
Ｅ ム　５０×５０ Ｅ タ　４９ｃｍ

上野 与志／作 たむら しげる

村松 カツ／絵 　　　／作・絵

チャイルド本社 ポプラ社

・穴あきしかけ絵本 ・小学校低学年～

・３歳～

Ｅ ク　５０ｃｍ Ｅ イ　３６×５０

くすはら 順子 織田 道代／作

　　  　／人形制作 飯野 和好／絵 

チャイルド本社 鈴木出版

・わらべうた絵本 ・ことば遊び絵本

・１・2歳～ ・３・４歳～

Ｅ サ　５０ｃｍ Ｅ レ　５２ｃｍ

さいとう しのぶ
 レオ=レオニ／作

　　　　／構成・絵 谷川 俊太郎／訳

チャイルド本社 好学社

・わらべうた絵本 ・小学校教科書掲載

・１・２歳～

Ｅ ス　５０×５０ Ｅ ヤ　４９ｃｍ

ラビッツアイ／文・構成 やなせ たかし

鈴木 えりん／絵 　　　　／作・絵 

チャイルド本社 フレーベル館

・交通安全 ・アンパンマン原本の本

Ｅ マ　５０×５０ Ｅ チ　５０ｃｍ

ませ なおかた　 神沢 利子／文

　　　／作・絵 長 新太／絵 

チャイルド本社 あかね書房

・行事 ・小学校低学年以上

・しかけ絵本

・２・３歳～

丸亀市立中央図書館所蔵の大型絵本リストです。
1枚のカードで2冊借りられます。ご利用ください。

『あかまるちゃんとくろまるちゃん』 『ありとすいか』

『あっぷっぷ』 『あるのかな』

『あぶくたった』 『アレクサンダとぜんまいねずみ』

『あぶない！』 『あんぱんまん』

『あめのひのえんそく』 『いたずらラッコとおなべのほし』



Ｅ フ ３６×５０ Ｅ ミ　５０ｃｍ

藤本 ともひこ 安房 直子／文

　　　　　／作・絵 南塚 直子／絵

鈴木出版 小峰書店

・行事 ・５・６歳～

・「バス」シリーズ

・３・４歳～

Ｅ タ　５０ｃｍ Ｅ ア　５０ｃｍ

田中 四郎／絵 秋山 匡／作・絵

チャイルド本社 金の星社

・しかけ絵本 ・３歳～

・１・２歳～

Ｅ イ　４８×５０ Ｅ イ　１１６×２１

こんの ひとみ／作 岩井 俊雄／作

いもと ようこ／絵 偕成社

金の星社 ・「100かいだてのいえ」シリーズ

・３歳～ ・縦長本

・３歳～

Ｅ フ　３６×５０ Ｅ ク　４４×４４

藤本 ともひこ 山本 なおこ／作

　　　　　／作・絵 黒井 健／絵

鈴木出版 ポプラ社

・行事 ・３歳～

・「バス」シリーズ

・３・４歳～

Ｅ ハ　３６×５０ Ｅ セ　３８×３８

ねじめ 正一／作 村上 八千世／文

長谷川 義史／絵 せべ まさゆき／絵

鈴木出版 ほるぷ出版

・ことば遊び ・「うんこの絵本」シリーズ

・３・４歳～ ・健康・生活習慣

・２・３歳～

『いただきバス』 『うさぎのくれたバレエシューズ』

『いっしょにあそぼ！』 『うみキリン』

