはじめてのがっこう ドロシー・マリノ ドロシー・マリノ まさき　るりこ ペンギン社 Ｂ

176 ケマコｼネカムイ 藤村　久和 手島　圭三郎 語り　四宅　ヤエ ベネッセ Ｂ

177 げんきなマドレーヌ ルドウィッヒ・ベーメルマンス ルドウィッヒ・ベーメルマンス 瀬田　貞二 福音館書店 Ｃ

178 孝行手首 大島　妙子 大島　妙子 理論社 E

179 コーちゃんのポケット ドン・フリーマン ドン・フリーマン さいおんじ　さちこ ほるぷ出版 E

180 ゴールデン　カーテンの　うしろで イ・リー・スプリュート イ・リー・スプリュート 小澤　優子 みみずくぷれす G

181 こぐまちゃんおはよう わかやま　けん わかやま　けん こぐま社 D

182 こしぬけウィリー アンソニー・ブラウン アンソニー・ブラウン 久山　太市 評論社 Ｈ

183 こちょこちょこちょ うちだ　りんたろう ながの　ひでこ 童心社 D

184 ことばあそびうた 谷川　俊太郎 瀬川　康男 福音館書店 Ｂ

185 言葉図鑑 五味　太郎 五味　太郎 偕成社 G

186 こねこのぴっち ハンス・フィッシャー ハンス・フィッシャー 石井　桃子 岩波書店 Ｂ

187 こぶたかげこぶた 小野　かおる 小野　かおる 福音館書店 D

188 ころころころ 元永　定正 元永　定正 福音館書店 D

189 ごろはちだいみょうじん 中川　正文 梶山　俊夫 福音館書店 Ｃ

190 こんちゅう 三芳　悌吉 三芳　悌吉 指導　矢島　稔 福音館書店 D

191 さくらいろのハンカチ 海老名　香葉子 永田　萠 講談社 Ｈ

192 ざっくりぶうぶう　がたがたぶるる かんべ　じゅんきち エム・ナマエ 偕成社 Ｈ

193 雑草のくらし 甲斐　伸枝 甲斐　伸枝 福音館書店 G

194 さっちゃんのまほうのて 野辺明子・志沢小夜子 田畑　精一 偕成社 E

195 さよなら さんかく またきて しかく ウィリアム・ニコルソン 上野　紀子 童心社 D

196 サリーのこけももつみ ロバート・マックロスキー ロバート・マックロスキー 石井　桃子 岩波書店 Ｃ

197 さるとかに 神沢　利子 赤羽　末吉 銀河社 Ｂ

198 サンタクロースっているんでしょうか？ フランシス・Ｐ・チャーチ 東　逸子 中村　妙子 偕成社 E

199 サンタクロースってほんとにいるの？ てるおか　いつこ すぎうら　はんも 福音館書店 G

200 サンタクロースと小人たち マウリ・クンナス マウリ・クンナス いながき　みはる 偕成社 Ｈ

201 サンタさんからきたてがみ たんの　ゆきこ 垂石　眞子 福音館書店 Ｃ

202 サンタのなつやすみ レイモンド・ブリッグズ レイモンド・ブリッグズ さくま　ゆみこ あすなろ書房 Ｈ

203 さんねん峠（ちょうせんの昔話） 李　錦玉（リ・クムオギ）　 朴　民宣（パク・ミニ） 岩崎書店 Ｂ

204 三びきのこぶた（イギリスの昔話） 山田　三郎 瀬田　貞二 福音館書店 Ｃ

205 さんびきのちいさいどうぶつ マーガレット・ワイズ・ブラウン ガース・ウィリアムズ 乾　侑美子 ペンギン社 E

206 三びきのやぎのがらがらどん（北欧民話） マーシャ・ブラウン マーシャ・ブラウン 瀬田　貞二 福音館書店 Ｃ

207 ジオジオのかんむり 岸田　衿子 中谷　千代子 福音館書店 Ｃ

208 視覚ミステリー ウォルター・ウィック ウォルター・ウィック 林田　康一 あすなろ書房 G

209 しずくのぼうけん マリア・テルリコフスカ ボフダン・ブテンコ うちだ　りさこ 福音館書店 Ｃ

210 自然のかくし絵 矢島　稔 写真　矢島　稔 偕成社 G

211 しっぽのはたらき 川田　健 薮内　正幸 監　今泉　吉典 福音館書店 G

212 じぶんでひらく絵本 Ｈ・Ａ・レイ Ｈ・Ａ・レイ 石竹　光江 文化出版局 D

213 じめんのうえとじめんのした アーマ・E・ウェバー アーマ・E・ウェバー 藤枝　澪子 福音館書店 G

214 じゃあじゃあびりびり まつい　のりこ まつい　のりこ 偕成社 D

215 しゃっくり１かい　１びょうかん ヘイゼル・ハッチンス ケイディ・マクドナルド・デントン はいじま　かり 福音館書店 Ｈ

216 しゃぼんだまとあそぼう 杉山　弘之・輝行 写吉村則人　絵平野恵理子 福音館書店 G

217 しゅっぱつしんこう 山本　忠敬 山本　忠敬 福音館書店 D

218 白雪姫 グリム バーナデット ささき　たづこ 西村書籍 Ｂ

219 ジルベルトとかぜ マリー・ホール・エッツ マリー・ホール・エッツ 田辺　五十鈴 富山房 Ｂ
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220 しろいうさぎとくろいうさぎ ガース・ウィリアムズ ガース・ウィリアムズ まつおか　きょうこ 福音館書店 E

