
書名 著者名 出版社 請求記号

1 おきんの花かんざし
宮脇 紀雄∥文
井口 文秀∥絵

金の星社 E-イ

2 つるのあねさ
大川 悦生∥文
石倉 欣二∥絵

ポプラ社 E-イ

3 いさごむしのよっ子ちゃん
早船 ちよ∥ぶん
市川 禎男∥絵

新日本出版社 E-イ

4 はばたけ はとさん
手島 悠介∥作
岩淵 慶造∥絵

岩崎書店 E-イ

5 ゆきだるまのプレゼント いしい つとむ∥さく 佑学社 E-イ

6 くまの子ウーフのかいすいよく
神沢 利子∥作
井上 洋介∥絵

ポプラ社 E-イ

7 ねずみくんのチョッキ
なかえ よしを∥作
上野 紀子∥絵

ポプラ社 E-ウ

8 三びきのちびっこライオン
ポール=ブクジル∥文
ジョセフ=ウィルコン∥絵

講談社 E-ヴ

9 ぼくとちいさなダッコッコ
ウルフ・ニルソン∥作
エヴァ・エリクソン∥絵

佑学社 E-エ

10 かぼちゃひこうせんぷっくらこ
レンナート・ ヘルシング∥ぶん
スベン・ オットー∥え

アリス館 E-オ

11 はたらきもののあひるどん
マーティン・ワッデル∥さく
ヘレン・オクセンバリー∥え

評論社 E-オ

12 こぎつねキッコあめふりのまき
松野 正子∥文
梶山 俊夫∥絵

童心社 E-カ

13 ぼくとクッキーさよならまたね かさい まり∥作・絵 ひさかたチャイルド E-カ

14 こんやは おつきみ
谷 真介∥作
北田 卓史∥絵

金の星社 E-キ

15 どんぐりたろうのき
鶴見 正夫∥作
黒井 健∥絵

佼成出版社 E-ク

16 くさはらのこびと エルンスト・クライドルフ∥ぶん・え 福音館書店 E-ク

17 むぎうちヨナス
クルト・バウマン∥文
マルタ・コチー∥絵

リブリオ出版 E-コ

18 やまこえのこえかわこえて こいで やすこ∥さく 福音館書店 E-コ

19 みどりいろのバス ジョン・シャロン∥さく ほるぷ出版 E-シ

20 かちかちやま
まつたに みよこ∥ぶん
せがわ やすお∥え

ポプラ社 E-セ

21 しっぱいばかりのライオンとこや 多田 ヒロシ∥作 童心社 E-タ

22 ペチューニアのだいりょこう ロジャー・デュボアザン∥作・絵 佑学社 E-デ

23 ものすごくおおきなプリンのうえで
二宮 由紀子∥ぶん
中新井 純子∥え

教育画劇 E-ナ

24 おじいちゃんのごくらくごくらく
西本 鶏介∥作
長谷川 義史∥絵

鈴木出版 E-ハ

25 ポゥさんのカヌー ふくもと ともお∥作 小池書院 E-フ

26 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∥さく
ガース・ウィリアムズ∥え

童話館出版 E-ウ

27 ライオンとねずみ リーセ・マニケ∥文・ 絵 岩波書店 E-マ

28 おに
西本 鶏介∥文
村上 幸一∥絵

佼成出版社 E-ム

29 よくばりくつや トニー・ロス∥作 文化出版局 E-ロ

30 ニャータのぼうし
さとう わきこ∥作
わかやま しずこ∥絵

ポプラ社 E-ワ
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1 なつやすみ虫ずかん
宮武 頼夫∥ぶん
稲田 務∥え

