
ＮＯ 書名 著者名 発行所名 発行年

1 もうちょっと　もうちょっと
文　きむら　ゆういち
絵　高畠　純

福音館書店 2018

2 ほしをさがしに しもかわら　ゆみ 講談社 2018

3 かぞえてみよう ディック・ブルーナ 福音館書店 2018

4 大根はエライ 文・絵　久住昌之　 福音館書店 2018

5 おでかけ版　たまごのえほん いしかわ　こうじ 童心社 2018

6 うみまだかな うちむら　たかし クレヨンハウス 2018

7 おしりのあな　うみへいく
さく　工藤　光子
え　横山　拓彦

岩崎書店 2018

8 ねこはまいにちいそがしい
作・絵　ジョー・ウィリアム
ソン　訳　いちだ　いづみ

徳間書店 2018

9 いっぺん　やってみたかってん はっとり　ひろき 講談社 2018

10 さとやまさん
文　工藤直子
写真　今森光彦

アリス館 2018

11 バナナおいしくなーれ さく　矢野アケミ 大日本図書 2018

12 だるまちゃんとかまどんちゃん さく・え　加古里子 福音館書店 2018

13 ぼくぱぐ かなざわ　まゆこ 出版ワークス 2018

14 いいから　いいから　⑤ 長谷川　義史 えほん館 2018

15 ぐるりん　ラグりん 新井　洋行 大日本図書 2018

16 もったいないばあさんの おいしいあいうえお 真珠　まりこ 講談社 2018

17 きょうちゃん えとぶん　もくもくちゃん 角川書店 2018

18 ぼーる　ぽん 作・絵　しばはら・ち すずき出版 2018

19 おなじ月をみて
ジミー・リャオ　作
天野健太郎　訳

ブロンズ新社 2018

20 ねこの商売
文　林原玉枝
絵　二俣英五郎

福音館書店 2018

21 どんどんばし　わたれ
案 こばやしえみこ
絵　ましま せつこ

こぐま社 2018

22 じぶんをいきるためのるーる ippo. 解放出版社 2017

23 60秒のきせき　子ネコがつくったピアノ曲
作　レズリア・ニューマン
絵　エイミー・ジューン・ベイツ
訳小川　仁央

評論社 2017

24 くるみのなかには たかお　ゆうこ 講談社 2017

25 ペンギンホテル 牛窪良太 アリス館 2017

26 かくれんぼ 作　種村　有希子 アリス館 2017

27 くろくんとちいさいしろくん なかや　みわ 童心社 2017

28 にんぎょうのおいしゃさん
作 マーガレット・ワイズ・ブ
ラウン 絵J.P.ミラー　訳　こ
みや　ゆう

ＰＨＰ研究所 2017

29 スープになりました 彦坂有紀・もりといずみ 講談社 2017

30 コアラアラアラやってきて
おおなり修司・文　丸山誠
司・絵

絵本館 2017
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31 ごんごろ　じゃかいも いわさ　ゆうこ 童心社 2014