221 しろくまオント　サンタクロースにあいにいく アルカディオ・ロバト アルカディオ・ロバト 若林　ひとみ Ｈ

222 しろくまちゃんのほっとけーき わかやま　けん わかやま　けん こぐま社 D

223 スイミー レオ・レオニ レオ・レオニ 谷川　俊太郎 好学社 Ｃ

224 ずーっとずっとだいすきだよ ハンス・ウィルヘルム ハンス・ウィルヘルム 久山　太市 評論社 E

225 スーホの白い馬（モンゴル民話） 大塚　勇三 赤羽　末吉 福音館書店 Ｃ

226 ずかん・じどうしゃ 山本　忠敬 山本　忠敬 福音館書店 D

227 すてきな三にんぐみ トミー・アンゲラー トミー・アンゲラー いまえ　よしとも 偕成社 Ｃ

228 ずら～り　カエル 高岡　昌江 写真　松橋　利光 アリス館 G

229 せいめいのれきし バージニア・リー・バートン バージニア・リー・バートン いしい　ももこ 岩波書店 G

230 せかいいちうつくしいぼくの村 小林　豊 小林　豊 ポプラ社 E

231 せかいでいちばんすてきなないしょ クリフ・ライト クリフ・ライト おかだ　よしえ 学研 E

232 せかいでいちばんつよい国 デビッド・マッキー デビッド・マッキー なかがわ　ちひろ 光村教育図書 E

233 世界でいちばんやかましい音 ベンジャミン・エルキン 太田　大八 松岡　享子 こぐま社 E

234 世界のクワガタムシ 今森　光彦 写真　今森　光彦 アリス館 G

235 世界の子どもたち バベル　インターナショナル ほるぷ出版 G

236 せかいのひとびと ピーター・スピア ピーター・スピア 松川　真弓 評論社 G

237 ぜつぼうの濁点 原田　宗典 柚木　沙弥郎 教育画劇 E

238 セレスティーヌ ガブリエル・バンサン ガブリエル・バンサン もり　ひさし ＢＬ出版 E

239 セロひきのゴーシュ 宮沢　賢治 茂田井　武 福音館書店 Ｂ

240 せんたくかあちゃん さとう　わきこ さとう　わきこ 福音館書店 Ｃ

241 ぞうさん　 まど　みちお なかがわ　そうや 選　中川 李枝子 福音館書店 D

242 ぞうのババール ジャン・ド・ブリュノフ ジャン・ド・ブリュノフ 矢川　澄子 評論社 Ｃ

243 そっといいことおしえてあげる おの　りえん 垂石　眞子 福音館書店 Ｃ

244 そんなことって、ある？ 奥田　継夫 西村　繁男 サンリード Ｈ

245 だいくとおにろく 松居　直 赤羽　末吉 福音館書店 Ｃ

246 たいへんたいへん（イギリス昔話） 長　新太 渡辺　茂男 福音館書店 Ｃ

247 だから　こぶたちゃん きたやま　ようこ きたやま　ようこ 偕成社 D

248 だっこして にしまき　かやこ にしまき　かやこ こぐま社 D

249 たったひとつの えざき　みつる えざき　みつる あすなろ書房 E

