
タイトル 著者 出版者 出版年
お話を子どもに　 松岡享子／著 日本エディタースクール出版部 199406 015.8 ﾏﾂｵ 児研
子どもたちの心に届ける自然・ことば・遊び　 松岡　享子／〔述〕 木城えほんの郷 2018.8 019.5 ｺﾄﾓ 児研
これからの子ども・本・人出会いづくり　 松岡享子／〔述〕 親子読書地域文庫全国連絡会 2008.2 019.5 ｺﾚｶ 児研
しずかなひととき　 東京都立多摩図書館／編 東京都立多摩図書館 201802 019.5 ｼｽｶ 児研
子どもと本　 松岡享子／著 岩波書店 2015.2 19.5 ﾏﾂｵ 児研
ことばの贈りもの　 松岡享子／著 東京子ども図書館 2009.8 019.5 ﾏﾂｵ 児研
えほんのせかいこどものせかい　 松岡享子／著 日本エディタースクール出版部 198709 019.5 ﾏﾂｵ 児研
絵本の読みあいからみえてくるもの　 村中李衣／著 ぶどう社 2005.8 019.5 ﾑﾗﾅ 児研
読み聞かせに挑戦！　 東京都立多摩図書館児童青少年資料係 201103 019.5 ﾖﾐｷ 児研
お年よりと絵本でちょっといい時間　 山花郁子／著 一声社 2003.8 369 ﾔﾏﾊ 児研
ちょっと不思議な絵本の時間おとなが読みあい語りあう　 Ｒｅ～らぶ（高次脳機能障がい者を支援する会）／編 かもがわ出版 2015.7 369 ﾁﾖﾂ 児研
乳幼児おはなし会とわらべうた　 落合美知子／著 児童図書館研究会 201702 376 ｵﾁｱ 児研
０～５歳子どもを育てる「読み聞かせ」実践ガイド　 児玉ひろ美／著 小学館 2016.4 376 ｺﾀﾏ 児研
よくわかる０～５歳児の絵本読み聞かせ　 徳永満理／著 チャイルド本社 2013.1 376 ﾄｸﾅ 児研
白鳥　 ハンス・クリスチャン・アンデルセン／作 福音館書店 196703 949 ｱﾝﾃ 児童
おおきなおおきなおいも　 市村久子／〔著〕 福音館書店 198204 E ｱｶﾊ 児童
きかんしゃやえもん　 阿川弘之／文 岩波書店 198302 E ｱｶﾜ 児童
チムとゆうかんなせんちょうさん　 エドワード・アーディゾーニ／さく 福音館書店 2001.6 E ｱﾃｲ 児童
しょうぼうねこ　 エスター・アベリル／作 文化出版局 198208 E ｱﾍﾘ 児童
すてきな三にんぐみ　 トミー・アンゲラー／さく 偕成社 198303 E ｱﾝｹ 児童
ありこのおつかい　 石井桃子／さく 福音館書店 198206 E ｲｼｲ 児童
くいしんぼうのはなこさん　 いしいももこ／ぶん 福音館書店 198111 E ｲｼｲ 児童
ちいさなねこ　 石井桃子／さく 福音館書店 1967.1 E ｲｼｲ 児童
いぬとにわとり　 石井桃子／さく 福音館書店 E ｲｼｲ 児童
ふしぎなたいこ　 石井桃子／ぶん 岩波書店 198208 E ｲｼｲ 児童Ｆ
イエペはぼうしがだいすき　 石亀泰郎／写真 文化出版局 198111 E ｲｼｶ 児童
くわずにょうぼう　 稲田和子／再話 福音館書店 198007 E ｲﾅﾀ 児童Ｆ
二ひきのこぐま　 イーラ／作 こぐま社 199011 E ｲﾗ 児童
１４ひきのひっこし　 いわむらかずお／さく 童心社 198307 E ｲﾜﾑ 児童
かさどろぼう　 シビル・ウェッタシンハ／作・絵 徳間書店 2007.5 E ｳｴﾂ 児童