『いつもいっしょに』 『うみの１００かいだてのいえ』

『いもほりバス』 『ウララちゃんのたんじょうび』

『うがいライオン』 『うんこダスマン』



Ｅ ウ　３７×３９

チャイルド本社

・行事・運動会

・２・３歳～

Ｅ セ　３８×３８

村上 八千世／文

せべ まさゆき／絵 

ほるぷ出版

・「うんこの絵本」シリーズ

・健康・生活習慣

・２・３歳～

Ｅ タ　５１ｃｍ

増田 裕子／文

竹内 通雅／絵

そうえん社

・０～２歳

Ｅ オ　３７×３９ Ｅ テ　４４ｃｍ

手島 圭三郎／画・文 

チャイルド本社 リブリオ出版

・行事・月見 ・「北の森の動物たち」シリーズ

Ｅ オ　５０ｃｍ Ｅ ス　５０×５０

メルヘン立体童話企画／制作 山脇 恭／作

小沢 優／文 末崎 茂樹／絵 

メイト チャイルド本社

・しかけ絵本

・２・３歳～

『おいもほり・おつきみ』 『おおはくちょうのそら 』

『おおかみと7ひきのこやぎ』 『おかしなかくれんぼ』

『うんぴ・うんにょ・うんち・うんご 』 

『えらいえらい!』  

『うんどうかい』



Ｅ サ　３６×５０ Ｅ イ　４０×４５

Ａ.トルストイ／再話 くすのき しげのり／作

佐藤 忠良／画 石井 聖岳／絵

福音館書店 小学館

・ロシア民話 ・人権教育

・3歳～

Ｅ ム　５１ｃｍ Ｅ ハ　５０ｃｍ

佐藤 さとる／文 中川 ひろたか／作

むらかみ つとむ／絵 長谷川 義史／絵

偕成社 金の星社

・５歳～ ・「はじめてのﾃﾂｶﾞｸ」シリーズ

・3歳～

Ｅ ア　５０ｃｍ Ｅ ハ　５０ｃｍ

安野 光雅／作・絵 西本 鶏介／作

長谷川 義史／絵

メイト 鈴木出版

・４・５歳～ ・人権教育

・４・５歳～

Ｅ カ　３９×４８ Ｅ ス　５０ｃｍ

かがくい　ひろし／作 鈴木 博子

　 　／構成・絵

ブロンズ新社 チャイルド本社

・２・３歳～ ・行事・節分・歌の絵本

・１・２歳～

Ｅ サ　５３ｃｍ Ｅ ツ　５２ｃｍ

佐野 洋子／作・絵 tupera tupera／作

講談社 学研プラス

・５歳～ ・３歳～

『おしくら・まんじゅう』 『おにのパンツ』

『おじさんのかさ』 『おばけだじょ』

『おおきなきがほしい』 『おこる』

『おおきなもののすきなおうさま』 『おじいちゃんのごくらくごくらく 』

『おおきなかぶ』 『おこだでませんように』



Ｅ シ　５０ｃｍ Ｅ デ　３４×４３

塩田 守男／絵 ジャック・デュケノワ／作

さくら ともこ／文 おおさわ あきら／訳

メイト ほるぷ出版

・４・５歳～ ・「おばけのアンリ」シリーズ

・４・５歳～

Ｅ ミ　４４ｃｍ Ｅ セ　５０ｃｍ

宮西 達也／作・絵 瀬名 恵子／作・絵 

 