250 タテゴトアアラシのおやこ 結城　モイラ 写真　福田　幸広 ポプラ社 G

251 たのしいふゆごもり 片山　令子 片山　健 福音館書店 Ｃ

252 たべられるしょくぶつ 森谷　憲 寺島　龍一 福音館書店 G

253 たまごのあかちゃん かんざわ　としこ やぎゅう　げんいちろう 福音館書店 D

254 だるまさんが かがくい　ひろし かがくい　ひろし ブロンズ新社 E

255 だるまさんと かがくい　ひろし かがくい　ひろし ブロンズ新社 E

256 だるまさんの かがくい　ひろし かがくい　ひろし ブロンズ新社 E

257 だるまちゃんとてんぐちゃん 加古　里子 加古　里子 福音館書店 Ｃ

258 だれのおうち？（ちいさなしかけえほん③） かどの　えいこ おおしま　たえこ あかね書房 D

259 たろうのおでかけ 村山　桂子 堀内　誠一 福音館書店 Ｃ

260 タンゲくん 片山　健 片山　健 福音館書店 Ｂ

261 ダンゴムシ 今森　光彦 写真　今森　光彦 アリス館 G

262 たんたん　ぼうや かんざわ　としこ やぎゅう　げんいちろう 福音館書店 D

263 タンタンのずぼん いわむら　かずお いわむら　かずお 偕成社 D

264 タンタンの冒険旅行　黒い島のひみつ エルジェ エルジェ 川口　恵子 福音館書店 Ｈ

265 たんぽぽ 平山　和子 平山　和子 監　北村　四郎 福音館書店 G

266 ちいさいおうち バージニア・リー・バートン バージニア・リー・バートン 石井　桃子 岩波書店 Ｂ

267 ちいさいケーブルカーのメーベル バージニア・リー・バートン バージニア・リー・バートン 桂宥子・石井桃子 ペンギン社 Ｂ

268 ちいさなあなたへ アリスン・マギー ピーター・レイノルズ なかがわ　ちひろ 主婦の友社 E

269 ちいさなうさこちゃん ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ 石井　桃子 福音館書店 D

270 ちいさなくれよん 篠塚　かをり 安井　淡 金の星社 Ｂ

271 ちいさなねこ 石井　桃子 横内　襄 福音館書店 Ｃ

272 ちいさな星の子と山ねこ にしまき　かやこ にしまき　かやこ こぐま社 E

273 ちいさな魔女からの手紙 角野　栄子 ２０人の画家 ポプラ社 Ｃ

274 ちいちゃな女の子のうた「わたしは生きてるさくらんぼ」 デルモア・シュワルツ バーバラ・クーニー しらいし　かずこ ほるぷ出版 E

文・写真　バーナバス・キンダスリー　アナベル・キンダスリー
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275 地球のまんなか ジョアンナ・コール ブルース・ディーギン 藤田　千枝 岩波書店 Ｈ

