
おじいちゃんのどうぶつえん 浅野庸子／文 文化出版局 2002.9 E ｱｻﾉ 児童
ぼくのおじいちゃんのかお 天野祐吉／文 福音館書店 199209 E ｱﾏﾉ 児童
おじいちゃんがおばけになったわけ キム・フォップス・オーカソン／文 あすなろ書房 2005.6 E ｵｶｿ 児童
くつしたあみのおばあさん おそのえけいこ／さく ＰＨＰ研究所 199501 E ｵｿﾉ 児童
おばあちゃんにおみやげを イフェオマ・オニェフル／作・写真 偕成社 2000.10 E ｵﾆｴ 児童
たろとなーちゃん きたむらえり／作・絵 福音館書店 197303 E ｷﾀﾑ 児童
おじいさんならできる フィービ・ギルマン／作・絵 福音館書店 199806 E ｷﾙﾏ 児童
ルピナスさん バーバラ・クーニー／さく ほるぷ出版 198710 E ｸﾆ 児童
おじいちゃんの家 ヘレン・グリフィス／作 佑学社 198805 E ｸﾘﾌ 児童
エマおばあちゃん ウェンディ・ケッセルマン／文 徳間書店 199807 E ｹﾂｾ 児童
おばあさんのうちへ こみねゆら／さく 福音館書店 2010.4 E ｺﾐﾈ 児童
だってだってのおばあさん 佐野洋子／さく・え フレーベル館 2009.1 E ｻﾉ 児童
水晶さがしにいこう 関屋敏隆／作 童心社 199907 E ｾｷﾔ 児童
さあ歩こうよおじいちゃん トミー・デ・パオラ／さく・え 絵本の家 1988.1 E ﾃﾊｵ 児童
上のおばあちゃん下のおばあちゃん トミー・デ・パオラ／さく・え 絵本の家 1988.1 E ﾃﾊｵ 児童
リーベとおばあちゃん ヨー・テンフィヨール／作 福音館書店 198901 E ﾃﾝﾌ 児童
たからさがし なかがわりえこ／〔著〕 福音館書店 199403 E ﾅｶｶ 児童
おばあさんのいないまに なかのひろたか／作・絵 福音館書店 197505 E ﾅｶﾉ 児童
のんびりおじいさんとねこ 西内ミナミ／さく 福音館書店 2005.7 E ﾆｼｳ 児童
にちよういち 西村繁男／作 童心社 197909 E ﾆｼﾑ 児童
おばあちゃんのこもりうた 西本鶏介／作 ひさかたチャイルド 2011.3 E ﾆｼﾓ 児童
おじいちゃんのまち 野村たかあき／作・絵 講談社 2004.9 E ﾉﾑﾗ 児童
おまたせクッキー パット・ハッチンス／さく 偕成社 198708 E ﾊﾂﾁ 児童
おじいちゃん ジョン・バーニンガム／さく ほるぷ出版 198508 E ﾊﾆﾝ 児童
なかよしのくまさん ロバート・ブライト／さく 冨山房 199401 E ﾌﾗｲ 児童
おやすみなさいおつきさま マーガレット・ブラウン／さく 評論社 197909 E ﾌﾗｳ 児童
おばあちゃんのたんじょうび フランツ・ブランデンバーグ／ぶん アリス館 198209 E ﾌﾗﾝ 児童
うさこちゃんのおじいちゃんへのおくりもの ディック・ブルーナ／ぶん　え 福音館書店 2010.4 E ﾌﾙﾅ 児童
うさこちゃんのおじいちゃんとおばあちゃん ディック・ブルーナ／ぶん　え 福音館書店 2010.4 E ﾌﾙﾅ 児童
ちいさなちいさなおばあちゃん エルサ・ベスコフ／作 偕成社 2001.9 E ﾍｽｺ 児童
おばあさんのひっこし エドナ・ベッカー／作 福音館書店 2015.4 E ﾍﾂｶ 児童
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ぼくとオペラハウス アンドレア・ホイヤー／絵・文 カワイ出版 2001.2 E ﾎｲﾔ 児童
エルマーとエルドーおじいちゃん デビッド・マッキー／ぶんとえ ＢＬ出版 2002.11 E ﾏﾂｷ 児童
おじいちゃんとおばあちゃん エルサ・ミナリック／ぶん 福音館書店 198606 E ﾐﾅﾘ 児童
だいじなとどけもの エルサ・ミナリック／ぶん 福音館書店 198212 E ﾐﾅﾘ 児童
かなとおばあちゃん 安江リエ／さく 福音館書店 2012.4 E ﾔｽｴ 児童
おじいちゃんだいすき ロブ・ルイス／さく ほるぷ出版 199704 E ﾙｲｽ 児童
おじいちゃんのタイム・マシン 今村葦子／作 あすなろ書房 199511 913 ｲﾏﾑ 児童
あそびあいてはおばあさん 木島始／作 岩波書店 199611 913 ｷｼﾏ 児童
おばあさんの飛行機 佐藤さとる／作 偕成社 199905 913 ｻﾄｳ 児童
おばあちゃんとひみつのともだち ほりうちしのぶ／作 偕成社 2012.6 913 ﾎﾘｳ 児童
おじいちゃんは魔法つかい ジェイ・ウィリアムズ／作 学習研究社 198206 933 ｳｲﾘ 児童
おすのつぼにすんでいたおばあさん ルーマー・ゴッデン／文 徳間書店 2001.5 933 ｺﾂﾃ 児童
おばあちゃんのすてきなおくりもの カーラ・スティーブンズ／さく のら書店 199011 933 ｽﾃｲ 児童
あたまをつかった小さなおばあさん ホープ・ニューウェル／作 福音館書店 198111 933 ﾆﾕｳ 児童
おばあちゃんがいるから イルズ・マーグレツト・ヴォーゲル／作 岩波書店 199209 933 ﾎｹﾙ 児童
おばあちゃんのたんじょう日ばこ シャロン・ベル・マティス／作 偕成社 197911 933 ﾏﾃｲ 児童
おばあちゃんはハーレーにのって ニーナ・ボーデン／作 偕成社 2002.6 943 ﾎﾃﾝ 児童
おじいちゃんの桜の木 アンジェラ・ナネッティ／作 小峰書店 2002.8 973 ﾅﾈﾂ 児童
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