
アンディとらいおん 福音館 ギルガメシュ王さいごの旅 岩波書店 14ひきのかぼちゃ 童心社 シーザーのハにかんぱい ｱｽﾗﾝ書房
おかあさんの目 あかね書房 くるぞくるぞ 童心社 こんこんさまにさしあげそうろう ＰＨＰ 少年少女版日本妖怪図鑑 文化出版局
かいけつゾロリのドラゴンたいじ ポプラ社 しゅっぱつしんこう！ 福音館 しんせつなともだち 福音館 だれがいちばんはやいかな 絵本館
カロリーヌうみへいく ＢＬ出版 そらまめくんとめだかのこ 福音館 ちいちゃんのかげおくり あかね書房 ちびごりらのちびちび ほるぷ出版
ぎょうれつぎょうれつ 徳間書店 バムとケロのおかいもの 文渓堂 わたしほんがよめるの 福音館 トンでもない 評論社
ね、ぼくのともだちになって！ 偕成社 へびのクリクター 文化出版局 どうながのプレッツェル 福音館 おひさまはよるどこへいくの ほるぷ出版
ねずみくんのチョッキ ポプラ社 リサ、ニューヨークへいく ブロンズ新社 ふしぎなともだち 評論社 ヘンテコどうぶつ日記 理論社
ぶたぶたくんのおかいもの 福音館 りんごがドスーン 文研出版 ふしぎなナイフ 福音館 いろいろ　へんないろの　はじまり 冨山房
あいうえおばけだぞ 絵本館 あやちゃんのうまれたひ 福音館 いじめだよ！ ブロンズ新社 北緯３６度線 ポプラ社
かいけつゾロリのきょうふのやかた ポプラ社 いたずらうさぎチュローチュ 童心社 キング牧師の力づよいことば 国土社 オタマジャクシをそだてよう 評論社
サーカス 福音館 おおきなおおきなおいも 福音館 てではなそう　きらきら 小学館 おにぎり 福音館
さつまのおいも 童心社 ぞうくんのさんぽ 福音館 すてきな　あまやどり 徳間書店 かいぶつのおとしもの アリス館
注文の多い料理店 偕成社 たったひとりの戦い 徳間書店 スモウマン 講談社 きっとみんなよろこぶよ！ 評論社
ヘレンようこそどうぶつえんへ ｷｯｽﾞﾒｲﾄ ちからたろう ポプラ社 ちへいせんのみえるところ ビリケン出版 にぎりめしごろごろ 福音館
まりーちゃんとひつじ 岩波書店 ブルッキーのひつじ ＧＣプレス トリゴラス 文研出版 ママがちいさかったころはね・・・ フレーベル館
やねうら 評論社 ゆうたとさんぽする あかね書房 びんぼうこびと 福音館 わらむすめ ｾｰﾗｰ出版
１，２，３、どうぶつえんへ 偕成社 １４ひきのあきまつり 童心社 14ひきのこもりうた 童心社 おにはうち 童心社
ある朝ジン・ジャン・ボウはおったまげた 絵本館 おさむらいさんでござる 絵本館 ありがたいこってす！ 童話館 おふろやさん 福音館
いじわるブッチー 徳間書店 かようびのよる 徳間書店 いいこってどんなこ？ 冨山房 てがみをください 文研出版
おとうさん・パパ・おとうちゃん すずき出版 こんなことってあるかしら？ ｸﾚﾖﾝﾊｳｽ うごいちゃだめ！ ｱｽﾗﾝ書房 なんぎなたんけんたい 小学館
舌ながばあさん 小学館 たそがれはだれがつくるの 偕成社 うんぴ・うんにょ・うんち・うんこ ほるぷ出版 ねこのき ｸﾚﾖﾝﾊｳｽ
ぞうのババール 評論社 はがぬけたらどうするの？ フレーベル館 かぐやひめ 岩崎書店 ピエールとライオン 富山房
どんなにきみがすきだかあててごらん 評論社 まほうのたいこ 福音館 ちっちゃなねずみ～いえ くもん出版 ふしぎなたね 童話屋
へびくんのおさんぽ すずき出版 みずぼうそうだよヤンダヤンダ 偕成社 ねずみさんのながいパン こぐま社 三まいのおふだ くもん出版
１１ぴきのねこ 篠崎書林 10０まんびきのねこ 福音館 14ひきのせんたく 童心社 あいうえおうさま 理論社
かばんうりのガラゴ 岩波出版 ああ　いそがしい　いそがしい！ 評論社 いやだいやだのスピンキー ｾｰﾗｰ出版 あかたろうの１，２，３の４，５，６ 偕成社
くじらの歌ごえ 評論社 いっぽんばしわたる 絵本館 かさ 文研出版 ぐるんぱのようちえん 福音館
さよなら　エルマおばさん ポプラ社 うんがにおちたうし ポプラ社 ちいさなちいさな駅長さんの話 新日本出版社 ケンケンとびのけんちゃん あかね書房
どろぼうがっこう 童心社 そのつもり 講談社 でこちゃん ＰＨＰ ベッドのしたに　なにがいる？ 童話館出版
へびのせんせいとさるのかんごふさん 金の星社 空がレースにみえるとき ほるぷ出版 ないたあかおに 偕成社 こんにちワニ ＰＨＰ
ぼく、ムシになっちゃった 偕成社 やさしいおおかみ フレーベル館 ハガネの歯 ｾｰﾗｰ出版 ともだちや 偕成社
ますだくんのランドセル 徳間書店 ラブユーフォーエバー 岩崎書店 ゆきのひのゆうびんやさん 福音館 ほんとにほんとにほしいもの あかね書房
おおきな木 篠崎書林 アントニーなんか　やっつけちゃう 文化出版局 あしたのてんきははれ？くもり？あめ？ 福音館 14ひきのぴくにっく 童心社
