
タイトル 著者 出版者 出版年
親子で学べるいちばんやさしいプログ
ラミングおうちでスタートＢＯＯＫ

熊谷　基継／著 すばる舎 2019.5 7.6 ｸﾏｶ 一般

親子でまなぶたのしい考古学 山岸　良二／文 同成社 2018.7 202.5 ﾔﾏｷ 一般
親子自転車旅のすすめ 大庭　純／著 東京図書出 2017.8 291 ｵｵﾊ 一般

シェルパ斉藤の親子旅２０年物語 斉藤　政喜／著
産業編集セン
ター

2021.2 291 ｻｲﾄ 一般Ｓ

一流の男が「育児」から学んでいる５
つのビジネススキル

嶋津良智／著
ＫＡＤＯＫＡＷ
Ａ

2014.3 336 ｼﾏｽ 一般Ｈ

「働くパパ」の時間術 栗田正行／著
日本実業出
版社

2012.6 365 ｸﾘﾀ 一般Ｈ

男性の育休 小室　淑恵／著 ＰＨＰ研究所 2020.9 366.3 ｺﾑﾛ 一般Ｓ
男性育休の困難 齋藤　早苗／著 青弓社 2020.8 366.3 ｻｲﾄ 一般
ワンオペ育児 藤田　結子／著 毎日新聞出 2017.6 366.3 ﾌｼﾀ 一般

イクメンで行こう！ 渥美由喜／著
日本経済新
聞出版社

2010.12 366.7 ｱﾂﾐ 一般Ｈ

父親を嫌っていた僕が「笑顔のパパ」
になれた理由

安藤哲也／著 廣済堂出版 2013.12 367.3 ｱﾝﾄ 一般Ｈ

パパの危機管理ハンドブック 安藤哲也／著 ホーム社 2012.2 367.3 ｱﾝﾄ 一般Ｈ
〈オトコの育児〉の社会学 工藤　保則／編 ミネルヴァ書 2016.5 367.3 ｸﾄｳ 一般