鈴木出版 ポプラ社

・２歳～ ・「おばけえほん」シリーズ

・３歳～

Ｅ ミ　４４ｃｍ Ｅ チ　４３×４９

宮西 達也／作・絵 アネット=チゾン／作

タラス=テイラー／作

鈴木出版 偕成社

・２歳～ ・３歳～

Ｅ デ　３３×４３ Ｅ イ　５０×５０

ジャック・デュケノワ／作 真木 文絵／作

おおさわ あきら／訳 石倉 ヒロユキ／絵

ほるぷ出版 チャイルド本社

・「おばけのアンリ」シリーズ ・しかけ絵本

・４・５歳～ ・２・３歳～

Ｅ デ　３４×４３ Ｅ ミ　４７ｃｍ

ジャック・デュケノワ／作 宮西 達也／作・絵 

おおさわ あきら／訳

ほるぷ出版 ポプラ社

・「おばけのアンリ」シリーズ ・３歳～

・４・５歳～

『おばけパーティ』 『おべんとくん』

『おばけびょうきになる』 『おまえうまそうだな』

『おっぱい』 『おばけのてんぷら』

『おとうさん・パパ・おとうちゃん』 『おばけのバーバパパ』

『おしゃれなおたまじゃくし』 『おばけの地下室たんけん』



Ｅ カ　３９ｃｍ Ｅ イ　４３×４３

かがくい ひろし／作 石川　浩二／作・絵 

ブロンズ新社 偕成社

・２歳～ ・しかけ絵本

・０歳～

Ｅ サ　５０ｃｍ Ｅ イ　４３×４３

さいとう しのぶ 石川　浩二／作・絵 

　　　　　／構成・絵

チャイルド本社 偕成社

・わらべうた絵本・食育 ・しかけ絵本

・１・２歳～ ・０歳～

Ｅ シ　５０ｃｍ Ｅ ア　２９×３４

真珠 まりこ／作・絵 きのした けい／作

阿部 真由美／絵

チャイルド本社 コクヨ

・行事 ・しかけ絵本・食育

・１・２歳～ ・０歳～

Ｅ オ　５０ｃｍ

メルヘン立体童話企画／制作

小沢 優／文 

メイト

・立体絵本

Ｅ オ　４４ｃｍ Ｅ タ　５０×３６

小野木 学／文・絵 つちや ゆきお／文

たけべ もといちろう／絵

ポプラ社 金の星社

・人権教育 ・人権教育

・３歳～ ・３歳～

『かたあしだちょうのエルフ』 『かわいそうなぞう』

『おやゆびひめ』

『おべんとうばこのうた』 『おめんです　2 』

『おべんとうバス』 『おやさいどうぞ』

『おふとんかけたら』 『おめんです　1 』



Ｅ カ　５０ｃｍ Ｅ バ　３８×３８

メルヘン立体童話企画／制作 ジョン・バーニンガム／作

佐竹 玲／文 みつよし なつや／訳

メイト ほるぷ出版

・２・３歳～

Ｅ セ　３８×３８ Ｅ テ　４４ｃｍ

村上 八千世／文 手島 圭三郎／画・文 

せべ まさゆき／絵

ほるぷ出版 リブリオ出版

・「うんこの絵本」シリーズ ・「北の森の動物たち」シリーズ

・学校生活・保健

・２・３歳～

Ｅ ナ　３６×５０ Ｅ タ　４８×５０

岸田 衿子／作 戸田 和代／作

中谷 千代子／絵 たかす かずみ／絵

福音館書店 金の星社

・３歳～ ・３歳～

Ｅ カ　５１ｃｍ Ｅ チ　４４ｃｍ

加古 里子／絵・文 長 新太／文・絵

偕成社 文研出版

・４歳～ ・３歳～

Ｅ ヨ　５２ｃｍ Ｅ ミ　５０ｃｍ

よしなが こうたく／作 宮西 達也／作・絵

長崎出版 鈴木出版

・食育・学校生活 ・２歳～

・４・５歳～

『給食番長』 『きょうはなんてうんがいいんだろう』

『かばくん』 『きつねのでんわボックス』

『からすのパンやさん』 『キャベツくん』

『がっこうでトイレにいけるかな?』 『きたきつねのゆめ』

『かちかちやま』 『ガンピーさんのふなあそび』



Ｅ ム　５０ｃｍ Ｅ フ　３６×５０

木村 研／文 長谷川 摂子／作

村上 康成／絵 降矢 なな／絵 

チャイルド本社 福音館書店

・「９９９ふきのきょうだい」シリーズ ・３歳～

・しかけ絵本

・４・５歳～

Ｅ ム　５０ｃｍ Ｅ ゴ　４２ｃｍ

木村 研／文 五味 太郎／作

村上 康成／絵

チャイルド本社 福音館書店

・「９９９ふきのきょうだい」シリーズ ・０歳～

・４・５歳～

Ｅ オ　６１ｃｍ

