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1 大型絵本　ぼくのくれよん 長 新太 講談社 2003

2 ビッグブック　はらぺこあおむし
エリック・カール(作)
もり ひさし(訳)

偕成社 1994

3 大型絵本　ぞうくんのさんぽ なかの ひろたか 福音館 1988

4 ビッグブック　れいぞうこ 新井 洋行 偕成社 2015

5 大型絵本　きんぎょがにげた 五味 太郎 福音館 2009

6 大型絵本　いもほりバス 藤本 ともひこ 鈴木出版 2012

7 大型絵本　サンドイッチ　サンドイッチ 小西 英子 福音館 2014

8 大型絵本　たまごのあかちゃん
神沢 利子(文)、柳生 弦一
郎(絵)

福音館 2009

9 大型絵本　だるまさんが かがくい ひろし ブロンズ新社 2010

10 大型絵本　だるまさんと かがくい ひろし ブロンズ新社 2010

11 大型絵本　だるまさんの かがくい ひろし ブロンズ新社 2010

12 大型絵本　ぐりとぐら
中川 李枝子(文)、大村 百
合子(絵)

福音館 1998

13 ぼくがラーメンたべてるとき 長谷川 義史 教育画劇 2007

14 まるくておいしいよ 小西 英子 福音館 1999

15 ぽんちぱん 柿木原 政広 福音館 2014

16 どうぶつのおかあさん
小森 厚(文)、薮内 正幸
(絵)

福音館 1981

17 よくきたね
松野 正子(文)、鎌田 暢子
(絵)

福音館 2009

18 でてこい でてこい 林 明子 福音館 1998

19 ころ ころ ころ 元永 定正 福音館 1984

20 ごぶごぶ　ごぼごぼ 駒形 克己 福音館 1999

21 かさ　さしてあげるね
長谷川 摂子(文)、西巻
茅子(絵)

福音館 1998

22 てん　てん　てん 和歌山 静子 福音館 1998

23 そらとぶねこざかな わたなべ ゆういち フレーベル館 2004

24 まいごのねこざかな わたなべ ゆういち フレーベル館 2006

25 おまえ うまそうだな 宮西 達也 ポプラ社 2003

26 うんちしたのはだれよ！

ヴェルナー・ホルツヴァル
ト(文)、 ヴォルフ・エー
ルブルッフ(絵)、 関口 裕
昭(訳)

偕成社 1993

27 ないた 中川 ひろたか・長 新太 金の星社 2004

28 おれたち、ともだち！（全13巻）
内田 麟太郎(文)、 降矢
なな(絵)

偕成社 2018

29 かこさとしおはなしのほん　つづきのおはなし（全10巻） かこ さとし 偕成社 2018

30
はがぬけたらどうするの？ せかいのこどもたちのはな
し

セルビー・ビーラー(作)、
ブライアン・カラス(絵)、
こだま ともこ(訳)

フレーベル館 1999

新着図書リスト（絵本）
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31 イエペはぼうしがだいすき
石亀泰郎(写真)、文化出版
局編集部(文)

文化出版局 1978

32 どこへいくの？ ともだちにあいに！
いわむら かずお、エリッ
ク・カール

童心社 2001

33 偕成社の点字つきさわる絵本セット（全４巻） 偕成社 2017

34 トマトのひみつ 山口 進 福音館 1998

35 これはのみのぴこ 谷川 俊太郎 サンリード 1988

36 ずーっと　ずっと　だいすきだよ
ハンス・ウィルヘルム
(作)、久山 太市(訳)

評論社 1988

37 ぼくたちまたなかよしさ！
ハンス・ウィルヘルム
(作)、久山 太市(訳)

評論社 1988

38 ねずみじょうど
瀬田 貞二(再話)、丸木 位
里(画)

福音館 2012

39 せかいのひとびと
ピーター・スピアー(作)、
松川真弓（翻訳）

評論社 1982

40 せかいいちのおともだち
カール・ノラック(文)　、
クロード・K・デュボワ
(絵)、河野 万里子 (訳)

ほるぷ出版 2005

41 泣いた赤おに
浜田 廣介(文)、梶山 俊夫
(絵)

偕成社 1992

42 ないたあかおに
浜田 廣介(文)、野村 たか
あき(絵)

講談社 2013