ふしぎな銀の木　 シビル・ウェッタシンハ／再話・絵 福音館書店 2017.6 E ｳｴﾂ 児童Ｆ
パンのかけらとちいさなあくま　 内田莉莎子／再話 福音館書店 198812 E ｳﾁﾀ 児童Ｆ
おおきなかぶ　 内田莉莎子／再話 福音館書店 196606 E ｳﾁﾀ 児童Ｆ
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タイトル 著者 出版者 出版年
へびのクリクター　 トミー・ウンゲラー／作 文化出版局 197403 E ｳﾝｹ 児童
あかいぼうしのゆうびんやさん　 ルース・エインズワース／さく 福音館書店 2011.1 E ｴｲﾝ 児童
わたしとあそんで　 マリー・ホール・エッツ／ぶん・え 福音館書店 198301 E ｴﾂﾂ 児童
もりのなか　 マリー・ホール・エッツ／ぶん 福音館書店 196312 E ｴﾂﾂ 児童
王さまと九人のきょうだい　 君島久子／訳 岩波書店 198104 E ｵｳｻ 児童Ｆ
つきのぼうや　 イブ・オルセン／さく・え 福音館書店 198303 E ｵﾙｾ 児童
おちゃのじかんにきたとら　 ジュディス・カー／作 童話館 199409 E ｶ 児童
１００まんびきのねこ　 ワンダ・ガアグ／ぶん 福音館書店 196101 E ｶｱｸ 児童
ぼくたち　こいぬ　 かけいしんじ／ぶん 福音館書店 199205 E ｶｹｲ 児童
だるまちゃんとてんぐちゃん　 加古里子／さく・え 福音館書店 198208 E ｶｺ 児童
かわ　 加古里子／作・画 福音館書店 198207 E ｶｺ 児童
おやすみなさいコッコさん　 片山健／さく・え 福音館書店 198801 E ｶﾀﾔ 児童
おどりトラ　 金森襄作／再話 福音館書店 199711 E ｶﾅﾓ 児童Ｆ
しっぽのはたらき　 川田健／ぶん 福音館書店 197203 E ｶﾜﾀ 児童
おばあさんのすぷーん　 神沢利子／さく 福音館書店 198111 E ｶﾝｻ 児童
あくたれラルフ　 ジャック・ガントス／さく 福音館書店 198203 E ｶﾝﾄ 児童
かばくん　 岸田衿子／作 福音館書店 198210 E ｷｼﾀ 児童
うさぎのみみはなぜながい　 北川民次／ぶんとえ 福音館書店 1962.7 E ｷﾀｶ 児童Ｆ
ゆきのひ　 エズラ・キーツ／ぶん・え 偕成社 198303 E ｷﾂ 児童
ゆかいなかえる　 ジュリエット・キープス／ぶん・え 福音館書店 196407 E ｷﾌｽ 児童
いたずらこねこ　 バーナディン・クック／ぶん 福音館書店 196411 E ｸﾂｸ 児童
はなをくんくん　 ルース・クラウス／ぶん 福音館書店 198301 E ｸﾗｳ 児童
赤ずきん　 グリム／〔文〕 福音館書店 2012.6 E ｸﾘﾑ 児童Ｆ
おおかみと七ひきのこやぎ　 フェリクス・ホフマン／え 福音館書店 1967.4 E ｸﾘﾑ 児童Ｆ
のろまなローラー　 小出正吾／さく 福音館書店 196701 E ｺｲﾃ 児童
どうぶつのおかあさん　 小森厚／ぶん 福音館書店 198110 E ｺﾓﾘ 児童
こいぬがうまれるよ　 ジョアンナ・コール／文 福音館書店 198211 E ｺﾙ 児童
わゴムはどのくらいのびるかしら？　 マイク・サーラー／ぶん ほるぷ出版 2000.7 E ｻﾗ 児童
三びきのやぎのがらがらどん　 マーシャ・ブラウン／え 福音館書店 1965 E ｻﾝﾋ 児童Ｆ