おさるのジョージ　ゆめをみる 岩波書店 おとうさんだいすき 文研出版 アンナの赤いオーバー 評論社 かあさんになったあーちゃん 偕成社
火よう日のごちそうはひきがえる 評論社 さんねん峠 岩崎書店 からすたろう 偕成社 はなのあなのはなし 福音館
けんかのきもち ポプラ社 ジャリおじさん 福音館 きつねのホイティ 福音館 ふようどの　ふよこちゃん 理論社
こわくない　こわくない 童心社 ちいさなたまねぎさん 金の星社 じゅうにしものがたり ｸﾞﾗﾝまま社 マーヤのやさいばたけ 冨山房
たんぽぽ ちょっとまってて 評論社 バックルさんとめいけんグロリア 徳間書店 よあけ 福音館
ひとりぼっちの　さいしゅうれっしゃ 偕成社 トム・ティット・トット ほるぷ出版 ぼくのいぬがまいごです 徳間書店 ろくろっくび 童心社
もっちゃうもっちゃう　もうもっちゃう 徳間書店 ももの子たろう ポプラ社 るんぷんぷん 架空社 わたしのワンピース こぐま社
あな 福音館 おまたせしました２ 絵本館 いいね　いいね 講談社 うみべのハリー 福音館
おじいちゃんへのプレゼント 講談社 かぜをひいたおほしさま フレーベル館 オオカミと１０ぴきの子ブタ 評論社 おおきなかぶ 福音館
おさるはおさる 評論社 ごきげんなすてご 徳間書店 おしっこぼうや セーラー出版 おにたのぼうし ポプラ社
くまの子ウーフ～おかあさんおめでとう ポプラ社 ぞうのさんすう あすなろ書房 知らざあ言って聞かせやしょう ほるぷ出版 月光公園 ﾐｷﾊｳｽ
こぶたがずんずん あすなろ書房 つるにょうぼう 福音館 なんでしょ　なんでしょ アリス館 なみにきをつけてシャーリー ほるぷ出版
はらぺこあおむし 偕成社 とんがりぼうや あすなろ書房 ビュンビュンきしゃをぬく 岩波書店 にんじんさんがあかいわけ 童心社
まほうつかいのでし 福音館 ぼくのもらったすごいやつ 評論社 たまちゃんとボウルさん 文渓堂 うちのおじいちゃん 世界文化社
みんなのかお 福音館 まよなかのだいどころ 冨山房 めんどりヒルダ 新風舎 よかったねネッドくん 偕成社
1ねん1くみ1ばんワル ポプラ社 いえでだブヒブヒ 福音館 あらまっ！ 小学館 あっちへいってよ、かげぼうし 評論社
少年とこだぬき ポプラ社 おうしのアダムがおこりだす 金の星社 きょうの おべんとう なんだろな 福音館書店 オオカミだって あかね書房
しんくんとのんちゃん　かいぶつのおとしもの アリス館 おとうさんのえほん 絵本館 しゃっくりがいこつ セーラー出版 かえるのはなび 佼成出版社
戦火のなかの子どもたち 岩崎書店 おめでとうのいちねんせい 小学館 空からのてがみ アリス館 扉の国のチコ ポプラ社
バナナです 文化出版局 ぎょうざのひ 偕成社 ないた 金の星社 さるのオズワルド こぐま社
花ふぶき江戸のあだうち 文渓堂 ちいさなきかんしゃレッドごう あすなろ書房 なりました すずき出版 じてんしゃにのるひとまねこざる 岩波書店
もけら　もけら 福音館 なぞなぞライオン 理論社 はなび 教育画劇 ふゆめがっしょうだん 福音館
りんごがひとつ 岩崎書店 ペンギン博士 くもん出版 ひもってすごい！ 岩波書店 ラン　パン　パン 評論社
三びきのこぶた 福音館 あったらいいのにな 文化出版局 旅の絵本Ⅱ 福音館 あと１０ぷんでねるじかん 徳間書店
おじいちゃん ほるぷ出版 かたあしのひよこ ほるぷ出版 かにこちゃん くもん出版 エジプトのミイラ あすなろ書房
かにむかし 岩波書店 こぶたほいくえん 福音館 ぶんぶくマッサージチェア くもん出版 おとうさんはウルトラマン 学研
きつねのでんわボックス 金の星社 だいふくもち 福音館 カメレオンはいく くもん出版 スガンさんのヤギ 西村書店
しばいっこ あかね書房 たなばた 福音館 空とぶライオン 講談社 グリーンマントのピーマンマン 岩崎書店
にぐるまひいて ほるぷ出版 ぼくのロボット大旅行 福音館 ピッツァぼうや セーラー出版 てぶくろをかいに 偕成社
ねらってるねらってる ＢＬ出版 ぼくはまいごになったんだ あかね書房 ロッタちゃんとじてんしゃ 偕成社 どんどん　どんどん 文研出版
ぼくのともだち　おつきさま 講談社 むかでのいしゃむかえ 福音館 へんしんトイレ 金の星社 ぶたたぬききつねねこ こぐま社
うえきやのくまさん 福音館 いやいやえん 福音館 おんがくかいのよる ほるぷ出版 うきうきしたら 徳間書店
うそつきのつき 文渓堂 おさるのジョージ　チョコレートこうじょうへいく岩波出版 ぞうの長い鼻にはおどろきのわけがある くもん出版 きょうはこどもをたべてやる！ ほるぷ出版