Ｄａｄｉｓｍ
ダッディズム編集
部／編

小学館集英
社プロダク

2013.12 367.3 ﾀﾂﾃ 一般

イクメンじゃない「父親の子育て」 巽　真理子／著 晃洋書房 2018.5 367.3 ﾀﾂﾐ 一般

知っておくべき産後の妻のこと 東野　純彦／著
幻冬舎メディ
アコンサル
ティング

2020.6 367.3 ﾄｳﾉ 一般

新しいパパの働き方
ファザーリング・
ジャパン／著

学研教育出
版

2014.7 367.3 ﾌｱｻ 一般

進化形態はイクメン
アンナ・メイチン
／著

光文社 2019.12 367.3 ﾒｲﾁ 一般

父親の科学
ポール・レイバー
ン／著

白揚社 2019.6 367.3 ﾚｲﾊ 一般

家族・働き方・社会を変える父親への
子育て支援

小崎　恭弘／編
著

ミネルヴァ書
房

2017.1 369.4 ｺｻｷ 一般

親子で！おうちで！さくっとできる！
超★簡単音のゲームあそび

井上　明美／著

ヤマハミュー
ジックエンタテ
インメントホー
ルディングス
ミュージックメ
ディア部

2020.6 379.9 ｲﾉｳ 一般

子どものココロとアタマを育む毎日７
分、絵本レッスン

山本直美／著
日東書院本
社

2011.4 379.9 ﾔﾏﾓ 一般

子どもと楽しむ工作・実験・自由研究
レシピ

曽江久美／ほか
著

実教出版 2012.6 407 ｿｴ 一般

つくってあそぼう！ 吉井　潤／著 青弓社 2018.6 407 ﾖｼｲ 一般
「お家にある材料」でおもしろ科学の
実験図鑑

セルゲイ・ウルバ
ン／著

原書房 2020.9 407.5 ｳﾙﾊ 一般

理系アタマを育てる家庭でできる理
科実験

千葉和義／著
週刊住宅新
聞社

2012.6 407.5 ﾁﾊ 一般

キッチンサイエンスラボ
Ｌｉｚ　Ｌｅｅ　Ｈｅｉｎｅ
ｃｋｅ／著

オライリー・
ジャパン

2020.8 407.5 ﾊｲﾈ 一般

小学校６年間の算数が１冊でしっかり
わかる本

小杉　拓也／著 かんき出版 2020.1 410 ｺｽｷ 一般

「えほんでＨＡＰＰＹ！　パパもじぃじも　読みメンになろう！
」
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タイトル 著者 出版者 出版年
雑学子どもにウケるたのしいクイズ 坪内　忠太／著 新講社 2016.7 460.4 ﾂﾎｳ 一般
子どもと一緒に覚えたい木の実の名 小南　陽亮／監 マイルスタッフ 2021.4 471.1 ｺﾄﾓ 一般

親子で遊べる昆虫知育ぶっく
ファーブル昆虫
館「虫の詩人の
館」／監修

朝日新聞出
版

2019.6 486 ｵﾔｺ 児童Ｈ

親子で楽しむかんたんプラモデル 廣田　恵介／著 スティングレイ 2019.8 507.9 ﾋﾛﾀ 一般

パリジャンが教えるヒゲの教科書
ジャン・アルティ
ニャン／著

パイインター
ナショナル

2020.8 595 ｱﾙﾃ 一般

男の眉毛スタイリング革命 佐々木　啓介／ 扶桑社 2019.5 595 ｻｻｷ 一般
男の料理完全ガイド 晋遊舎 2019.11 596 ｵﾄｺ 一般
男子ごはんの本　その１０ 国分　太一／著 ＭＣＯ 2018.4 596 ｺｸﾌ-10 一般
親子で楽しむかわいいデコ巻きずし 若生　久美子／ マガジンランド 2016.12 596.2 ﾜｶｲ 一般
親子で楽しむおとう飯カレー 井上　岳久／著 徳間書店 2018.2 596.3 ｲﾉｳ 一般
男の「きょうの料理」 ＮＨＫ出版／編 ＮＨＫ出版 2019.1 596.3 ｵﾄｺ 一般Ｓ

鬼弁
ＴＯＳＨＩ‐ＬＯＷ／
著

ぴあ株式会社
中部支社

2020.11 596.4 ﾄｼﾛ 一般

親子で作るお菓子のレシピクッキー
の絵本

えん９３／著 大泉書店 2020.11 596.6 ｴﾝｷ 一般

あかちゃんからのかぞくの医学 本間　真二郎／ クレヨンハウ 2021.1 598.3 ﾎﾝﾏ 一般
記者の子育て体験記 赤坂葉子／文 タルタルーガ 2013.1 599 ｱｶｻ 一般Ｈ
パパ１年生 安藤哲也／編著 かんき出版 2012.2 599 ｱﾝﾄ 一般Ｈ

男が育休を取ってわかったこと 池田大志／著
セブン＆アイ
出版

2014.5 599 ｲｹﾀ 一般Ｈ

フィンランド流イクメンＭＩＫＫＯの世界
一しあわせな子育て

ミッコ・コイヴマー
／著

かまくら春秋
社

2013.5 599 ｺｲｳ 一般Ｈ

わが家の子育てパパしだい！ 小崎恭弘／著 旬報社 2010.12 599 ｺｻｷ 一般Ｈ
育ジージがやってくる 菅谷　洋司／著 東方出版 2016.9 599 ｽｶﾔ いき５

祖父、ソフリエになる
ＮＰＯエガリテ大
手前／編

メディカ出版 2011.9 599 ｿﾌｿ 一般Ｈ

父親のための子育て読本
大日向雅美／指
導

母子保健事
業団

2014.3 599 ﾁﾁｵ 一般Ｈ

とーちゃんだからできる魔法の子育て
ＢＯＯＫ

川井道子／監修 笠倉出版社 2012.1 599 ﾄﾁﾔ 一般Ｈ

はじめてパパになる本 今田義夫／監修 有楽出版社 2008.6 599 ﾊｼﾒ 一般Ｈ

新しいパパの教科書
ファザーリング・
ジャパン／著

学研教育出
版

2013.1 599 ﾌｱｻ 一般Ｈ

育児ばかりでスミマセン。 望月昭／著 幻冬舎 2010.8 599 ﾓﾁｽ 一般Ｈ
旅する親子鉄 堀内　重人／著 交通新聞社 2019.12 686.2 ﾎﾘｳ 一般
シンパパ！ 大浦龍宇一／著 青志社 2014.1 778.2 ｵｵｳ 一般Ｈ
世界の外あそび こどもくらぶ／編 今人舎 2004.5 781 ｾｶｲ 児童