はちうえはぼくにまかせて　 ジーン・ジオン／さく ペンギン社 198108 E ｼｵﾝ 児童
どろんこハリー　 ジーン・ジオン／ぶん 福音館書店 196403 E ｼｵﾝ 児童
よあけ　 ユリー・シュルヴィッツ／作・画 福音館書店 197706 E ｼﾕﾙ 児童
はろるどとむらさきのくれよん　 クロケット・ジョンソン／著 文化出版局 197206 E ｼﾖﾝ 児童
エンソくんきしゃにのる　 スズキコージ／さく 福音館書店 199009 E ｽｽｷ 児童
ロバのシルベスターとまほうの小石　 ウィリアム・スタイグ／さく 評論社 2006.2 E ｽﾀｲ 児童
ゆうかんなアイリーン　 ウィリアム・スタイグ／作 セーラー出版 198812 E ｽﾀｲ 児童
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タイトル 著者 出版者 出版年
おさるとぼうしうり　 エズフィール・スロボドキーナ／さく・え 福音館書店 197002 E ｽﾛﾎ 児童
三びきのこぶた　 瀬田貞二／さく 福音館書店 196704 E ｾﾀ 児童Ｆ
ねないこだれだ　 せなけいこ／さく・え 福音館書店 196911 E ｾﾅ 児童
かいじゅうたちのいるところ　 モーリス・センダック／さく 冨山房 197512 E ｾﾝﾀ 児童
トマトさん　 田中清代／さく 福音館書店 2006.7 E ﾀﾅｶ 児童
もこ　もこもこ　 たにかわしゅんたろう／作 文研出版 199005 E ﾀﾆｶ 児童
これはのみのぴこ　 谷川俊太郎／作 サンリード 198509 E ﾀﾆｶ 児童
よかったねネッドくん　 レミイ・チャーリップ／さく 偕成社 199711 E ﾁﾔﾘ 児童
ママ、ママ、おなかがいたいよ　 レミイ・チャーリップ／さく・え 福音館書店 198111 E ﾁﾔﾘ 児童
ものぐさトミー　 ウィリアム・ペン・デュボア／文・絵 岩波書店 197706 E ﾃﾕﾎ 児童
かまきりのちょん　 得田之久／さく　え 福音館書店 199803 E ﾄｸﾀ 児童
ふゆめがっしょうだん　 冨成忠夫／写真 福音館書店 199001 E ﾄﾐﾅ 児童
ぐりとぐら　 なかがわりえこ／著 福音館書店 1967.1 E ﾅｶｶ 児童
まるまる　 中辻悦子／さく 福音館書店 199802 E ﾅｶﾂ 児童
ぞうくんのさんぽ　 なかのひろたか／さく・え 福音館書店 198205 E ﾅｶﾉ 児童
ぴちゃん・ばしゃん・ざぶーん　 中林影／さく 福音館書店 198901 E ﾅｶﾊ 児童
ふしぎなナイフ　 中村牧江／さく 福音館書店 199702 E ﾅｶﾑ 児童
なにをしているかわかる？　 ユネスコ・アジア文化センター／企画編集 朝日新聞社 199004 E ﾅﾆｵ 児童Ｈ
かしこいビル　 ウィリアム・ニコルソン／さく ペンギン社 198206 E ﾆｺﾙ 児童
ぐるんぱのようちえん　 西内みなみ／さく 福音館書店 196612 E ﾆｼｳ 児童
わたしのワンピース　 にしまきかやこ／えとぶん こぐま社 198611 E ﾆｼﾏ 児童
ゆきまくり　 野坂勇作／さく 福音館書店 198911 E ﾉｻｶ 児童
さくら　 長谷川摂子／文 福音館書店 2010.2 E ﾊｾｶ 児童
ふしぎなやどや　 長谷川摂子／文 福音館書店 199006 E ﾊｾｶ 児童