ドゥーガル・ディクソン

　　　　　　　　／作

集文社

Ｅ オ　５１×６０

冨田 幸光／監修

岡本 三紀夫／イラスト

チャイルド本社

・科学絵本

・３・４歳～

Ｅ ア　２９×３４ Ｅ オ　３６×５０

きのした けい／作 中川 李枝子／作

阿部 真由美／絵 大村 百合子／絵

コクヨ 福音館書店

・しかけ絵本・食育 ・「ぐりとぐら」シリーズ

・０歳～ ・３歳～

『くだものどうぞ』 『ぐりとぐら』

『恐竜』

『きょうりゅうのおおきさ』

『999ひきのきょうだいのおひっこし』 『きんぎょがにげた』

『999ひきのきょうだい』 『きょだいなきょだいな 』



Ｅ フ　４３×４７ Ｅ ヤ　３６×５０

ドン・フリーマン／作 中川 李枝子／文

まつおか きょうこ／訳 山脇 百合子／絵

偕成社 福音館書店

・３歳～ ・「ぐりとぐら」シリーズ

・行事・４歳～

Ｅ タ　６１ｃｍ Ｅ ヤ　５０ｃｍ

画像なし 多田 ヒロシ／作 中川 李枝子／文

山脇 百合子／絵

集文社 福音館書店

・３歳～ ・「ぐりとぐら」シリーズ

・クリスマス・３歳～

Ｅ ク　３７×３９ Ｅ ナ　５０ｃｍ

さくら ともこ／作

中村 景児／絵

チャイルド本社 岩崎書店

・行事・クリスマス ・食育

・３歳～

Ｅ イ　３８×３８ Ｅ ホ　３６×５０

いしかわ こうじ 西内 みなみ／作

　　　　　　／作・絵 堀内 誠一／絵

ポプラ社 福音館書店

・かたぬき絵本 ・４歳～

・行事・クリスマス

・１歳～

Ｅ ゴ　５２ｃｍ Ｅ タ　５０ｃｍ

五味 太郎／作 西本 鶏介／編・文

高部 晴市／絵

偕成社 鈴木出版

・ゲーム絵本 ・ことわざ絵本

・３歳～ ・４・５歳～

『クリスマス』 『グリーンマントのピーマンマン』

『クリスマスのかくれんぼ』 『ぐるんぱのようちえん』

『くらべてみよう 『ぐりとぐらのおきゃくさま』
　　　　　　<大きいぞうちいさいさい>』

『くまのコールテンくん』 『ぐりとぐらのえんそく』

『グレート・ワンダーシップへようこそ!』 『ことわざのえほん』



Ｅ ケ　３７×３９ Ｅ コ　５０ｃｍ

メルヘン立体童話企画／制作

佐竹 玲／文

チャイルド本社 メイト

・行事・敬老の日・勤労感謝の日 ・立体絵本

・３歳～

Ｅ カ　５６ｃｍ Ｅ モ　４２ｃｍ

エリック・カール／絵 元永 定正／作

もり ひさし／訳

偕成社 福音館書店

・アメリカのわらべ歌絵本 ・０歳～

・ＣＤ付き

・４歳～

Ｅ コ　５１×６０ Ｅ ク　５０×５０

千葉 とき子／監修 間所 ひさこ／作

黒井 健／絵

チャイルド本社 チャイルド本社

・写真絵本 ・２・３歳～

・４・５歳～

Ｅ ホ　３６×５０ Ｅ セ　３６×５０

ルース・エインズワース／作 瀬名 恵子／作・絵

堀内 誠一／画 

福音館書店 鈴木出版

・４歳～ ・３歳～

Ｅ カ　５３ｃｍ

香川 元太郎／作・絵

小野 展嗣／監修

ＰＨＰ研究所

・「迷路絵本」シリーズ

・４歳～

『けいろうのひ・きんろうかんしゃのひ』 『こぶとりじいさん』

『月ようびはなにたべる?』 『ころころころ』

『ここがせかいいち!』 『ころわんとしろいくも』

『こすずめのぼうけん』 『こわーいはなし』

『昆虫の迷路』



Ｅ ヤ　５０ｃｍ Ｅ テ　４４ｃｍ

瀬田 貞二／訳 手島 圭三郎

山田 三郎／絵        ／画・文 

福音館書店 リブリオ出版

・イギリス昔話 ・「北の森の動物たち」シリーズ

・３歳～

Ｅ ブ　４８ｃｍ Ｅ セ　３６×５０

マーシャ・ブラウン／絵 瀬名　恵子／作・絵 

瀬田　貞二／訳

福音館書店 鈴木出版

・北欧民話 ・３～４歳児

・４歳～

Ｅ シ　５０×５０ Ｅ シ　５０ｃｍ

ラビッツアイ／文・構成 メルヘン立体童話企画／制作

白土 あつこ／絵 小沢 優／文

チャイルド本社 メイト

・防災・避難訓練 ・立体絵本

・３歳児～