子どもの心と体を育む楽しいあそび 佐藤善人／編著
ベースボー
ル・マガジン

2015.1 781.9 ｻﾄｳ 一般

子どもから「すごい！」と言われる１０
０のこと

「すごい！」子育
て推進委員会／
著

アース・スター
エンターテイメ
ント

2011.9 781.9 ｽｺｲ 一般

幼児の運動あそび親子で楽しむ魔法
のレッスン帖

髙橋　宏文／著 メディアパル 2020.3 781.9 ﾀｶﾊ 一般

ジュニアサッカークーバー・コーチン
グキッズのプレーレベルアップメ

クーバー・コーチ
ング・ジャパン／

カンゼン 2020.7 783.4 ｸﾊｺ 一般

少年野球スコアのつけ方
日本野球機構／
監修

日本文芸社 2020.3 783.7 ｼﾖｳ 一般

子どもに水泳を教える５０のコツ 長谷　優／監修
メイツユニ
バーサルコン

2020.4 785.2 ｺﾄﾓ 一般

５ステップで完成！！親子で楽しいは
じめてのあやとり

福田　けい／監
修

朝日新聞出
版

2017.4 798 ﾌｱｲ 児童Ｈ

お父さんとお話のなかへ 原正和／著 本の泉社 2015.4 913 ﾊﾗ 協力Ｊ
お父さんはクールな娘に構われたい 永野　水貴／ ＫＡＤＯＫＡＷ 2019.4 913.6 ﾅｶﾉ 青少
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タイトル 著者 出版者 出版年

ネズミ父さん大ピンチ
ジェフリー・ガイ
／作

徳間書店 2007.12 933 ｶｲ 児童

うちへ帰れなくなったパパ
ラグンヒルド・ニ
ルスツン／作

徳間書店 199509 949 ﾆﾙｽ 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 協力Ｊ
きかんしゃやえもん 阿川弘之／文 岩波書店 198302 E ｱｶﾜ 協力Ｊ

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 協力Ｊ

がたんごとんがたんごとんざぶんざ 安西水丸／さく 福音館書店 2012.5 E ｱﾝｻ 児童
がたんごとんがたんごとん 安西水丸／さく 福音館書店 198706 E ｱﾝｻ 児童
ころころラッコこラッコだっこ 石津ちひろ／文 ＢＬ出版 2003.9 E ｲｼｽ 児童

１４ひきのあきまつり
いわむらかずお
／さく

童心社 199210 E ｲﾜﾑ 児童

１４ひきのあさごはん
いわむらかずお
／さく

童心社 198307 E ｲﾜﾑ 児童

タンタンのぼうし
いわむらかずお
／作

偕成社 197801 E ｲﾜﾑ 児童

せきたんやのくまさん
フィービ・ウォー
ジントン／さく・え

福音館書店 198705 E ｳｵｼ 児童

おおきなかぶ
内田莉莎子／再
話

福音館書店 196606 E ｳﾁﾀ 協力Ｊ

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

もぐらバス 佐藤雅彦／原案 偕成社 2010.4 E ｳﾁﾉ 児童

こすずめのぼうけん
ルース・エイン
ワース／作

福音館書店 197704 E ｴｲﾝ 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

おだんごぱん 瀬田貞二／やく 福音館書店 198212 E ｵﾀﾝ 環日Ｊ

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

だるまさんが
かがくいひろし／
さく

ブロンズ新社 2008.1 E ｶｶｸ 読みメン

だるまちゃんととらのこちゃん 加古里子／さく・ 福音館書店 198701 E ｶｺ 児童
からすのパンやさん 加古里子／絵・ 偕成社 198208 E ｶｺ 児童
おとうさんをまって 片山令子／さく 福音館書店 2007.11 E ｶﾀﾔ 児童
コッコさんのおみせ 片山健／さく・え 福音館書店 199501 E ｶﾀﾔ 児童