めっきらもっきらどおんどん　 長谷川摂子／作 福音館書店 199003 E ﾊｾｶ 児童
ティッチ　 パット・ハッチンス／さく・え 福音館書店 1975.4 E ﾊﾂﾁ 児童
ちいさいおうち　 ばーじにあ・ばーとん／ぶんとえ 岩波書店 198201 E ﾊﾄﾝ 児童
ちいさいおうち　 バージニア・バートン／文・絵 岩波書店 198103 E ﾊﾄﾝ 児童
いたずらきかんしゃちゅうちゅう　 バージニア・バートン／ぶん・え 福音館書店 196108 E ﾊﾄﾝ 児童
うさぎ　 ジョン・バーニンガム／作 冨山房 197606 E ﾊﾆﾝ 児童
こんとあき　 林明子／さく 福音館書店 198906 E ﾊﾔｼ 児童
きゅっきゅっきゅっ　 林明子／さく 福音館書店 198606 E ﾊﾔｼ 児童
ずいとんさん　 日野十成／再話 福音館書店 2005.1 E ﾋﾉ 児童Ｆ
くだもの　 平山和子／さく 福音館書店 198110 E ﾋﾗﾔ 児童
たんぽぽ　 平山和子／ぶん・え 福音館書店 198102 E ﾋﾗﾔ 児童
まほうのかさ　 Ｒ．ファイルマン／作 福音館書店 2008.2 E ﾌｱｲ 児童
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タイトル 著者 出版者 出版年
ごきげんならいおん　 ルイーズ・ファティオ／ぶん 福音館書店 198205 E ﾌｱﾃ 児童
しんせつなともだち　 方軼羣／作 福音館書店 198701 E ﾌｱﾝ 児童
根っこのこどもたち目をさます　 ジビレ・フォン・オルファース／え 童話館出版 2003.3 E ﾌｲﾂ 児童
ちいさなヒッポ　 マーシャ・ブラウン／さく 偕成社 1984.1 E ﾌﾗｳ 児童
おやすみなさいのほん　 マーガレット・ワイズ・ブラウン／ぶん 福音館書店 196201 E ﾌﾗｳ 児童
あひるのピンのぼうけん　 マージョリー・フラック／ぶん 瑞雲舎 2014.7 E ﾌﾗﾂ 児童
アンガスとあひる　 マージョリー・フラック／さく・え 福音館書店 1974.7 E ﾌﾗﾂ 児童
ターちゃんとペリカン　 ドン・フリーマン／さく ほるぷ出版 198212 E ﾌﾘﾏ 児童
くまのコールテンくん　 ドン・フリーマン／さく 偕成社 1975.5 E ﾌﾘﾏ 児童
ぞうのババール　 ジャン・ド・ブリュノフ／さく 評論社 198211 E ﾌﾘﾕ 児童
ちいさなうさこちゃん　 ディック・ブルーナ／ぶん　え 福音館書店 2010.4 E ﾌﾙﾅ 児童
うさこちゃんのだいすきなおばあちゃん　 ディック・ブルーナ／ぶん　え 福音館書店 2008.9 E ﾌﾙﾅ 児童
ペレのあたらしいふく　 エルサ・ベスコフ／さく・え 福音館書店 1976.2 E ﾍｽｺ 児童
りんごのき　 エドアルド・ペチシカ／ぶん 福音館書店 198204 E ﾍﾁｼ 児童
げんきなマドレーヌ　 ルドウィッヒ・ベーメルマンス／作・画 福音館書店 197211 E ﾍﾒﾙ 児童
ラチとらいおん　 マレーク・ベロニカ／ぶん・え 福音館書店 196507 E ﾍﾛﾆ 児童
おやすみなさいフランシス　 ラッセル・ホーバン／ぶん 福音館書店 198211 E ﾎﾊﾝ 児童
アーサーのくまちゃん　 リリアン・ホーバン／作 文化出版局 197701 E ﾎﾊﾝ 児童
ほね　 堀内誠一／さく 福音館書店 198202 E ﾎﾘｳ 児童