ぐりとぐら 福音館 おべんとうを たべたのは だあれ ひさかたチャイルド いろいろごはん くもん出版 じいしのさくら山 白泉社
ジェインのもうふ 偕成社 かぞえてみよう 講談社 寿限無 ほるぷ出版 ちきゅうは みんなの いえ くもん出版
月夜のみみずく 偕成社 だいくしごとをようっと！ 偕成社 ラプンツェル ＢＬ出版 父は空 母は大地 パロル舎
トイレとっきゅう 福音館 たいせつなこと フレーベル館 おならうた 絵本館 はっぱのおうち 福音館
ぼくじゃないよジェイクだよ 国土社 ネコとクラリネットふき クレヨンハウス デッカイノがやってきた 架空社 花さかじい くもん出版
リサ、ひこうきにのる ブロンズ新社 歯がぬけた ＰＨＰ カニツンツン 福音館 へっこきよめさん くもん出版
いぬのマーサがしゃべったら フレーベル館 ニワトリが道にとびだしたら 岩波書店 おばあさんのすぷーん 福音館 10までかぞえられるこやぎ 福音館
いやだいやだのえほん(三冊） 福音館 たんじょうびの ふしぎな てがみ 偕成社 かかしのペーター 西村書店 きんぎょのかいすいよく フレーベル館
おまたせクッキー 偕成社 たすけて 童心社 ちょろりんととっけー 福音館 校長先生のあたま くもん出版
ガンピーさんのドライブ ほるぷ出版 リサのこわいゆめ ブロンズ新社 つりばしわたれ 岩崎書店 さよならさんかく こぐま社
ネコジャラシはらっぱのモグラより くもん出版 エミールくんがんばる 文化出版局 ながーいながーい手紙 偕成社 ねぇ、どれがいい？ 評論社
花いっぱいになあれ 大日本図書 ずっと　なかよし 文溪堂 なんやななちゃんなきべそしゅんちゃん 文研出版 ねぎぼうずのあさたろう1 福音館
はなをくんくん 評論社 ロボット犬　とっちー 文溪堂 ねこがいっぱい 福音館 真昼の夢 ほるぷ出版
わすれられないおくりもの 評論社 ぼくがほんとにほしいもの ポプラ社 ぼうし 福音館 まっくろネリノ 偕成社
あたしねむれないの 偕成社 きんぎょがにげた 福音館 スプーンおばさん　ちいさくなる 偕成社 オーロラの向こうに 教育出版
雨・あめ 評論社 こいぬがうまれるよ 福音館 ぼくのだいじな　あおいふね 偕成社 どうぶつはやくちあいうえお のら書店
がいこつさん 文化出版局 じごくのそうべえ 童心社 天とくっついた島 河出書房新社 どんぐりころころ 偕成社
こんにちは 福音館 だいくとおにろく 福音館 ぶんぶくちゃがま すずき出版 ねぎぼうずのあさたろう２ 福音館
どろんここぶた 文化出版局 ぶたにしましまあったっけ？ あすなろ書房 もりのともだち 冨山房 はれときどきぶた 岩崎書店
はしれ、きたかぜ号 童心社 ままですすきですすてきです 福音館 アリクイのアーサー のら書店 うちに　あかちゃんが　うまれるの ポプラ社
八方にらみねこ 講談社 めっきらもっきらどおんどおん 福音館 どうぶつえんのきまり フレーベル館 ぼくのやぎさん すずき出版
花さき山 岩崎書店 ろけっとこざる 岩波書店 おばけだぞぉー！ ほるぷ出版 もぐらとずぼん 福音館
おとなりさん ＢＬ出版 いろいろいろんな日 ＢＬ出版 ぼくがパジャマに着替えていると ＰＨＰ ゴッホの絵本　うずまきぐるぐる 小学館
きょうはソンミのうちでキムチをつけるひ！ ｾｰﾗｰ出版 おたまじゃくしの１０１ちゃん 偕成社 ボートにのって アリス館 ジャイアント・ジャム・サンド アリス館
こぶとりじい くもん出版 おばけがぞろぞろ 福音館 そんなとき　なんていう？ 岩波書店 バムとケロのそらのたび 文渓堂
こんたのおつかい 徳間書店 がたごとがたごと 童心社 １・２・３ クレヨンハウス びゅんびゅんごまがまわったら 童心社
三まいのおふだ くもん出版 きゅうりさんあぶないよ 福音館 クイールはもうどう犬になった ひさかたチャイルド ぼくのおかあさんはでぶだぞ 架空社
すてきなおうち フレーベル館 じゃむじゃむどんくまさん 至光社 おじいちゃんのはたけ 富山房 ぼくのおとうさんははげだぞ 架空社
どこ どこ どこ ひかりのくに はじめてのキャンプ 福音館 ハリィの山 ブロンズ新社 めがねうさぎ ポプラ社
トリフのクリスマス くもん出版 ポケットのないカンガルー 偕成社 あくび 文溪堂 ロッタちゃんのひっこし 偕成社
いただきまーす（３冊） 偕成社 アナグマのもちよりパーティー 評論社 オリビア あすなろ書房 いきてる 自由国民社
おばけのはなし1 あかね書房 いつもちこくのおとこのこ あかね書房 スース-とネルネル 偕成社 エドワルド ほるぷ出版
ててててて 偕成社 おばけのひっこし 福音館 よるくま 偕成社 おでんさむらい くもん出版
ピーターのいす 偕成社 おめでとう 福音館 さっちゃんの　まほうのて 偕成社 かにかにではれ くもん出版