276 ちっちゃなほわほわかぞく マーガレット・ワイズ・ブラウン ガース・ウィリアムズ 谷川　俊太郎 童話館出版 E

277 ちのはなし 堀内　誠一 堀内　誠一 福音館書店 G

278 チムとゆうかんなせんちょうさん エドワード・アーディゾーニ エドワード・アーディゾーニ 瀬田　貞二 福音館書店 Ｂ

279 チャーリー・ブラウン　なぜなんだい？ チャールズ・Ｍ・シュルツ チャールズ・Ｍ・シュルツ 細谷　亮太 岩崎書店 Ｈ

280 ちゅ ふくだ　すぐる ふくだ　すぐる 岩崎書店 E

281 チューチューこいぬ 長　新太 長　新太 ＢＬ出版 D

282 月夜のみみずく ジェイン・ヨーレン ジョン・ショーエンヘール 工藤　直子 偕成社 Ｂ

283 っぽい ピーター・レイノルズ ピーター・レイノルズ なかがわ　ちひろ 主婦の友社 E

284 つるにょうぼう 矢川　澄子 赤羽　末吉 福音館書店 Ｂ

285 ティッチ パット・ハッチンス パット・ハッチンス 石井　桃子 福音館書店 Ｃ

286 てじなでだましっこ 佐伯　俊男 佐伯　俊男 福音館書店 G

287 てとゆび 堀内　誠一 堀内　誠一 福音館書店 G

288 てぶくろ（ウクライナ民話） エウゲーニー・Ｍ・ラチョフ うちだ　りさこ 福音館書店 Ｃ

289 てん ピーター・レイノルズ ピーター・レイノルズ 谷川　俊太郎 あすなろ書房 E

290 天使のかいかた なかがわ　ちひろ なかがわ　ちひろ 理論社 E

291 でんでんむしのかなしみ 新美　南吉 かみや　しん 大日本図書 E

292 てんりゅう しろた　のぼる きたじま　しんぺい 岩崎書店 Ｃ

293 どうぐ 加古　里子 加古　里子 福音館書店 G

294 どうながのプレッツェル マーグレット・レイ Ｈ・Ａ・レイ 渡辺　茂男 福音館書店 Ｂ

295 どうぶ 安野　光雅 安野　光雅 福音館書店 G

296 どうぶつえんガイド あべ　弘士 あべ　弘士 福音館書店 G

297 どうぶつのおかあさん 小森　厚 藪内　正幸 福音館書店 D

298 どうぶつのこどもたち 小森　厚 藪内　正幸 福音館書店 D

299 どうやってねるのかな やぶうち　まさゆき やぶうち　まさゆき 福音館書店 D

300 とけいのほん➀ まつい　のりこ まつい　のりこ 福音館書店 D

301 とけいのほん➁ まつい　のりこ まつい　のりこ 福音館書店 D

302 どこにいるかわかる？ ２０人の画家 ２０人の画家 松岡　享子 こぐま社 G

303 どこへいってた？ マーガレット・ワイズ・ブラウン バーバラ・クーニー うちだ　りさこ 童話館出版 E

304 とってもタヌキさん ふくだ　すぐる ふくだ　すぐる 岩崎書店 E