Ｅ シ　５０ｃｍ Ｅ ハ　３６×５０

メルヘン立体童話企画／制作 中村 翔子／作

佐竹 玲／文 はた こうしろう／絵

メイト 鈴木出版

・立体絵本 ・ことば遊び

・３～４歳児

Ｅ ヤ　４９ｃｍ Ｅ ハ　４２ｃｍ

川田 健／文 マーティン ハンドフォード

薮内 正幸／絵 　　　　　／作・絵

福音館書店 フレーベル館

・科学絵本 ・ﾊﾟｽﾞﾙ絵本

・４歳～ ・５歳～

『三びきのこぶた』 『しまふくろうのみずうみ』

『三びきのやぎのがらがらどん』 『じゃんけんぽん』

『じしんだ!』 『しらゆきひめ』

『したきりすずめ』 『しりとりのだいすきなおうさま』

『しっぽのはたらき』 『新ウォーリーをさがせ!』



Ｅ ハ　４２ｃｍ

マーティン ハンドフォード

　　　　　　／作・絵

フレーベル館

・ﾊﾟｽﾞﾙ絵本

・５歳～

Ｅ シ　５０ｃｍ

メルヘン立体童話企画／制作

小沢 優／文

メイト

・立体絵本

Ｅ シ　５０ｃｍ

メルヘン立体童話企画／制作

小沢 優／文

メイト

・立体絵本

Ｅ レ　５２ｃｍ Ｅ コ　３９×４２

レオ=レオニ／作 ビル・コッター／作

谷川 俊太郎／訳

好学社 サンクチュアリ出版

・小学校教科書掲載 ・２歳～

・３・４歳～

Ｅ ス　６１ｃｍ Ｅ セ　３７×３９

リチャード・スキャリー

　　　　　　　　／作

ＢＬ出版 チャイルド本社

・日本語と英語 ・行事・節分

・カタカナのふりがな付き ・３歳～

・３歳～

『新ウォーリーハリウッドへいく』

『シンデレラ』

『シンドバッドのぼうけん』

『スイミー』 『ぜったいにおしちゃダメ？』

『スキャリーおじさんのおおきなことばえほん』 『せつぶん』



Ｅ ア　４４ｃｍ Ｅ サ　３６×５０

もとした いづみ／作 さとう わきこ／作・絵

荒井 良二／絵

鈴木出版 福音館書店

・２・３歳～ ・３歳～

Ｅ ウ　５３ｃｍ Ｅ ス　４８×５０

トミー=アンゲラー／作 竹下 文子／文

いまえ よしとも／訳 鈴木 まもる／絵

偕成社 金の星社

・３歳～ ・乗り物絵本

・３歳～

Ｅ タ　３８×３８ Ｅ ナ　５０ｃｍ

たけだ みほ／作・絵 なかの ひろたか／作・絵

なかの まさたか／レタリング

ポプラ社 福音館書店

・「ますだくん」シリーズ ・２歳～

・３歳～

Ｅ ゾ　５１×６０

堀 浩／監修

内山 晟／写真

チャイルド本社

・写真絵本

・３歳～

Ｅ イ　１１６×２１

岩井 俊雄／作

偕成社

・「100かいだてのいえ」シリーズ

・縦長本

・３歳～

『すっぽんぽんのすけ』 『せんたくかあちゃん』

『すてきな三にんぐみ』 『せんろはつづく』

『すみっこのおばけ』 『ぞうくんのさんぽ』

『ぞうのはな』

『そらの100かいだてのいえ』



Ｅ ナ　３６×５０

なかや みわ／作・絵

福音館書店

・「そらまめくん」シリーズ

・３歳～

Ｅ ザ　５０ｃｍ Ｅ タ　３７×３９

ザ・キャビンカンパニー

　　　　　　／作・絵

鈴木出版 チャイルド本社

・４歳～ ・行事・七夕

・３歳～

Ｅ デ　３７×４４ Ｅ ア　５０ｃｍ

カール・ノラック／文 あかま あきこ／作・絵

クロード・K.デュボワ／絵

ほるぷ出版 チャイルド本社

・３歳～ ・しかけ絵本

・０・１歳～

Ｅ セ　４０ｃｍ Ｅ ア　５０ｃｍ

吉田 隆子／作 秋山 匡／作・絵

せべ まさゆき／絵

金の星社 鈴木出版

・食育 ・「たまごにんちゃん」シリーズ

・３歳～ ・４歳～

Ｅ ハ　４４ｃｍ Ｅ ア　５０ｃｍ

長谷川 義史／作 秋山 匡／作・絵

理論社 鈴木出版

・５歳～ ・「たまごにんちゃん」シリーズ

・４歳～

『そらまめくんのベッド』

『だいおういかのいかたろう』 『たなばた』

『だいすきっていいたくて』 『たまごをこんこんこん』

『たからものはなあに?』 『たまごにいちゃん』

『だじゃれ日本一周』 『たまごにいちゃんぐみ』