できるかな？
エリック・カール
／さく

偕成社 199710 E ｶﾙ 児童

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
ばけものつかい 川端誠／〔作〕 クレヨンハウ 199411 E ｶﾜﾊ 児童
たまごのあかちゃん 神沢利子／ぶん 福音館書店 198704 E ｶﾝｻ 児童

やさいのおなか
きうちかつ／さく・
え

福音館書店 199701 E ｷｳﾁ 児童

なにをたべてきたの？ 岸田衿子／文 佼成出版社 1978.5 E ｷｼﾀ 児童
ぎょうざつくったの きむらよしお／さ 福音館書店 199606 E ｷﾑﾗ 児童

９９９ひきのきょうだい 木村研／作
ひさかたチャ
イルド

198904 E ｷﾑﾗ 児童

きょうりゅうのかいかた
くさのだいすけ／
ぶん

岩波書店 198311 E ｸｻﾉ 児童

はるですはるのおおそうじ こいでたん／ぶ 福音館書店 199303 E ｺｲﾃ 児童
ぶーぶーぶー こかぜさち／ぶ 福音館書店 2007.4 E ｺｶｾ 児童
わにわにのごちそう 小風さち／ぶん 福音館書店 2007.2 E ｺｶｾ 児童
わにわにのおふろ 小風さち／ぶん 福音館書店 2004.1 E ｺｶｾ 児童
サンドイッチサンドイッチ 小西英子／さく 福音館書店 2008.9 E ｺﾆｼ 児童
ごぶごぶごぼごぼ 駒形克己／さく 福音館書店 199904 E ｺﾏｶ 児童
みんなうんち 五味太郎／さく 福音館書店 198109 E ｺﾐ 協力Ｊ
わにさんどきっはいしゃさんどきっ 五味太郎／作・ 偕成社 198406 E ｺﾐ 児童
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タイトル 著者 出版者 出版年
きんぎょがにげた 五味太郎／作 福音館書店 198208 E ｺﾐ 児童
ビビビビビ 五味太郎／作 偕成社 199406 E ｺﾐ 児童Ｈ
どどどどど 五味太郎／作 偕成社 199210 E ｺﾐ 児童Ｈ
おばけのひっこし 相良敦子／文 福音館書店 198906 E ｻｶﾗ 児童
おばけがぞろぞろ ささきまき／作 福音館書店 199406 E ｻｻｷ 児童
とりかえっこ さとうわきこ／作 ポプラ社 197806 E ｻﾄｳ 環日ＪＨ

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

おべんとうバス
真珠まりこ／作・
絵

ひさかたチャ
イルド

2006.1 E ｼﾝｼ 読みメン

いぬがいっぱい
グレース・スカー
ル／さく

福音館書店 198609 E ｽｶﾙ 協力Ｊ

ねこがいっぱい
グレース・スカー
ル／さく

福音館書店 198609 E ｽｶﾙ 児童

エンソくんきしゃにのる スズキコージ／さ 福音館書店 199009 E ｽｽｷ 児童
きゅうきゅうしゃのぴぽくん 砂田弘／作 偕成社 198305 E ｽﾅﾀ 児童

ぼちぼちいこか
マイク・セイラー
／さく

偕成社 198007 E ｾｲﾗ 児童

おばけいしゃ せなけいこ／ 童心社 199206 E ｾﾅ 児童

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

ばけものづかい 瀬名恵子／〔著〕 童心社 198304 E ｾﾅ 読みメン

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

ねずみのとうさんアナトール イブ・タイタス／ 童話館 199502 E ﾀｲﾀ 児童
みんなで！どうろこうじ 竹下文子／作 偕成社 2010.5 E ﾀｹｼ 読みメン
ピン・ポン・バス 竹下文子／作 偕成社 199610 E ﾀｹｼ 読みメン
とべバッタ 田島征三／作 偕成社 198807 E ﾀｼﾏ 児童
じごくのそうべえ 田島征彦／作 童心社 197805 E ﾀｼﾏ 児童