福音館書店 E-イ

2 ゆうこと ふみばあちゃん
宮川 ひろ∥作
石倉 欣二∥絵

あかね書房 E-イ

3 きつねのたんこぶ
小沢 正∥作
井上 洋介∥絵

鈴木出版 E-イ

4 こぞうさんのおばけたいじ
川村 たかし∥作・文
石部 虎二∥絵

文研出版 E-イ

5 ばあちゃんのなつやすみ 梅田 俊作/佳子∥作・絵 岩崎書店 E-ウ

6 こぐまくんのハーモニカ
ジョン・セバスチャン∥作
ガース・ウィリアムズ∥絵

リブリオ出版 E-ウ

7 ジルベルトとかぜ マリー・ホール・エッツ∥作 冨山房 E-エ

8 もずのこども おのき がく∥文・絵 講談社 E-オ

9 ゆみとやまねこがっこう
こぐれ まさお∥作
おざわ りょうきち∥絵

PHP研究所 E-オ

10 ごめんねムン おぼ まこと∥文と絵 小峰書店 E-オ

11 はたらきもののあひるどん
マーティン・ワッデル∥さく
ヘレン・オクセンバリー∥え

評論社 E-オ

12 マスとミラリク スベン・オットー∥さく 評論社 E-オ

13 おじいちゃんにあいに
ハンス・ピーターソン∥ぶん
スベン・オットー∥え

アリス館 E-オ

14 つとむくんのかばみがき
まつたに みよこ∥さく
かなざわ ゆうこう∥え

偕成社 E-カ

15 みんなでうみへいきました
山下 明生∥作
梶山 俊夫∥絵

ポプラ社 E-カ

16 よもぎだんご さとう わきこ∥さく 福音館書店 E-サ

17 八つくびのおろち
さねとう あきら∥文
関屋 敏隆∥絵

童心社 E-セ

18 ひ・み・つ たばた せいいち∥[作] 童心社 E-タ

19 びゅんびゅんごまがまわったら
宮川 ひろ∥作
林 明子∥絵

童心社 E-ハ

20 カーリーおばさんのふしぎなにわ
ルース・クラフト∥作
アイリーン・ハース∥絵

あかね書房 E-ハ

21 11ぴきのねこどろんこ 馬場 のぼる∥著 こぐま社 E-バ

22 いちごつみ
神沢 利子∥ぶん
平山 英三∥え

童心社 E-ヒ

23 ポゥさんの雪だるま ふくもと ともお∥作 小池書院 E-フ

24 海べのあさ ロバート・マックロスキー∥文・絵 岩波書店 E-マ

25 ニワトリが道にとびだしたら デビッド・マコーレイ∥文・絵 岩波書店 E-マ

26 こびとの村のクリスマス
A・シャプートン∥文
G・ミューラー∥絵

文化出版局 E-ミ

27 ひこいちばなし
おおかわ えっせい∥ぶん
みた げんじろう∥え

ポプラ社 E-ミ

28 ぐりとぐらのおきゃくさま
中川 李枝子∥さく
山脇 百合子∥え

福音館書店 E-ヤ

29 ことば アン・ランド＆ポール・ランド∥作 ほるぷ出版 E-ラ

30 ちびっこ ちびおに
あまん きみこ∥ぶん
わかやま けん∥え

偕成社 E-ワ
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1 なかないで くま フランク・アッシュ∥作・絵 佑学社 E-ア