ひとあしひとあし 好学社 がたごとごーごー 文化出版局 げんさんと１００がっぱ 佼成出版社 キャベツくんとブタヤマさん 文研出版
ふしぎなたけのこ 福音館 しろくまちゃんぱんかいに こぐま社 昆虫とあそぼう 戸田デザイン研究所 パンはころころ 冨山房
ぼくとおかあさん くもん出版 パパ、お月さまとって 偕成社 ふたり 冨山房 ぶたくんと１００ぴきのおおかみ すずき出版
ゆうちゃんのゆうは？ 童心社 ふくろうくん 文化出版局 おおきな　おとしもの ほるぷ出版 ぼうし ほるぷ出版
あひるのバーバちゃん 偕成社 いつでも会える 学研 あめ！ ポプラ社 おでかけのまえに 福音館
いちねんせい 小学館 おいていかないで 福音館 おつかい 福音館 かもさんおとおり 福音館
おはなしおはなし 文化出版局 おおかみと七ひきのこやぎ 福音館 おばあちゃんがいったのよ ＢＬ出版 ぎったんばっこん 文化出版局
おやすみなさいのほん 福音館 虔十公園林 偕成社 ごめんなさい 偕成社 くまさぶろう こぐま社
カレーライスはこわいぞ ポプラ社 ころころころ 福音館 世界のあいさつ 福音館 すいかのたね 福音館
ギルガメシュ王ものがたり 岩波書店 すてきな３にんぐみ 偕成社 手のなかのすずめ 一声社 てぶくろ 福音館
はじめはりんごのみがいっこ ポプラ社 はやくねてよ 岩崎書店 へんてこ　へんてこ 佼成出版社 ぽんぽん山の月 文研出版
りんごのき 福音館 ふしぎなたまご 福音館 ハンダのびっくりプレゼント 光村教育都書 まめうし ＰＨＰ
ウリボウなかよしだいかぞく ポプラ社 くまさんくまさんなにみてるの 偕成社 アレクサンダとぜんまいねずみ 好学社 あおくんときいろちゃん 至光社
おこちゃん 小学館 こぎつねコンとこだぬきポン 童心社 おなら 福音館 くまのコールテンくん 偕成社
おじさぁーん！ あかね書房 しずかなおはなし 福音館 おんぶおばけ 童心社 こぐまちゃんのうんてんしゅ こぐま社
サルビルサ 架空社 だってだってのおばあさん フレーベル館 しろいうさぎとくろいうさぎ 福音館 チロヌップのきつね 金の星社
のはらクラブのこどもたち 理論社 タンタンのぼうし 偕成社 ねこざかな フレーベル館 でんぐりでんぐり あかね書房
ハロウィンナー ｱｽﾗﾝ書房 のはらうさぎでございます 佼成出版社 ぼくにげちゃうよ ほるぷ出版 どろんこハリー 福音館
みにくいシュレック ｾｰﾗｰ出版 はじめてのおるすばん 岩崎書店 みんなうんち 福音館 のうさぎにげろ 新日本出版社
もしもこぶたにホットケーキをあげると 岩崎書店 マフィンおばさんのぱんや 福音館 ロージーのおさんぽ 偕成社 はなのすきなうし 岩波書店
こくはくします くもん出版 おれ、うさぎのラビィ 評論社 いもうとのにゅういん 福音館 おふろでちゃぷちゃぷ 童心社
だいじょうぶだいじょうぶ 講談社 かしこいビル ペンギン社 おさらをあらわなかったおじさん 岩波書店 かばくんのふね 福音館
もくようびはどこへいくの 主婦の友社 ぐうぐうぐう 偕成社 おっきょちゃんとかっぱ 福音館 きいろいほしからきたおじさん くもん出版
ホネホネたんけんたい アリス館 じゅげむ ｸﾚﾖﾝﾊｳｽ かたあしだちょうのエルフ ポプラ社 くれよんのはなし ほるぷ出版
いろいろじゃがいも くもん出版 のら犬ウィリー あすなろ書房 空とぶ船と世界一のばか 岩波出版 コロちゃんはどこ 評論社
としょかんライオン 岩崎書店 ぼくにきづいたひ 理論社 ちゃんと　たべなさい 小峰書店 さむがりやのサンタ 福音館
あけるな ブッキング わすれんぼ・ちびくん 小学館 まほうのマフラー ポプラ社 まいごになったぞう 偕成社
ぶす 講談社 わにのバンポ ポプラ社 ヤマネコさつじん事件 金の星社 ミイラくんあそぼうよ ＰＨＰ
ガンピーさんのふなあそび ほるぷ出版 青い馬の少年 ｱｽﾗﾝ書房 あのときすきになったよ 教育画劇 うみをみに ポプラ社
ギルガメシュ王のたたかい 岩波書店 エンソくんきしゃにのる 福音館 いたずらかいじゅうはどこ？ 偕成社 おきにいり ひさかたチャイルド
さあちゃんのぶどう くもん出版 おっぱいのひみつ 福音館 きょだいな　きょだいな 福音館 オルソンさんのパイ工場 偕成社
しずくのぼうけん 福音館 おばけのバーバパパ 偕成社 こまったさんのラーメン あかね書房 ないしょのゆきだるま あかね書房
のびのびの～ん アリス館 ちゅ 岩崎書店 とん　ことり 福音館 ねぎぼうずのあさたろう・その３ 福音館
ふしぎなえ 福音館 ブータン こぐま社 はけたよはけたよ 偕成社 ポケット詩集 童話屋
ゆかいなさんぽ 福音館 へそもち 福音館 まつげ海のひこうせん 偕成社 ほんとに本はやくにたつ ｾｰﾗｰ出版