どろだんご
たなかよしゆき／
ぶん

福音館書店 2002.4 E ﾀﾅｶ 児童

ウラパン・オコサ 谷川晃一／作 童心社 199902 E ﾀﾆｶ 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

おならうた
谷川俊太郎／原
詩

絵本館 2006.6 E ﾀﾆｶ 読みメン

おばけのコンサート たむらしげる／作 福音館書店 2004.5 E ﾀﾑﾗ 児童

ありとすいか
たむらしげる／
作・絵

ポプラ社 2002.3 E ﾀﾑﾗ 児童Ｈ

おばけのバーバパパ
アネット・チゾン
／さく

偕成社 198210 E ﾁｿﾝ 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 国際Ｊ

おなら 長新太／さく 福音館書店 198308 E ﾁﾖｳ 協力Ｊ
チョコレートパン 長新太／さく 福音館書店 2010.3 E ﾁﾖｳ 児童
ゴムあたまポンたろう 長新太／作 童心社 199803 E ﾁﾖｳ 児童
てじな 土屋富士夫／作 福音館書店 2007.5 E ﾂﾁﾔ 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

おしゃべりなたまごやき 寺村輝夫／作 福音館書店 198212 E ﾃﾗﾑ 児童

バルボンさんのおでかけ
とよたかずひこ／
作・絵

アリス館 199810 E ﾄﾖﾀ 読みメン

ねずみくんのチョッキ なかえよしを／文 ポプラ社 197408 E ﾅｶｴ 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
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タイトル 著者 出版者 出版年

つみき
中川ひろたか／
ぶん

金の星社 2007.4 E ﾅｶｶ 読みメン

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 協力Ｊ

おとうさんがおとうさんになった日 長野ヒデ子／作 童心社 2002.5 E ﾅｶﾉ 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

くらいくらい
長谷川摂子／ぶ
ん

福音館書店 2006.1 E ﾊｾｶ 児童

めんめんばあ
長谷川摂子／ぶ
ん

福音館書店 2006.1 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

ぽんぽんポコポコ
長谷川義史／作
絵

金の星社 2007.1 E ﾊｾｶ 読みメン

いいからいいから 長谷川義史／作 絵本館 2006.1 E ﾊｾｶ 読みメン
おとうさんもういっかい　１ はたこうしろう／ アリス館 2013.6 E ﾊﾀ-1 読みメン
おとうさんもういっかい　２ はたこうしろう／ アリス館 2013.7 E ﾊﾀ-2 読みメン
おとうさんもういっかい　３ はたこうしろう／ アリス館 2013.8 E ﾊﾀ-3 読みメン

