
平成２８年５月現在

ＮＯ 書名 著者名 出版社
大型絵本
資料コード

1 あぶない!
(子どもをまもる大きな絵本シリーズ　交通安全)

鈴木 えりん チャイルド本社 121284796

2 ありとすいか たむら　しげる ポプラ社 120990955

3 いたずらラッコとおなべのほし 長　新太 あかね書房 120990928

4 いちべえぬまの１０１ちゃん かこ  さとし
全国心身障害
児福祉財団 121402776

5 うさぎのくれたバレエシューズ 南塚　直子 小峰書店 120991161

6 おおきなかぶ ロシア民話 福音館書店 120890659

7 おじさんのかさ 佐野　洋子 講談社 120981234

8 おっぱい みやにし　たつや 鈴木出版 121010582

9 おばけのてんぷら せな　けいこ ポプラ社 120981216

10 おばけのバーバーパパ アネット・チゾン 偕成社 120991233

11 おばけパーティ ジャック・デュケノワ ほるぷ出版 120991008

12 おばけもいます なかまがぞろぞろ 多田　ヒロシ 集文社 120991152

13 おべんとうバス 真珠　まりこ チャイルド本社 121164474

14 おまえうまそうだな 宮西　達也 ポプラ社 121105398

15 おめんです いしかわ　こうじ 偕成社 121326654

16 かばくん 中谷　千代子 福音館書店 120991170

17 からすのパンやさん かこ　さとし 偕成社 120888247

18 かわいそうなぞう たけべ　もといちろう 金の星社 120991071

19 ガンピーさんのふなあそび ジョン・バーニンガム ほるぷ出版 120990991

20 999ひきのきょうだい 村上　康成 チャイルド本社 121077723

21 きょうはなんてうんが いいんだろう 宮西　達也 鈴木出版 120800270

22 恐竜 ドゥーガル･ディクソン 集文社 120991143

23 きょだいなきょだいな 降矢　なな 福音館書店 120991189

24 きんぎょがにげた 五味　太郎 福音館書店 121164492

25 くじらだ！ 五味　太郎 岩崎書店 120991279

26 くまのコールテンくん ドン・フリーマン 偕成社 121077705

27 くらべてみよう＜大きいぞう 小さいさい＞ 多田　ヒロシ 集文社 120991125

28 グリーンマントのピーマンマン 中村　景児 岩崎書店 121010519

29 ぐりとぐら おおむら　ゆりこ 福音館書店 120890640
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30 ぐりとぐらのおきゃくさま 山脇　百合子 福音館書店 120991288

31 ぐるんぱのようちえん 堀内　誠一 福音館書店 120890631

32 月ようびはなにたべる？ エリック・カール 偕成社 120991251

33 こすずめのぼうけん 堀内　誠一 福音館書店 120991305

34 ことば遊び ＜はたらく人たち＞ リチャード・スキャーリー 集文社 120991116

35 ころわんとしろいくも 黒井  健 チャイルド本社 120800289

36 三びきのこぶた 山田　三郎 福音館書店 120888238

37 じしんだ!
(子どもをまもる大きな絵本シリーズ　防災)

白土 あつこ チャイルド本社 121284750

38 しりとりのだいすきなおうさま はた　こうしろう 鈴木出版 120991314

39 新ウォーリーハリウッドへいく マーティン・ハンドフォード フレーベル館 120990946

40 新ウォーリーをさがせ！ マーティン・ハンドフォード フレーベル館 120990937

41
スイミー
ちいさなかしこいさかなのはなし

レオ＝レオニ 好学社 120800298

42 すっぽんぽんのすけ 荒井　良二 鈴木出版 121164465

43 すてきな三にんぐみ トミー・アンゲラー 偕成社 120888210

44 せんたくかあちゃん さとう　わきこ 福音館書店 120991297

45 せんろはつづく 鈴木  まもる 金の星社 120800306

46 ぞうくんのさんぽ なかの　ひろたか 福音館書店 120888229

47 そらまめくんのベッド なかや　みわ 福音館書店 120991198

48 だじゃれ日本一周 長谷川　義史 理論社 121326672

49 たすけて!
(子どもをまもる大きな絵本シリーズ　防犯)