305 とっときのとっかえっこ サリー・ウィットマン カレン・ガンダーシーマー 谷川　俊太郎 童話館出版 E

306 とびきりすてきなクリスマス リー・キングマン バーバラ・クーニー 山内　玲子 岩波書店 E

307 とべ　かぶとむし 得田　之久 得田　之久 福音館書店 D

308 とらたとまるた なかがわ　りえこ なかがわ　そうや 福音館書店 D

309 とらのゆめ タイガー立石 タイガー立石 ビリケン出版 Ｈ

310 鳥の巣の本 鈴木　まもる 鈴木　まもる 岩崎書店 G

311 どろんこ　どろんこ！ わたなべ　しげお おおとも　やすお 福音館書店 D

312 どろんここぶた アーノルド・ローベル アーノルド・ローベル 岸田　衿子 文化出版局 Ｂ

313 どろんこハリー ジーン・ジオン マーガレット・ブロイ・グレアム 渡辺　茂男 福音館書店 Ｃ

314 トンちゃんってそういうネコ ＭＡＹＡ　ＭＡＸＸ ＭＡＹＡ　ＭＡＸＸ 角川書店 Ｈ

315 どんぐりのきになるおはなし 肥塚　雪子 肥塚　雪子 肥塚　雪子 Ｃ

316 とんとんとめてくださいな こいで　たん こいで　やすこ 福音館書店 D

317 夏の虫　夏の自然 奥本　大三郎 たかはし　きよし 福音館書店 G

318 なにしてる　なにしてる 多田　ヒロシ 多田　ヒロシ こぐま社 D

319 なにをたべてきたの？ 岸田　衿子 長野　博一 佼成出版社 Ｃ

320 なんでも見える鏡（ジプシーの昔話） フィツォフスキ スズキ　コージ 内田　莉莎子 福音館書店 Ｂ

321 日本恐竜図鑑 ヒサ　クニヒコ ヒサ　クニヒコ 岩崎書店 G

322 ニャーンといったのはだーれ ウラジミール・ステーエフ ウラジミール・ステーエフ さいごう　たけひこ 偕成社 Ｈ

323 にゃんにゃん せな　けいこ せな　けいこ 福音館書店 D

324 人間 加古　里子 加古　里子 福音館書店 G

325 にんじんケーキ ナニー・ホグローギアン ナニー・ホグローギアン 乾　侑美子 評論社 E

326 ねえ、どれが　いい？ ジョン・バーニンガム ジョン・バーニンガム まつかわ　まゆみ 評論社 Ｂ

327 ねえさんといもうと シャーロット・ゾロトウ マーサ・アレキサンダー やがわ　すみこ 福音館書店 E

328 ねずみくんのチョッキ なかえ　よしを 上野　紀子 ポプラ社 Ｂ

329 ねずみせんせいのしんさつじかん イングリット・オルデン イングリット・オルデン はせがわ　しろう ほるぷ出版 Ｈ
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330 ねずみ女房 Ｒ・ゴッデン Ｗ・Ｐ・デュボア 石井　桃子 福音館書店 Ｂ