ベーコンわすれちゃだめよ！
パット・ハッチンス
／作

偕成社 197709 E ﾊﾂﾁ 児童

おやすみみみずく
パット・ハッチンス
／作

偕成社 197701 E ﾊﾂﾁ 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

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 協力Ｊ

ガンピーさんのふなあそび
ジョン・バーニン
ガム／さく

ほるぷ出版 198211 E ﾊﾆﾝ 協力Ｊ

１１ぴきのねこ 馬場のぼる／著 こぐま社 198610 E ﾊﾊ 児童
あそぼうあそぼうおとうさん 浜田桂子／さく 福音館書店 199705 E ﾊﾏﾀ 児童

ねずみのいえさがし
ヘレン・ピアス／
さく

童話屋 198411 E ﾋｱｽ 児童

かえるをのんだととさん 日野十成／再話 福音館書店 2008.1 E ﾋﾉ 児童Ｆ

はがぬけたらどうするの？
セルビー・ビー
ラー／文

フレーベル館 199905 E ﾋﾗ 国際Ｊ

うちのパパってかっこいい
アンソニー・ブラ
ウン／さく

評論社 2000.6 E ﾌﾗｳ 読みメン

ちょろりんととっけー 降矢なな／さく 福音館書店 199901 E ﾌﾘﾔ 児童

うさこちゃんとうみ
ディック・ブルー
ナ／ぶん　え

福音館書店 2010.4 E ﾌﾙﾅ 児童

うさこちゃんとどうぶつえん
ディック・ブルー
ナ／ぶん　え

福音館書店 2010.4 E ﾌﾙﾅ 児童

うさこちゃんとゆうえんち
ディック・ブルー
ナ／ぶん　え

福音館書店 2010.4 E ﾌﾙﾅ 児童

おーちゃんのおーけすとら
ディック・ブルー
ナ／ぶん　え

福音館書店 2010.4 E ﾌﾙﾅ 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 協力Ｊ

うんちしたのはだれよ！
ヴェルナー・ホル
ツヴァルト／文

偕成社 199311 E ﾎﾙﾂ 児童

ちびゴリラのちびちび
ルース・ボーンス
タイン／作

ほるぷ出版 197808 E ﾎﾝｽ 児童

でんしゃでいこうでんしゃでかえろう
間瀬なおかた／
作・絵

ひさかたチャ
イルド

2002.1 E ﾏｾ 読みメン

とっとことっとこ まついのりこ／さ 童心社 2003.5 E ﾏﾂｲ 児童
じゃあじゃあびりびり まついのりこ／さ 偕成社 2001.8 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
とこちゃんはどこ 松岡享子／さく 福音館書店 198204 E ﾏﾂｵ 児童
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タイトル 著者 出版者 出版年

ぴょーん
まつおかたつひ
で／作・絵

ポプラ社 2000.6 E ﾏﾂｵ 読みメン

のせてのせて 松谷みよ子／文 童心社 196907 E ﾏﾂﾀ 児童
いいおかお 松谷みよ子／文 童心社 196704 E ﾏﾂﾀ 児童
いないいないばあ 松谷みよ子／文 童心社 196704 E ﾏﾂﾀ 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

くんちゃんのはたけしごと
ドロシー・マリノ／
著

ペンギン社 198301 E ﾏﾘﾉ 児童

くっついた 三浦太郎／作・ こぐま社 2005.8 E ﾐｳﾗ 児童
さんまいのおふだ 水沢謙一／再話 福音館書店 198502 E ﾐｽｻ 児童Ｆ

ダンゴムシみつけたよ
皆越ようせい／
写真・文

ポプラ社 2002.7 E ﾐﾅｺ 児童

つぎ、とまります 村田エミコ／作 福音館書店 2013.2 E ﾑﾗﾀ 児童
うんこ日記 村中李衣／作 ＢＬ出版 2004.7 E ﾑﾗﾅ 読みメン
おおきい　ちいさい 元永定正 福音館書店 201110 E ﾓﾄﾅ 児童
がちゃがちゃどんどん 元永定正／さく 福音館書店 199004 E ﾓﾄﾅ 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

やさいだいすき 柳原良平／作・ こぐま社 2004.7 E ﾔﾅｷ 児童
かおかおどんなかお 柳原良平／作・ こぐま社 198801 E ﾔﾅｷ 児童
ドオン！ 山下洋輔／文 福音館書店 199503 E ﾔﾏｼ 児童
もけらもけら 山下洋輔／ぶん 福音館書店 199011 E ﾔﾏｼ 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 協力Ｊ

ひとまねこざる
Ｈ．Ａ．レイ／文・
絵

岩波書店 198309 E ﾚｲ 児童

ちいさいしょうぼうじどうしゃ
ロイス・レンス
キー／ぶん・え

福音館書店 198204 E ﾚﾝｽ 協力Ｊ

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 読みメン

とうさんおはなしして
アーノルド・ロー
ベル／作

文化出版局 198103 E ﾛﾍﾙ 児童

てんてんてん
わかやましずこ
／さく

福音館書店 199806 E ﾜｶﾔ 児童

しろくまちゃんのほっとけーき
わかやまけん／
〔ほか〕著

こぐま社 198406 E ﾜｶﾔ 児童

おとうさんあそぼう
わたなべしげお
／ぶん

福音館書店 198609 E ﾜﾀﾅ 児童

おふろだ、おふろだ！
わたなべしげお
／ぶん

福音館書店 198609 E ﾜﾀﾅ 児童

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
ぼくしんかんせんにのったんだ 渡辺茂男／さく あかね書房 198102 E ﾜﾀﾅ 読みメン
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