ラチとらいおん 福音館 モンティー 評論社 やまんばのにしき ポプラ社 もものすけのおさんぽ 小学館
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うちがいっけんあったとさ 岩波書店 あたらしいぼく 童話屋 おだんごころころ ポプラ社 あめふり 福音館
かいじゅうたちのいるところ 冨山房 王さまくじらのズボン 理論社 おとこのこなんてだいきらいだってね・・・フレーベル館 おしいれのぼうけん 童心社
コブタをかぞえてＩからＭＭ ＢＬ出版 おはなのすきなトラリーヌ 偕成社 おんなのこなんてだいきらいだってね・・ フレーベル館 きつねとねずみ 福音館
たこのぼうやがついてきた 小峰書店 こども 徳間書店 ごきげんならいおん 福音館 くもくん ポプラ社
つきよのばんのさよなら 福音館 とりどりのとり ｸﾚﾖﾝﾊｳｽ 三びきのくま 福音館 子うさぎましろのお話 ポプラ社
ねんねだよ、ちびかいじゅう 平凡社 ながいいぬのかいかた ポプラ社 バムとケロのにちようび 文渓堂 ぬぬぬぬぬ 偕成社
マドレンカ ＢＬ出版 ねずみのすもう すずき出版 ベーコンわすれちゃだめよ 偕成社 プーあそびをはつめいする 岩波書店
もりのピアノ ひさかたチャイルド ほしとたんぽぽ JULA へんしーん 偕成社 ふるやのもり 福音館
ジルベルトとかぜ 富山房 からすのぱんやさん 偕成社 木はいいなあ 偕成社 ありとすいか ポプラ社
テーブルのした 徳間書店 さんぽのしるし 福音館 くろいマントのおじさん 福音館 いたずらこねこ 福音館
なめとこ山の熊 偕成社 スイミー 光学社 どうなってるのこうなってるの 金の星社 いっすんぼうし くもん出版
ハのハの小天狗 ほるぷ出版 ずっとずっとだいすきだよ 評論社 にじいろのさかな 講談社 えんまさまのしっぱい くもん出版
ほしのたびびと ひさかたチャイルド とりかえっこ ポプラ社 もりのなか 福音館 おおきな おとしもの ほるぷ出版
ホロンのうたのかい 偕成社 はるかぜのたいこ 金の星社 ゆきのかえりみち 岩崎書店 このよでいちばん大きな男の子 少年写真新聞社
もしもねずみにクッキーをあげると 岩崎書店 やいトカゲ あかね書房 ゆめ 偕成社 たぐぼーとの いちにち 福音館
もりのおべんとうやさん 偕成社 ルラルさんのバイオリン ほるぷ出版 わたしたちのトビアス 偕成社 ぼくネコになる 小峰書店
エマおばあちゃん 徳間書店 かいじんハテナ 小学館 1000の風1000のチェロ 偕成社 いろいろないちにち 文化出版局
おにいちゃんだから 文研出版 化石はおしえてくれる リブリオ出版 あかんべノンタン 偕成社 おやつがほーいどっさりほい 新日本出版社
じがかけなかったライオンのおうさま フレーベル館 とべ、かえる、とべ！ 評論社 おこりんぼママ 小学館 かえりみち 童心社
くつがあったらなにをする？ 福音館 ピエロくん あかね書房 がちょうのペチューニア 冨山房 きょうはみんなでくまがりだ 評論社
ぼくねむれないよ！ 朔北社 星の使者 徳間書店 かみひこうき 福音館 三びきのやぎのがらがらどん 福音館
ぼくのおじさん 文化出版局 まっててね 童話屋 くまの子ウーフ～さかなにはなぜしたがない ポプラ社 どうすればいいのかな？ 福音館
マークのずかん すずき出版 もしもし… 偕成社 さんまのさんすう 理論社 ろくべえまってろよ 文研出版
わらっちゃだめジョー 西村書店 ゆき あすなろ書房 はじめは「や！」 すずき出版 わたしゃほんとにうんがいい すずき出版
くも あかね書房 ウラパン・オコサ 童心社 おかえし 福音館 おじいさんならできる 福音館
いいから　いいから 絵本館 おならばんざい ポプラ社 からからからが・・・ 文研出版 ガスパールびょういんへいく ブロンズ新社
てんぐのはうちわ 教育画劇 おねえちゃんったらもう！ 偕成社 こだぬきタベタ 岩崎書店 化石をみつけた少女 評論社
おいたてられた２匹のカエル 戸田デザイン研究所 蜘蛛の糸 偕成社 だるまちゃんとてんぐちゃん 福音館 ちょうだい！ 篠崎書林
ぞうのボタン 富山房 さよならママただいまママ あすなろ書房 ちょっといれて 偕成社 ちょんまげとのさま すずき出版
ちびくじらのぼうけん ポプラ社 なんでもぴたりあたりやプンダ ｸﾚﾖﾝﾊｳｽ トイレいけるかな ひさかたチャイルド 壷の中 童話屋
アナシンと６ぴきのむすこ ほるぷ出版 はるまでまってごらん ほるぷ出版 とうさんまいご 偕成社 なんでもしゅうりいたします 偕成社
グリーンマン ほるぷ出版 ひつじいたらいいな 小学館 ひとまねこざる 岩波書店 はだかの王さま ﾐｷﾊｳｽ
一休さん あかね書房 王さまのやくそく 絵本館 10０万回生きたねこ 講談社 おおきいトンとちいさいポン 偕成社