331 ねずみのいもほり 山下　明生 岩村　和朗 ひさかたチャイルド Ｈ

332 ねないこだれだ せな　けいこ せな　けいこ 福音館書店 D

333 ねむりひめ グリム フェリクス・ホフマン 瀬田　貞二 福音館書店 Ｂ

334 のでのでので 五味　太郎 五味　太郎 福音館書店 Ｃ

335 野の草花 古矢　一穂 高森　登志夫 福音館書店 G

336 野の花　道ばたの草 萩原　信介 たかはし　きょうこ 福音館書店 G

337 灰かぶり グリム スペン・オットー 矢川　澄子 評論社 Ｂ

338 はけたよ　はけたよ かんざわ　としこ にしまき　かやこ 偕成社 Ｈ

339 はじめてのおきゃくさん 田中　秀幸 田中　秀幸 岩崎書店 Ｈ

340 はじめてのおつかい 筒井　頼子 林　明子 福音館書店 Ｃ

341 はじめてのキャンプ 林　明子 林　明子 福音館書店 Ｂ

342 はたらきもののじょせつしゃけいてぃー バージニア・リー・バートン バージニア・リー・バートン 石井　桃子 福音館書店 Ｂ

343 はっぱのフレディ レオ・バスカーリア レオ・バスカーリア みらい　なな 童話屋 E

344 花さき山 斎藤　隆介 滝平　二郎 岩崎書店 E

345 バナナです 川端　誠 川端　誠 文化出版局 D

346 はなのすきなうし マンロー・リーフ ロバート・ローソン 光吉　夏弥 岩波書店 Ｂ

347 はなをくんくん ルース・クラウス マーク・サイモント きじま　はじめ 福音館書店 Ｃ

348 はねとしっぽ ディヴィット・ケアディアン ナニー・ホグローギアン 乾　侑美子 童話館 G

349 ばばばあちゃんのおもちつき さとう　わきこ さとう　わきこ 福音館書店 G

350 ばばばあちゃんのやきいもたいかい さとう　わきこ さとう　わきこ 福音館書店 G

351 はははのはなし 加古　里子 加古　里子 福音館書店 G

352 バムとケロのさむいあさ 島田　ゆか 島田　ゆか 文溪堂 E

353 バムとケロのにちようび 島田　ゆか 島田　ゆか 文溪堂 E

354 はらっぱハウス 近藤　薫美子 近藤　薫美子 アリス館 G

355 はらぺこあおむし エリック・カール エリック・カール もり　ひさし 偕成社 Ｃ

356 番ねずみのヤカちゃん リチャード・ウィルバー 大社　玲子 松岡　享子 福音館書店 Ｂ

357 パンのかけらとちいさなあくま（リトアニア民話） 堀内　誠一 内田　莉莎子 福音館書店 Ｃ

358 ピーターのいす エズラ・ジャック・キーツ エズラ・ジャック・キーツ きじま　はじめ 偕成社 Ｃ

359 ピーターのくちぶえ エズラ・ジャック・キーツ エズラ・ジャック・キーツ きじま　はじめ 偕成社 Ｃ

360 ピーターのてがみ エズラ・ジャック・キーツ エズラ・ジャック・キーツ きじま　はじめ 偕成社 Ｃ

361 ピィピィなくのはさるだっけ？ メラニー・ウォルシュ メラニー・ウォルシュ なぎ　ともこ あすなろ書房 D

362 ピカどんたけやぶ はら　みちを はら　みちを 岩崎書店 Ｈ

363 ひだりとみぎ 安野　光雅 安野　光雅 福音館書店 G

364 ひとあし　ひとあし レオ・レオニ レオ・レオニ 谷川　俊太郎 好学社 Ｃ

365 ひとしずくの水 ウォルター・ウィック ウォルター・ウィック 林田　康一 あすなろ書房 G

366 ひとつたくさん 長野　博一 長野　博一 福音館書店 D

367 百まいのきもの エリノア・エスティーズ ルイス・スロボドキン 石井　桃子 岩波書店 E

368 びゅんびゅんごまがまわったら 宮川　ひろ 林　明子 童心社 Ｃ

369 ぴよ　ぴよ　ぴよ 平野　剛 平野　剛 福音館書店 D

370 ぴょーん まつおか　たつひで まつおか　たつひで ポプラ社 D

371 ひらがなのほん まつい　のりこ まつい　のりこ 福音館書店 G

372 ビロードうさぎ マージョリィ・ウィリアムズ ウィリアム・ニコルソン いしい　ももこ 童話館 E

373 ふうちゃんの詩（南京玉より） 金子　みすず 上野　紀子 解説　矢崎　節夫 ＪＵＬＡ出版局 Ｂ

374 ぷくちゃんのすてきなぱんつ ひろかわ　さえこ ひろかわ　さえこ アリス館 D

375 ふしぎな　たまご ディック・ブルーナ デイビッド・マッキー 石井　桃子 福音館書店 D

376 ふしぎなさーかす 安野　光雅 安野　光雅 福音館書店 G

377 ふしぎなたいこ 石井　桃子 清水　崑 岩波書店 Ｂ

378 ふしぎなたけのこ 松野　正子 瀬川　康男 福音館書店 Ｃ

379 ふね バイロン・バートン バイロン・バートン 金の星社 D

380 冬の虫　冬の自然 奥本　大三郎 たかはし　きよし 福音館書店 G

381 ふゆめがっしょうだん 長　新太 写真　冨成忠夫・茂木透 福音館書店 G

382 ブルーナの０歳からの本・おもちゃ ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ 指導　福沢　周亮 講談社 D

383 ブルーナの０歳からの本・たべもの ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ 指導　福沢　周亮 講談社 D

384 ふるやのもり 瀬田　貞二 田島　征三 福音館書店 Ｃ
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385 ブレーメンのおんがくたい グリム ハンス・フィッシャー 瀬田　貞二 福音館書店 Ｃ