32
さわってごらん！
ふしぎなふしぎなまほうの木

クリスティ・マシソン
大友剛訳

ひさがたチャイル
ド

2014

33 さきちゃんのめがね あべ　のぞみ
大阪市教育委員
会

2014

34 さきちゃんのめがね あべ　のぞみ
大阪市教育委員
会

2014

35 さきちゃんのめがね あべ　のぞみ
大阪市教育委員
会

2014

36 いつのまにかのまほう
ぶん　大橋　政人
え　小野かおる

福音館書店 2013

37 とりのこもりうた
文　木坂　涼、
絵　夏目　義一

福音館書店 2013

38 テーブルマナーの絵本 作　髙野　紀子 あすなろ書房 2013

39 とくべつなよる
文　岡島　修治、
絵　稲田　務

福音館書店 2013

40 こならぼうやの ぼうし 八百板 洋子、高森 登志夫 福音館書店 2013

41
はやくちまちしょうてんがい
はやくちはやあるきたいかい

林　木林 偕成社 2013

42 かがやいている「いのちのまつり」 草場　一壽 サンマーク出版 2013

43 ルンバさんのたまご モカ子 ひかりのくに 2013

44
子どもがはじめてであう民話⑤
ねずみのすもう

作　大川　悦生、
絵　梅田　俊作

ポプラ社 2012

45 さかさことばでうんどうかい 西村　敏雄 福音館書店 2012

46 ゆうたくんごめんね ゆるり書房 昭和堂 2011

47 11ぴきのねこ 馬場のぼる こぐま社 2011

48 そうべえ　ごくらくへ　ゆく たじま　ゆきひこ 童心社 2011

49 かぼちゃばたけ
文　かたやまれいこ、
絵　土橋　とし子

福音館書店 2011

50 やさいたちのうた
詩　藤富　保男、
絵　谷口　広樹

福音館書店 2011

51 らったくんのばんごはん
文　坂根　美佳、
絵　宮澤　ナツ

福音館書店 2011

52 さあ　たべよう 中島 睦子 福音館書店 2011

53 なぞなぞのみせ 石津　ちひろ 偕成社 2011

54
はじめてのちずえほん
せかいちずえほん WILLこども知育研究所 金の星社 2011

55 うえへまいりまあす 長谷川　義史 ＰＨＰ研究所 2011

56 ごはんのとも
文・苅田　澄子
絵　わたなべあや

アリス館 2011

57 すうじ　だいぼうけん
作　宮下　すずか、
絵　みやざき　ひろかず

偕成社 2010

58 お月さまって　どんなあじ？
マイケル・グレイニエツ
訳　いずみ　ちほこ

セーラー出版 2010

59 ローズのにわ
ピーター・レイノルズ
かとう　りつこ訳

主婦の友社 2010

60 おすわりくまちゃん
シャーリー・パレントー作
福本　友美子訳

岩崎書店 2010
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61 ぺろ　ぺろん
作　筒井　敬介、
絵　東　君平

あかね書房 2009

62 からだとこころのえほん２　けんかのきもち
文　柴田　愛子、
絵　伊藤　秀男

ポプラ社 2009

63 たすけて！
作　ホリー・ケラー、
訳　福本　友美子

光村教育図書 2009

64
ことばのえほん⑩
１月はんぶんずつ　すこしずつ チャイルド本社 2009

65
ことばのえほん⑪
２月ワニのおじいさんのたからもの チャイルド本社 2009

66
ことばのえほん⑫
３月はじめは「や！」 チャイルド本社 2009

67 きみがいま
アリスン・マギー
なかがわ　ちひろ訳

主婦の友社 2009

68 きつねやぶのまんけはん 中川　正文
ＮＰＯ法人「絵本で
子育て」センター 2009

69 こどものとも　ゆきがいっぱいふりました
あおやぎ　ひろ江　さく
ましま　せつこ　え

福音館書店 2008

70 こどものとも　みやこのいちにち 小西英子 福音館書店 2008

71 こどものとも　アルマジロくんとカメくん
藤巻吏絵　さく
さとうあや　え

福音館書店 2008

72 狂言えほん４　かみなり
文　内田　麟太郎、
絵　よしなが こうたく

ポプラ社 2008

73 やっぱり　おおかみ 佐々木　マキ 福音館書店 2008

74 ゆうこのきゃべつぼうし やまわき　ゆりこ 福音館書店 2008

75 やまからにげてきた　ゴミをポイポイ 田島　征三 童心社 2008

76
なぜなぜクイズ絵本⑩
1月のなぜなぜ

チャイルド本社 2008

77
なぜなぜクイズ絵本⑪
2月のなぜなぜ

チャイルド本社 2008

78
なぜなぜクイズ絵本⑫
3月のなぜなぜ

チャイルド本社 2008

79
ことばのえほん①
4月大きなかぶ

チャイルド本社 2008

80
ことばのえほん②
5月のはらのシーソー

チャイルド本社 2008

81
ことばのえほん③
6月大きなキャベツ

チャイルド本社 2008

82
ことばのえほん④
7月天にのぼったおけや

チャイルド本社 2008

83
ことばのえほん⑤
8月花いっぱいになあれ

チャイルド本社 2008

84
ことばのえほん⑥
9月コスモスさんからおでんわです

チャイルド本社 2008

85
ことばのえほん⑦
10月たぬきの糸車

チャイルド本社 2008

86
ことばのえほん⑧
11月きつねのお客様

チャイルド本社 2008

87
ことばのえほん⑨
12月かさじぞう

チャイルド本社 2008

88 メダカ
日高 敏隆(著)、栗林 慧
(写)、草野 慎二(写)

株式会社
アスク

2008