森のくじら チャイルド本社 121284741

50 たまごにいちゃん あきやま　ただし 鈴木出版 120991215

51 だるまさんと かがくい ひろし ブロンズ新社 121344203

52 だるまさんの かがくい ひろし ブロンズ新社 121344195

53 だるまさんが かがくい　ひろし ブロンズ新社 121401704

54 たろうくんのじどうしゃ 山本 忠敬 チャイルド本社 121344230

55 ちいさなきいろいかさ にしまき　かやこ 金の星社 120991062

56 ちいさなくれよん 安井　淡 金の星社 120991053

57 ちからたろう たしま せいぞう ポプラ社 121344212

58 ちびゴリラのちびちび ルース・ボーンスタイン ほるぷ出版 120990982

59 でんしゃでいこう　でんしゃでかえろう 間瀬　なおかた チャイルド本社 121077732

60 でんしゃにのって とよた　かずひこ アリス館 121164519
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61 ドアがあいて･･･ ノルマン・ユンゲ ほるぷ出版 121064385

62 どうぞのいす 柿本　幸造 チャイルド本社 121164500

63 どうぶついろいろ かくれんぼ いしかわ　こうじ ポプラ社 120800324

64 トーマスきゃくしゃをひく ウィルバート・オードリー ポプラ社 121077741

65 とべバッタ 田島　征三 偕成社 120991224

66 ともだちや 内田　麟太郎 偕成社 121077714

67 ドライブにいこう 間瀬　なおかた チャイルド本社 121065122

68 どんぐりたろうのき 黒井　健 佼成出版社 120991099

69 とんとんとん 末崎　茂樹 チャイルド本社 121105389

70 なにをたべてきたの？ 長野　博一 佼成出版社 121010555

71 にじいろのしまうま やなせ　たかし 金の星社 120991080

72 にゃーご 宮西　達也 鈴木出版 120991206

73 にんじんとごぼうとだいこん 和歌山　静子 鈴木出版 121326681

74 ねずみくんのチョッキ 上野　紀子 ポプラ社 120981225

75 ねずみのえんそく　もぐらのえんそく 藤本　四郎 チャイルド本社 121164960

76 はじめてのおつかい 林　明子 福音館書店 120986716

77 はじめてのおるすばん 山本　まつこ 岩崎書店 120991035

78 はじめまして 大和田  美鈴 鈴木出版 120800333

79 花さき山 滝平　二郎 岩崎書店 120991026

80 パパ、お月さまとって! エリック=カール 偕成社 121344258

81 バムとケロのにちようび 島田　ゆか 文溪堂 120800342

82 はらぺこあおむし エリック・カール 偕成社 120886870

83 半日村 滝平　二郎 岩崎書店 120991260

84 ひさの星 岩崎　ちひろ 岩崎書店 120991044

85 ビッグゲーム キャロライン・アストロップ 集文社 120991134

86 ひつじぱん あきやま　ただし 鈴木出版 120800351

87 ぴよーん
まつおか　たつひ
で

ポプラ社 120990964

88 へびくんのおさんぽ いとう　ひろし 鈴木出版 121078308

89 へんしんオバケ あきやま ただし 金の星社 121344249

90 へんしんトンネル あきやま　ただし 金の星社 121164528

91 ぼくにげちゃうよ クレメント・ハード ほるぷ出版 120990973

92 ぼくのくれよん 長　新太 講談社 120981243

93 まどから★おくりもの 五味　太郎 偕成社 120991242
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94 みんなうんち 五味　太郎 福音館書店 120800360

95 めっきらもっきら どおんどん ふりや　なな 福音館書店 121164979

96 もぐらバス うちの　ますみ 偕成社 121326663

97 もこもこもこ 元永　定正 文研出版 121068048

98 モチモチの木 滝平　二郎 岩崎書店 120991017

99 ゆうたはともだち きたやま　ようこ あかね書房 120800379

100 妖怪交通安全 広瀬 克也 絵本館 121344267

101 わたしたちのからだ ネイル・アードレー 集文社 120991107

102 わにわにのおふろ 山口  マオ 福音館書店 120800388

103 わんぱくだんのはしれ!いちばんぼし 末崎 茂樹 チャイルド本社 121344221
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