386 フレデリック レオ・レオニ レオ・レオニ 谷川　俊太郎 好学社 Ｃ

387 ぶん　ぶん　ぶるるん バイロン・バートン バイロン・バートン てじま　ゆうすけ ほるぷ出版 D

388 ペニーさん マリー・ホール・エッツ マリー・ホール・エッツ 松岡　享子 徳間書店 E

389 ペレのあたらしいふく エルサ・ベスコフ エルサ・ベスコフ おのでら　ゆりこ 福音館書店 Ｃ

390 ヘレン、ようこそどうぶつえんへ マーガレット・ブロイ・グレアム マーガレット・ブロイ・グレアム ともの　ふゆひこ キッズメイト E

391 ぺろ　ぺろ　ぺろ 長　新太 長　新太 ＢＬ出版 D

392 ペンギンたちの夏 スーザン・ボナーズ スーザン・ボナーズ つぼい　いくみ 福音館書店 G

393 ぼうしのおうち エルサ・ベスコフ エルサ・ベスコフ ひしき　あきらこ 福音館書店 Ｃ

394 ぼく　おうちをつくるんだ！ わたなべ　しげお おおとも　やすお 福音館書店 D

395 ぼくにげちゃうよ マーガレット・ワイズ・ブラウン クレメント・ハード いわた　みみ ほるぷ出版 E

396 ぼくのおじさん アーノルド・ローベル アーノルド・ローベル 三木　卓 文化出版局 Ｂ

397 ぼくのコレクション 盛口　満 盛口　満 福音館書店 G

398 ぼくはあるいた　まっすぐ　まっすぐ マーガレット・ワイズ・ブラウン 林　明子 坪井　郁美 ペンギン社 E

399 ぼくはおおきなくまなんだ ヤーノシュ ヤーノシュ 楠田　枝里子 文化出版局 Ｈ

400 ぼくはくまのままでいたかったのに・・・ イエルク・シュタイナー イエルク・ミュラー おおしま　かおり ほるぷ出版 Ｈ

401 ぼくはめいたんてい　きえた犬のえ マージョリー・Ｗ・シャーマット マーク・シマント 光吉　夏弥 大日本図書 Ｂ

402 ぼくらの地図旅行 那須　正幹 西村　繁男 福音館書店 G

403 ぼちぼちいこか マイク・セイラー ロバート・グロスマン いまえ　よしとも 偕成社 E

404 ぽとんぽとんはなんのおと 神沢　利子 平山　英三 福音館書店 Ｃ

405 ほね 堀内　誠一 堀内　誠一 福音館書店 G

406 ほらいしころがおっこちたよ　ね、わすれようよ 田島　征三 田島　征三 偕成社 E

407 マーシャとくま（ロシア民話） Ｍ・ブラートフ Ｅ・ラチョフ うちだ　りさこ 福音館書店 Ｂ

408 まいごになったおにんきょう Ａ・アーディゾーニ Ｅ・アーディゾーニ 石井　桃子 岩波書店 E

409 まいにちまいにちたんじょうび 正高　もとこ 正高　もとこ 偕成社 Ｈ

410 マウス一家のむすめたちのさんぽ カーラ・カスキン カーラ・カスキン 星川　菜津代 童話館出版 Ｈ

411 魔女からの手紙 角野　栄子 ２０人の画家 ポプラ社 Ｃ

412 まっくろけ 川崎　洋 さとう　わきこ 福音館書店 D

413 まっくろけのまよなかネコよおはいり Ｊ・ワグナー Ｒ・ブルックス 大岡　信 岩波書店 Ｂ

414 まっててね シャーロット・ゾロトウ エリック・ブレグヴァド みらい　なな 童話屋 E

415 まなちゃんのいす 長野　ヒデ子 長野　ヒデ子 福音館書店 D

416 ママ、あててみて！ すえよし　あきこ はやし　あきこ 偕成社 Ｈ

417 まんいんでんしゃ わたなべ　しげお かとう　ちゃこ 福音館書店 Ｃ

418 満月をまって メアリー・リン・レイ バーバラ・クーニー 掛川　恭子 あすなろ書房 E

419 みえとコウノトリ 池田　啓 永田　萠 フレーベル館 Ｈ

420 ミッケ！クリスマス ジーン・マルゾーロ 写真　ウォルター・ウィック 糸井　重里 小学館 G

421 みなまた　海のこえ 石牟礼　道子 丸木　俊・位里 小峰書店 Ｈ

422 ミリーー天使にであった女の子のお話ー ヴィルヘルム・グリム モーリス・センダック 神宮　輝夫 ほるぷ出版 E

423 みるなのくら おざわ　としお 赤羽　末吉 福音館書店 Ｂ

424 みんなのかお とだ　きょうこ 写真　さとう　あきら 福音館書店 G

425 みんなのこもりうた トルード・アルベルチ なかたに　ちよこ いしい　ももこ 福音館書店 D

426 目であるく、かたちをきく、さわってみる。 マーシャ・ブラウン 写真　マーシャ・ブラウン 谷川　俊太郎 港の人 E