おーきくなったら ポプラ社 ころころパンケーキ 偕成社 14ひきのおつきみ 童心社 げんきなマドレーヌ 福音館
くろねこかあさん 福音館 さかなはさかな 好学社 きゅっきゅっきゅっ 福音館 ジャックと豆のつる ﾐｷﾊｳｽ
しーっ！ぼうやがおひるねしているの 偕成社 水仙月の四日 ﾐｷﾊｳｽ そらいろのたね 福音館 しろくまちゃんのほっとけーき こぐま社
どのくらいおおきいかっていうとね 偕成社 せかいいちうつくしいぼくの村 ポプラ社 ちいさいおうち 岩波書店 半日村 岩崎書店
にゅーっ　するするする 福音館 ちいさなヒッポ 偕成社 ティッチ 福音館 ぼくとおとうさん くもん出版
ハリーのセーター 福音館 バムとケロのさむいあさ 文渓堂 とこちゃんはどこ 福音館 みどりいろのたね 福音館
はるにれ 福音館 ほっぺっぺえほん（3冊） 童心社 ふんふんなんだかいいにおい こぐま社 もりのおべんとうやさん 偕成社
いたずらコヨーテキュウ ＢＬ出版 あかいでんしゃ　きいろいなのはな 新風社 七わのからす 冨山房 すきです　ゴリラ あかね書房
おばあさんのひこうき 小峰書店 あしたうちにねこがくるの 講談社 いろいろZOO ＰＨＰ どうぶつかけちゃうよ 偕成社
おへそまる ビリケン出版 あついあついひ 佼成出版社 うんちがぽとん アリス館 あそぼうよ 偕成社
１４ひきのとんぼいけ 童心社 くまのがっこう ブロンズ新社 おこりじぞう 金の星社 きのこはともだち 偕成社
ちゃっくりがきぃふ 福音館 シナの五にんきょうだい 瑞雲舎 ぐりとぐらとくるりくら 福音館 まめをそだてよう！ 偕成社
なにを　たべてきたの？ 佼成出版社 せかいのひとびと 評論社 くんちゃんあきらめないもん 偕成社 あるけ　あるけ こぐま社
にゃーご すずき出版 パパ-ッ！ ポプラ社 コッコさんのかかし 福音館 そらのいろ　みずいろ 小峰書店
はっぱのフレディ 童話屋 ルピナスさん ほるぷ出版 みずうみにきえた村 ほるぷ出版 アイヌとキツネ 小峰書店
アンガスとあひる 福音館 あめあめ　あれれ 童心社 うさぎのみみはなぜながい 福音館 赤ずきん 岩波書店
おおきくなるっていうことは 童心社 おっと合点承知之助 ほるぷ出版 うたがみえるきこえるよ 偕成社 おおはくちょうのそら リブリオ出版
おじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃBL出版 オレ・ダレ 講談社 おばけのどろんどろんとぴかぴかおばけ ポプラ社 おひさまあはは こぐま社
かっぱ　かぞえうた 福音館 つみきつんで　もっとつんで 徳間書店 かぜはどこへいくの？ 偕成社 きつねのテスト ビリケン出版
天才えりちゃん金魚を食べた 岩崎書店 ヌードル 岩波書店 きみにあえてよかった 評論社 くっきーだあいすき 金の星社
ドアがあいて ほるぷ出版 はたらきもののじょせつしゃけいてぃー福音館書店 グレイリング ｾｰﾗｰ出版 はらっぱ 童心社
ビリーはもうすぐ１ねんせい 岩波書店 パパにはともだちがたくさんいた すえもりブックス シマウマだけどウサギ くもん出版 プーのゾゾがり 岩波書店
ふくろうのそめものや 童心社 やまのやまびこ 偕成社 ぶたのたね 絵本館 りんごの花 新日本出版社
おだんごぱん 福音館 １００ぴきのいぬ　１００のなまえ フレーベル館 あいうえおの本 福音館 １４ひきのさむいふゆ 童心社
蚊のフレデリック 岩波書店 いろはにほへと ＢＬ出版 いぬ　おことわり 偕成社 アンジュール ＢＬ出版
くも 文化出版局 きみの町に星をみているねこはいないかい？架空社 うんちしたのだれよ 偕成社 いぬがかいた～い！ 評論社
ことばあそびうた 福音館 すなのおしろ 偕成社 きかんしゃえもん 岩波書店 お月さまってどんなあじ？ ｾｰﾗｰ出版
セルコ 福音館 ぞうの金メダル 偕成社 くいしんぼうシマウマ 西村書店 かんがえるカエルくん 福音館
たこのななちゃん 徳間書店 月夜の誕生日 金の星社 だるまちゃんとかみなりちゃん 福音館 そこなしもりのまんなかで 理論社
ただいまお仕事中 福音館 もじと絵 アートン ひろしまのピカ 小峰書店 へんてこ島うた パロル社
たまごにいちゃん すずき出版 ラーメンのかわ 講談社 みけねこキャラコ 偕成社 りんごのきにこぶたがなったら 評論社
あしのうらのはなし 福音館 みにくいむすめ 岩崎書店 あたまにつまった石ころが 光村教育図書 おさんぽぽいぽい 福音館
アルバートのアルファベット ＢＬ出版 すっぽんぽんのすけ すずき出版 きつねのかみさま ポプラ社 かっぱのてがみ 教育画劇
おかあさんだいすき 岩波書店 あるのかな すずき出版 チリとチリリ アリス館 ゴリラと赤いぼうし 福音館
