
書籍名 文 絵 訳 出版社

251 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

252 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

253 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

254 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

255 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

256 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

257 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

258 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

259 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

260 ちゅ ふくだ　すぐる ふくだ　すぐる 岩崎書店

261 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

262 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

263 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

264 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

265 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

266 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

267 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

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

269 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

270 天使のかいかた なかがわ　ちひろ なかがわ　ちひろ 理論社

271 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

272 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

273 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

274 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

275 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

276 ルリユールおじさん いせ　ひでこ いせ　ひでこ 理論社

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

278 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

279 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

280 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

281 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

282 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

283 バムとケロのさむいあさ 島田　ゆか 島田　ゆか 文溪堂

284 バムとケロのにちようび 島田　ゆか 島田　ゆか 文溪堂

285 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
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286 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

287 木のうた イエラ・マリ ほるぷ出版

288 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

289 せかいいちうつくしいぼくの村 小林　豊 小林　豊 ポプラ社

290 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

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

292 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

293 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

294 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

295 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

296 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

297 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

298 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

299 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

300 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

301 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

302 花さき山 斎藤　隆介 滝平　二郎 岩崎書店

303 鬼の首引き 岩城　載枝 井上　洋介 福音館書店

304 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

305 １００万回生きたねこ 佐野　洋子 佐野　洋子 講談社

306 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

307 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

308 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

309 くろうまブランキー 伊東　三郎 堀内　誠一 福音館書店

310 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

311 おまえうまそうだな 宮西　達也 宮西　達也 ポプラ社

312 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

313 ぜつぼうの濁点 原田　宗典 柚木　沙弥郎 教育画劇

314 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

315 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

316 孝行手首 大島　妙子 大島　妙子 理論社

317 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

318 ろくべえまってろよ 灰谷　健次郎 長　新太 文研出版

319 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

320 きつね三吉 佐藤　さとる 村上　勉 偕成社

321 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
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322 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

323 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

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

325 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

326 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

327 竜のはなし 宮沢　賢治 戸田　幸四郎 戸田デザイン

328 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

329 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

330 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

331 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

332 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

333 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