2 黒ねこジェニーの誕生日 エスター・アベリル∥作・絵 Parco出版局 E-ア

3 うみキリン あきやま ただし∥作・絵 金の星社 E-ア

4 ベンジーのおくりもの 市川 里美∥作 偕成社 E-イ

5 まだらのおにろく
松田 司郎∥作
石倉 欣二∥画

金の星社 E-イ

6 きつねと つきみそう
こわせ たまみ∥作
いもと ようこ∥絵

金の星社 E-イ

7 さるじぞうほいほい
大川 悦生∥作
梅田 俊作∥絵

ポプラ社 E-ウ

8 ふぶきにあった日
トルヴァール　スンド∥作
ヴェンケ　オイエン∥絵

福武書店 E-オ

9 おじいちゃん だいすき
W.ハラント∥作
C.O.ディモウ∥絵

あかね書房 E-オ

10 おなかのすくさんぽ かたやま けん∥作 福音館書店 E-カ

11 タンゲくん 片山 健∥作 福音館書店 E-カ

12 きつねのかみさま
あまん きみこ∥作
酒井 駒子∥絵

ポプラ社 E-サ

13 いなくなった小おに
しみず みちを∥作
鈴木 義治∥絵

岩崎書店 E-ス

14 ふうふうぽんぽんぽん
水谷 章三∥文
杉浦 範茂∥絵

童心社 E-ス

15 いちばんバスのはやおきくん
三田村 信行∥さく
高橋 透∥え

PHP研究所 E-タ

16 ろくべえ まってろよ
灰谷 健次郎∥作
長 新太∥絵

文研出版 E-チ

17 ぼくはワニのクロッカス ロジャー・デュボアザン∥作・絵 佑学社 E-デ

18 ペチューニアごようじん ロジャー・デュボアザン∥作・絵 冨山房 E-デ

19 こだぬき6ぴき
なかがわ りえこ∥文
なかがわ そうや∥画

岩波書店 E-ナ

20 ピーターとおおかみ
セルゲイ・プロコフィエフ∥作
アラン・ハワード∥絵

岩波書店 E-ハ

21 11ぴきのねこ 馬場 のぼる∥著 こぐま社 E-バ

22 女トロルと8人の子どもたち
グズルン・ヘルガドッティル∥作
ブリアン・ピルキングトン∥絵

偕成社 E-ピ

23 たぬきむかし
よしざわ かずお∥ぶん
ふくだ しょうすけ∥え

ポプラ社 E-フ

24 もぐらとずぼん
エドアルド・ ペチシカ∥ぶん
ズデネック・ ミレル∥え

福音館書店 E-ミ

25 ふしぎなキャンディーやさん みやにし たつや∥作・絵 金の星社 E-ミ

26 ぐりとぐらのかいすいよく
なかがわ りえこ∥さく
やまわき ゆりこ∥え

福音館書店 E-ヤ

27 ぽんぽん山の月
あまん きみこ∥文
渡辺 洋二∥絵

文研出版 E-ワ

28 どんなかんじかなあ
中山 千夏∥ぶん
和田 誠∥え

自由国民社 E-ワ

29 ふうせんクジラ わたなべ ゆういち∥作・絵 佼成出版社 E-ワ

30 三ねんねたろう
おおかわ えっせい∥ぶん
わたなべ さぶろう∥え

ポプラ社 E-ワ
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1 ねずみのすもう
神沢 利子∥文
赤羽 末吉∥絵

偕成社 E-ア

2 クマの子太郎
今関 信子∥作
岡本 順∥絵

佼成出版社 E-オ

3 しのちゃんと4ひきのともだち 織茂 恭子∥作・絵 金の星社 E-オ

4 わっしょい わっしょい ぶんぶんぶん 加古 里子∥絵と文 偕成社 E-カ

5 おばあさんの青い空 片山 健∥作・絵 偕成社 E-カ

6 ひとりぼっちのキャンプ
キャロル・カリック∥作
ドナルド・カリック∥絵

岩崎書店 E-キ

7 へんしんじどうしゃえんこくん
杉山 径一∥ぶん
北田 卓史∥え

小峰書店 E-キ

8 ピーターのめがね エズラ＝ジャック＝キーツ∥さく・え 偕成社 E-キ

9 かもとりごんべえ
さいごう たけひこ∥ぶん
せがわ やすお∥え

ポプラ社 E-セ

10 ないた
中川 ひろたか∥作
長 新太∥絵

金の星社 E-チ

11 ペチューニアごようじん ロジャー・デュボアザン∥作・絵 佑学社 E-デ

12 こわーい おはなし
トーネ・ジョンストン∥作
トミー・デ・パオラ∥絵

佑学社 E-デ

13 ゆっくりくまさん
森 比左志∥さく
西巻 茅子∥え

福音館書店 E-ニ

14 けんだまめいじんおみやげに
宮川 ひろ∥文
浜田 桂子∥絵

童心社 E-ハ

15 へいわってどんなこと? 浜田 桂子∥作 童心社 E-ハ

16 マイク・マリガンとスチーム・ショベル バージニア ・リー・ バートン∥ぶんとえ 童話館 E-バ

17 11ぴきのねこ 馬場 のぼる∥著 こぐま社 E-バ

18 どっきり!!ばけくらべ 二俣 英五郎∥作・絵 ポプラ社 E-フ

19 空をとんだポゥさん ふくもと ともお∥作 スタジオ・シップ E-フ

20 ポゥさんと秋風 ふくもと ともお∥作 小池書院 E-フ

21 大どろぼうくまさん ふりや かよこ∥作・絵 教育画劇 E-フ

22 ブルーベリーもりでのプッテのぼうけん エルサ・ベスコフ∥さく・え 福音館書店 E-ベ

23 くんちゃんのはたけしごと ドロシー・マリノ∥さく ペンギン社 E-マ

24 やまのリコーダー
武鹿 悦子∥作
宮本 忠夫∥絵

佼成出版社 E-ミ

25 とくべつないちにち イヴォンヌ・ヤハテンベルフ∥作 講談社 E-ヤ

26 かさぶたくん やぎゅう げんいちろう∥さく 福音館書店 E-ヤ

27 ぼくはいろいろしってるよ アン＆ポール・ランド∥作 福音館書店 E-ラ

28 ろけっとこざる H.A.レイ∥文・絵 岩波書店 E-レ

29 ともだちできたかな?
マーガレット・ワイズ・ブラウン∥作
レナード・ワイスガード∥絵

岩崎書店 E-ワ

30 ききゅうにのったくま ブライアン・ワイルドスミス∥さく・え らくだ出版 E-ワ
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