おしゃべりなたまごやき 福音館 レイチェルのばら 西村書店 なつはうみ 偕成社 すきまのじかん ひのくま出版
かばくん 福音館 わたしのバーニーいつもいっしょ のら書店 にまい舌のやまんば 新生出版 スージーをさがして 福音館
くまたくんのおるすばん あかね書房 せかいはいったいだれのもの 評論社 ぼくのおじいちゃんのかお 福音館 バースデーケーキができたよ！ ひさかたチャイルド

だるまちゃんととらのこちゃん 福音館 あぶないよ！ ブロンズ新社 ミッケ！ 小学館 名馬キャリコ 岩波書店
やればできるよランドルフ 国土社 いしころ 文研出版 ゆっくり　ハリー 評論社 ゆめをにるなべ 教育画劇
いたずらきかんしゃちゅうちゅう 福音館 アイウエ王とカキクケ公 童心社 かくしたのだあれ 文化出版局 あくたれラルフ 偕成社
島ひきおに 偕成社 おおきなキャベツ 金の星社 しっぽ５まんえん ポプラ社 きりのなかのはりねずみ 福音館
せかいいちどじなぶたのフランブルさん ＢＬ出版 くらやみのかみさま 新日本出版社 どんぐりと山猫 偕成社 セロひきのゴーシュ 福音館
たまごのあかちゃん 福音館 ぞうのみずあそび 絵本館 パラダイス あかね書房 たべられるしょくぶつ 福音館
とんだとんだ すずき出版 トゥース・フェアリー ＢＬ出版 ボロ ポプラ社 ばけたらふうせん 講談社
とんとんとめてくださいな 福音館 どこへいったの、ブルーカンガルー？評論社 ミルクくるみ ＰＨＰ はなをほじほじ 偕成社
ねこのジンジャー 偕成社 バルボンさんのおでかけ アリス館 ゆっくりのおはなし あかね書房 ピッキーとポッキー 福音館
妖怪絵巻 童心社 ひな 童心社 リサのあかいくつ ｾｰﾗｰ出版 ぼくはおこった 評論社
ああ、たいくつだ！ 評論社 あかいふうせん ほるぷ出版 おならはえらい 童心社 いのちのまつり サンマーク出版
おおきくなったらね 偕成社 おやすみなさいコッコさん 福音館 かいじゅうたちのいるところ 冨山房 さるかにかっせん くもん出版
ガラスめだまときんのつののヤギ 福音館 せかいにパーレただひとり 偕成社 きいろいばけつ あかね書房 ３だいの機関車 ポプラ社
くじらだ！ 岩崎書店 せとうちたいこさんえんそくいきタイ 童心社 せんたくかあちゃん 福音館 にわとりママと はじめてのたまご 講談社
むぎばたけ 福音館 そらをとんだけいこのあやとり 福音館 タンゲくん 福音館 ねずみのすもう くもん出版
だっこしていいこいいこ 評論社 ちいさなもみのき 福音館 ぽとんぽとんはなんのおと 福音館 はじまり はじまり ブロンズ新社
どうしてかなしいの？ ポプラ社 ちょっとまって 福音館 やさい 福音館 はらぺこライオン アートン
ぶんぶんぶるるん ほるぷ出版 もりでいちばんつよいのは？ 評論社 わにさんどきっはいしゃさんどきっ 偕成社 ゆうかんなちびのお針子 セーラー出版
あたしもびょうきになりたいな 偕成社 おふろだいすき 福音館 あかてぬぐいのおくさんと７人のなかま 福音館 14ひきのあさごはん 童心社
おとうさんとさんぽ 教育画劇 こまったさんのスパゲティ あかね書房 いちにちにへんとおるバス ひかりのくに あさえとちいさいいもうと 福音館
おふろかいじゅうカルルス 講談社 たんじょうびのごちそう 偕成社 おじさんのかさ 講談社 キャベツくん 文研出版
おやすみなさいフランシス 福音館 ぶうたんとかがみのぶうたん ＰＨＰ ごんぎつね 偕成社 しょうぼうじどうしゃじぷた 福音館
くだもの 福音館 ふたりはいつも 文化出版局 しっぽのはたらき 福音館 どうぞのいす ひさかたチャイルド

これならおとくいジェラルディン リブリオ まあちゃんのながいかみ 福音館 そしたらそしたら 福音館 カバ！じゃない、サイ！ ほるぷ出版
なにをかこうかな 文化出版局 もこもこもこ 文研出版 となりのせきのますだくん ポプラ社 ぼちぼちいこか 偕成社
ようこそトンボの国へ 佼成出版社 ゆめくい小人 偕成社 マニマニのおやすみやさん 偕成社 ゆうたはともだち あかね書房
あんぱんまんとばいきんまん フレーベル館 あなたの生まれるまで 小学館 いたいいたいはとんでいけ 偕成社
イエペはぼうしがだいすき 文化出版局 おばあちゃん　すごい！ 童心社 きょうはなんてうんがいいんだろう すずき出版
いちご 福音館 きちんと 偕成社 くろずみ小太郎旅日記１ ｸﾚﾖﾝﾊｳｽ
きかんぼ 文研出版 どかんねこ ポプラ社 はちうえはぼくにまかせて ペンギン社
ジェラルディンのきょうからおねえちゃん 国土社 ともだちがほしかったこいぬ マガジンハウス はははのはなし 福音館
そらまめくんのベッド 福音館 ヘイスタック ＢＬ出版 へんなどうぶつみつけたよ 絵本館