あおい目のこねこ　 エゴン・マチーセン／さく・え 福音館書店 1965.4 E ﾏﾁｾ 児童
ぴかくんめをまわす　 松居直／さく 福音館書店 198201 E ﾏﾂｲ 児童
だいくとおにろく　 松居直／再話 福音館書店 1967.2 E ﾏﾂｲ 児童Ｆ
ももたろう　 松居直／ぶん 福音館書店 196502 E ﾏﾂｲ 児童Ｆ
サリーのこけももつみ　 ロバート・マックロスキー／文・絵 岩波書店 198605 E ﾏﾂｸ 児童
かもさんおとおり　 ロバート・マックロスキー／ぶんとえ 福音館書店 198011 E ﾏﾂｸ 児童
うさぎ　うさぎ　なにたべてるの　 松野正子／さく 福音館書店 199804 E ﾏﾂﾉ 児童
くんちゃんのだいりょこう　 ドロシー・マリノ／文・絵 岩波書店 198605 E ﾏﾘﾉ 児童
こぐまのくまくん　 エルサ・ミナリック／ぶん 福音館書店 198203 E ﾐﾅﾘ 児童
おかえし　 村山桂子／さく 福音館書店 198909 E ﾑﾗﾔ 児童
たろうのおでかけ　 村山桂子／作 福音館書店 198207 E ﾑﾗﾔ 児童
はなのあなのはなし　 やぎゅうげんいちろう／さく 福音館書店 198208 E ﾔｷﾕ 児童
どうやってみをまもるのかな　 やぶうちまさゆき／〔著〕 福音館書店 198703 E ﾔﾌｳ 児童
しまふくろう　 山本純郎／ぶん 福音館書店 199206 E ﾔﾏﾓ 児童
ずかん・じどうしゃ　 山本忠敬／さく 福音館書店 198110 E ﾔﾏﾓ 児童
木はいいなあ　 ジャニス・ユードリィ／さく 偕成社 198212 E ﾕﾄﾘ 児童
てぶくろ　 エフゲーニ・Ｍ．ラチョフ／え 福音館書店 196511 E ﾗﾁﾖ 児童Ｆ
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タイトル 著者 出版者 出版年
ひとまねこざる　 Ｈ．Ａ．レイ／文・絵 岩波書店 198309 E ﾚｲ 児童
どうながのプレッツェル　 マーグレット・Ｅ．レイ／文 福音館書店 197810 E ﾚｲ 児童
フレデリック　 レオ・レオニ／著 好学社 1969 E ﾚｵﾆ 児童
あおくんときいろちゃん　 レオ・レオーニ／作 至光社 1967 E ﾚｵﾆ 児童
スモールさんはおとうさん　 ロイス・レンスキー／ぶん・え 童話館出版 2004.9 E ﾚﾝｽ 児童
スモールさんはおとうさん　 ロイス・レンスキー／ぶん・え 福音館書店 199002 E ﾚﾝｽ 児童
トラのじゅうたんになりたかったトラ　 ジェラルド・ローズ／文・絵 岩波書店 2011.1 E ﾛｽ 児童
いたずら王子バートラム　 アーノルド・ローベル／さく 偕成社 2003.6 E ﾛﾍﾙ 児童
ふたりはともだち　 アーノルド・ローベル／作 文化出版局 198304 E ﾛﾍﾙ 児童
どろんここぶた　 アーノルド・ローベル／著 文化出版局 197111 E ﾛﾍﾙ 児童
あたごの浦　 脇和子／再話 福音館書店 199303 E ﾜｷ 児童Ｆ
しょうぼうじどうしゃじぷた　 渡辺茂男／さく 福音館書店 1966.6 E ﾜﾀﾅ 児童
おおきくなりすぎたくま　 リンド・ワード／文・画 ほるぷ出版 198501 E ﾜﾄ 児童
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