427 もぐらくんとはる ハナ・ドスコチロヴァー ズデネック/カテリーナ・ミレル　 木村　有子 偕成社 D

428 モグラの地中 今泉　吉晴 遠山　啓 フレーベル G

429 もこ　もこもこ 谷川　俊太郎 元永　定正 文研出版 Ｃ

430 もじもじさんのことば劇場　オノマトペの巻 西村　敏雄 西村　敏雄 偕成社 Ｈ

431 もじゃ　もじゃ せな　けいこ せな　けいこ 福音館書店 D

432 モチモチの木 斎藤　隆介 滝平　二郎 岩崎書店 Ｃ

433 ももたろう 松居　直 赤羽　末吉 福音館書店 Ｂ

434 もものうえのたむらまろ 降矢　なな 降矢　なな 福音館書店 Ｃ

435 もりたろうさんのじどうしゃ おおいし　まこと きただ　たくし ポプラ社 Ｈ

436 もりのかくれんぼう 末吉　暁子 林　明子 偕成社 Ｂ

437 もりのなか マリー・ホール・エッツ マリー・ホール・エッツ まさき　るりこ 福音館書店 Ｃ

438 もりのむしとのはらのむし 三芳　悌吉 中根　猛彦 福音館書店 Ｃ

439 やぎのしずかのたいへんなたいへんないちにち 田島　征三 田島　征三 偕成社 Ｂ
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440 やこうれっしゃ 西村　繁男 西村　繁男 福音館書店 Ｃ

441 やまなしもぎ 平野　直 太田　大八 福音館書店 Ｂ

442 山のクリスマス ルドウィヒ・ベーメルマンス ルドウィヒ・ベーメルマンス 光吉　夏弥 岩波書店 Ｂ

443 雪の写真家　ベントレー ジャクリーン・ブリッグズ・マーティン メアリー・アゼアリアン 千葉　茂樹 ＢＬ出版 Ｂ

444 ゆきのねこ ダイヤル・コー・カルサ ダイヤル・コー・カルサ あきの　しょういちろう 童話館出版 Ｃ

445 ゆきのひ エズラ・ジャック・キーツ エズラ・ジャック・キーツ きじま　はじめ 偕成社 Ｃ

446 ゆきのひのうさこちゃん ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ 石井　桃子 福音館書店 D

447 指で見る トーマス・ベリイマン 写真　トーマス・ベリイマン ビヤネール　多美子 偕成社 G

448 よあけ ユリー・ジュルヴィッツ ユリー・ジュルヴィッツ 瀬田　貞二 福音館書店 Ｂ

449 よこむいて　にこっ 高畠　純 高畠　純 絵本館 D

450 よもぎだんご さとう　わきこ さとう　わきこ 福音館書店 G

451 よわいかみ　つよいかみ かこ　さとし かこ　さとし 童心社 G

452 ライオンのよいいちにち あべ　弘士 あべ　弘士 佼成出版社 Ｂ

453 ラチとらいおん マレーク・ベロニカ マレーク・ベロニカ とくなが　やすもと 福音館書店 E

454 ラン　パン　パン（インド民話） マギー・ダフ ホセ・アルエゴ　アリアンヌ・ドウィ 山口　文生 評論社 Ｃ

455 りすのパナシ リダ・フォシェ フェードル・ロジャンコフスキー 石井　桃子 童話館出版 Ｂ

456 竜のはなし 宮沢　賢治 戸田　幸四郎 戸田デザイン E

457 りんごのき エドアルド・ペチシカ ヘレナ・ズマトリーコバー うちだ　りさこ 福音館書店 D

458 るすばんをしたオルリック デイビッド・マッキー デイビッド・マッキー はら　しょう アリス館 Ｃ

459 ルピナスさん バーバラ・クーニー バーバラ・クーニー かけがわ　やすこ ほるぷ出版 E

460 ルリユールおじさん いせ　ひでこ いせ　ひでこ 理論社 E

461 ろくべえまってろよ 灰谷　健次郎 長　新太 文研出版 E

462 ロバのシルベスターとまほうのこいし ウィリアム・スタイグ ウィリアム・スタイグ 瀬田　貞二 評論社 E

463 ロメオとジュリエット マリオ・ラモ マリオ・ラモ 原　光枝 平凡社 E

464 わすれられないおくりもの スーザン・バレー スーザン・バレー 小川　仁央 評論社 E

465 わたしとあそんで マリー・ホール・エッツ マリー・ホール・エッツ 与田　準一 福音館書店 Ｃ

466 わたしのワンピース 西巻　茅子 西巻　茅子 こぐま社 Ｂ

467 わんわん　わんわん 高畠　純 高畠　純 理論社 D