ふきまんぶく 偕成社 ペーテルおじさん フェリシモ出版 むったんの海 くもん出版
ぼくからみると 福音館 もしもぼくのせいがのびたら こぐま社 ゆくえふめいのミルクやさん 童話館
あさごはんたべたのだれ？ 小学館 アベコベさん 文化出版局 くろずみ小太郎旅日記２ ｸﾚﾖﾝﾊｳｽ
おたんじょうびおめでとう！ 偕成社 おおかみのこがはしってきて パロル社 こねこのぴっち 岩波書店
ね、ぼくのともだちになって！ 偕成社 かあさん、わたしのことすき？ 偕成社 そうべえごくらくへいく 童心社
ペレのあたらしいふく 福音館 カラス 戸田デザイン研究所 つきよのくじら すずき出版
マスラン･パンパンこいをする のら書店 せかいちず絵本 戸田デザイン研究所 ふたりはふたご くもん出版
ヤマアラシのトゲル パロル社 八郎 福音館 マッコウの歌 小学館
ゆかいなおとなり ひさかたチャイルド ぼくがすきで、ママがきらいなのは… 文化出版局 モチモチの木 岩崎書店
ブレーメンのおんがくたい ﾐｷﾊｳｽ ライオンのよいいちにち 佼成出版社 ゆびくん 岩崎書店
あらしのよるに 講談社 もじもじぴったり 佼成出版社 おきゃくさんだーれ 金の星社
あるはれたひに 講談社 あらしのよるに 講談社 きかんしゃトーマス ポプラ社
くものきれまに 講談社 しりとりのだいすきな　おうさま すずき出版 くろずみ小太郎旅日記３ ｸﾚﾖﾝﾊｳｽ
きりのなかで 講談社 あわてんぼうのめんどり フレーベル館 でてこいごんた くもん出版
どしゃぶりのひに 講談社 ぜったい　たべないからね フレーベル館 にんぎょうしばい 偕成社
ふぶきのあした 講談社 チューリップのにわ ポプラ社 プーのほっきょくたんけん 岩波書店
ザザのちいさいおとうと 偕成社 たいようとつきは なぜ そらにあるの？ ほるぷ出版 ゆずちゃん ポプラ社
絵で見る日本の歴史 福音館 あっちゃん　あがつく リーブル わらのうし 福音館
あーんあんのえほん（4冊） 福音館 おじいちゃん　わすれないよ 金の星社 くろずみ小太郎旅日記４ ｸﾚﾖﾝﾊｳｽ
王さまのアイスクリーム 大日本図書 きみなんか　だいきらいさ 冨山房 くまさんくまさん 福音館
こんとあき 福音館 金魚とネコとラインと 愛育社 ここは冬の北極 ｱｽﾗﾝ書房
ながいながいカメのたび フレーベル館 さるのせんせいとへびのかんごふさん ビリケン出版 視覚ミステリー あすなろ書房
ぼくはあるいたまっすぐまっすぐ ペンギン社 たまちゃんのすてきなかさ 偕成社 なくななんぎなたんけんたい 小学館
ルラルさんのにわ ほるぷ出版 月のみはりばん 偕成社 ハロウイーンのおばけ屋敷 ｾｰﾗｰ出版
わたし 福音館 春の日や庭に雀の砂あひて 偕成社 ポモさんといたずらネコ 理論社
わたしとあそんで 福音館 もりのかくれんぼう 偕成社 よーい、どん 童心社
１２の月たち ﾐｷﾊｳｽ 3びきのかわいいオオカミ 冨山房 あらしの日 ほるぷ出版
いたずらララちゃん ポプラ社 いつかはきっと ほるぷ出版 おー、うんこ 架空社
おばけのひっこし 福音館 うみキリン 金の星社 おおかみのでんわ 金の星社
クレリア ｾｰﾗｰ出版 サーカスのライオン ポプラ社 こぶたいたらいいな 小学館
ダヤン、シームはどこ？ ほるぷ出版 スーホの白い馬 福音館 だんごむしそらをとぶ 小学館
ちずのえほん フレーベル館 せとうちたいこさんデパートいきタイ 童心社 ちんちんでんしゃがはしるまち ＰＨＰ
どうぶつはいくあそび のら書店 へっぷりむすこ 童心社 ぼうさまになったからす 偕成社
ねんころりん ほるぷ出版 もりのゆうびんきょく 偕成社 指文字あそびあ・い・う・え・お あすなろ書房
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おにぎり文庫全1048冊を
ご紹介します！
　とっても細かい字でごめんなさい！おにぎり
文庫全1048冊をご紹介します。こうしてならべ
てみると本当にたくさんの本だとわかるでしょ
う？ぜんぶ読んだら絵本博士になれますね！
　教室では学習日に１冊、必ず「おにぎり文庫」
をよんでみましょう。「心のごはん」をいっぱい
食べて大きくなってくださいね。

保護者の皆様へ
「おにぎり文庫」は子どもたちが楽しく本に親し
めるようにと、有志が集まって1048冊の本を購
入し、８冊のグループにして巡回しています。
「大人が読んでほしい本」を読ませるというより
も「思わず子どもたちが手に取りたくなるような
本」「子どもに人気のある本」を中心に様々な
ジャンルから選択しています。おうちではお子
様が教室から帰られたら、「おにぎり文庫はど
んな本を読んだ？」と声をかけ、たくさん読め
たらほめてあげてください。よろしくお願いしま
す。


