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たくさんのふしぎ　月刊 福音館書店 2010.7 405 ﾀｸｻ 児童

わたしお母さんになったら 鹿島和夫／編 理論社 199712 911 ﾜﾀｼ 児童

おかあさんになったつもり 森山京／作 フレーベル館 2002.10 913 ﾓﾘﾔ 児童

のっぽのサラ パトリシア・マクラクラン／作 徳間書店 2003.9 933 ﾏｸﾗ 児童

ラモーナとおかあさん べバリイ・クリアリー／作 学習研究社 2001.12 933 ｸﾘｱ 児童

わたしのおかあさんは世界一びじん ベッキー・ライアー／ぶん 大日本図書 2010.11 933 ﾗｲｱ 児童

わんぱくきょうだい大作戦 マヤ・ヴォイチェホフスカ／作 岩波書店 199703 933 ｳｵｲ 児童

あまのじゃくなかえる イ・サンベ／ぶん 少年写真新聞社 2005.2 E ｲ 児童

うさぎさんてつだってほしいの シャーロット・ゾロトウ／ぶん 冨山房 196304 E ｿﾛﾄ 児童

うずらちゃんのたからもの きもとももこ／さく 福音館書店 2013.10 E ｷﾓﾄ 児童

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

おかあさんがおかあさんになった日 長野ヒデ子／さく 童心社 199307 E ﾅｶﾉ 児童

おかあさんだいすき 光吉夏弥／訳・編 岩波書店 198011 E ﾌﾗﾂ 児童

おかあさんとあかちゃん 中谷千代子／ぶん・え 福音館書店 198311 E ﾅｶﾀ 児童

おかあさんといっしょ 薮内正幸／作 福音館書店 198504 E ﾔﾌｳ 児童Ｈ

おかあさんとおつかい 小沢良吉／さく 福音館書店 199305 E ｵｻﾜ 児童

おかあさんは、なにしてる？ ドロシー・マリノ／作・絵 徳間書店 2010.11 E ﾏﾘﾉ 児童

おなかがいたいこねずみ 征矢清／文 福音館書店 2014.2 E ﾔﾏｳ 児童

おふろでちゃぷちゃぷ 松谷みよ子／文 童心社 197005 E ﾏﾂﾀ 児童

かあさんふくろう イーディス・サッチャー・ハード／作 偕成社 2012.7 E ﾊﾄ 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

かずちゃんのおつかい 石井桃子／文 福音館書店 198908 E ｲｼｲ 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
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きのぼりこねこ 金尾恵子／さく 福音館書店 199411 E ｶﾅｵ 児童

きょうはなんのひ？ 瀬田貞二／作 福音館書店 197908 E ｾﾀ 児童

くもりのちはれせんたくかあちゃん さとうわきこ／さく・え 福音館書店 2006.6 E ｻﾄｳ 児童

くろねこかあさん 東君平／作 福音館書店 198812 E ﾋｶｼ 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

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

じゃがいもかあさん アニータ・ローベル／さく 偕成社 198207 E ﾛﾍﾙ 児童

せんたくかあちゃん さとうわきこ／さく・え 福音館書店 198208 E ｻﾄｳ 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

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

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

ピリカ、おかあさんへの旅 越智典子／文 福音館書店 2006.7 E ｵﾁ 児童

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／文・絵 福音館書店 197705 E ﾍｽｺ 児童

ぼくにげちゃうよ マーガレット・ブラウン／文 ほるぷ出版 197710 E ﾌﾗｳ 児童

ぼくのかあさん ヒュー・ルーウィン／文 すぐ書房 198908 E ﾙｳｲ 児童

ぼくのママはうんてんし おおともやすお／さく 福音館書店 2012.9 E ｵｵﾄ 児童

ポケットのないカンガルー エミイ・ペイン／さく 偕成社 199408 E ﾍｲﾝ 児童

ママ、あのね 福田幸広／写真 岩崎書店 2014.11 E ﾕｳｷ 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

ままですすきですすてきです 谷川俊太郎／ぶん 福音館書店 199202 E ﾀﾆｶ 児童

ママはびようしさん アンナ・ベングトソン／さく 福音館書店 2013.6 E ﾍﾝｸ 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

やまなしもぎ 平野直／再話 福音館書店 1977.11 E ﾋﾗﾉ 児童Ｆ
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