Ｅ モ　５０×５０ Ｅ ア　５０ｃｍ

ラビッツアイ／文・構成 秋山 匡／作・絵

森のくじら／絵

チャイルド本社 鈴木出版

・「子どもをまもる」シリーズ ・「たまごにいちゃん」続編

・防犯・安全 ・4歳～

・３歳～

Ｅ ヤ　４２ｃｍ Ｅ カ　３６×５０

神沢 利子／文 加古 里子／作・絵

柳生 弦一郎／絵

福音館書店 福音館書店

・０歳～ ・「だるまちゃん」シリーズ

・３歳～

Ｅ カ　３９×３９ Ｅ ヤ　５０×５０

加岳井 広／作 山本 忠敬／作・絵

ブロンズ新社 チャイルド本社

・「だるまさん」シリーズ ・しかけ絵本

・０歳～ ・３歳～

Ｅ カ　３９ｃｍ Ｅ ミ　３５×４４

加岳井 広／作 皆越 ようせい

　　　　／写真・文

ブロンズ新社 ポプラ社

・「だるまさん」シリーズ ・写真絵本

・０歳～ ・３歳～

Ｅ カ　３９ｃｍ Ｅ ニ　５０ｃｍ

加岳井 広／作 西巻 茅子／イラスト

森 比左志／シナリオ

ブロンズ新社 金の星社

・「だるまさん」シリーズ ・３歳～

・０歳～

『たすけて!』 『たまごねえちゃん』

『たまごのあかちゃん』 『だるまちゃんとてんぐちゃん』

『だるまさんが』 『たろうくんのじどうしゃ』

『だるまさんと』 『ダンゴムシみつけたよ』

『だるまさんの』 『ちいさなきいろいかさ』



Ｅ カ　３６×５０ Ｅ ヤ　５０ｃｍ

加古 里子／作・絵 篠塚 かをり／作

安井 淡／絵

福音館書店 金の星社

・「だるまちゃん」シリーズ ・３歳～

・３歳～

Ｅ イ　１１６×２１

岩井 俊雄／作

偕成社

・「100だてのいえ」シリーズ

・縦長本

・３歳～

Ｅ タ　４９ｃｍ

今江 祥智／文

田島 征三／絵

ポプラ社

・日本昔話

・３歳～

Ｅ ド　４４ｃｍ

ヘレン・バンナーマン／文

フランク・ドビアス／絵

瑞雲舎

・「とらとバター」の大型本

・４歳～

Ｅ ボ　３７×４２

ルース・ボーンスタイン／作

岩田 みみ／訳

ほるぷ出版

・２・３歳～

『だるまちゃんとかみなりちゃん』 『ちいさなくれよん』

『ちか100かいだてのいえ』

『ちからたろう』

『ちびくろ・さんぼ』

『ちびゴリラのちびちび』



Ｅ ミ　５０ｃｍ

宮西 達也／作・絵

鈴木出版

・「にゃーご」シリーズ

・４・５歳～

Ｅ サ　５０ｃｍ Ｅ ユ　３３×４３

戸田 和代／作 エルンスト・ヤンドゥル／作

沢田 としき／絵 ノルマン・ユンゲ／絵

鈴木出版 ほるぷ出版

・４歳～ ・２・３歳～

Ｅ ラ　４８ｃｍ Ｅ カ　５０ｃｍ

エウゲーニー・M.ラチョフ／絵 香山 美子／作

内田 莉莎子／訳 柿本 幸造／絵

福音館書店 チャイルド本社

・ウクライナ民話 ・３・４歳～

・３歳～

Ｅ マ　５０×５０ Ｅ イ　３８×３８

ませ なおかた／作・絵 石川 浩二／作

チャイルド本社 ポプラ社　

・乗り物しかけ絵本 ・かたぬき絵本

・２・３歳～ ・３歳～

Ｅ ト　４３ｃｍ Ｅ タ　５０ｃｍ

豊田　一彦／著 聞かせ屋。けいたろう／文

高畠 純／絵

アリス館 アリス館

・穴あきしかけ絵本 ・行事・保健

・３歳～ ・３歳～

『ちゅーちゅー』

『つきよのくじら』 『ドアがあいて…』

『てぶくろ』 『どうぞのいす』

『でんしゃでいこうでんしゃでかえろう』 『どうぶついろいろかくれんぼ』

『でんしゃにのって』 『どうぶつしんちょうそくてい』



Ｅ カ　５３ｃｍ Ｅ タ　５０ｃｍ

香川 元太郎／作・絵 聞かせ屋。けいたろう／文

高畠 純／絵

PHP研究所 アリス館

・「迷路絵本」シリーズ ・行事・保健

・４歳～ ・３歳～

Ｅ カ　５３ｃｍ Ｅ マ　５０×５０

香川 元太郎／作・絵 ませ なおかた／作・絵

PHP研究所 チャイルド本社

・「迷路絵本」シリーズ ・２・３歳～

・４歳～

Ｅ セ　３６×５０ Ｅ ナ　３７×５４

瀬名 恵子／作・絵 なかや みわ／作

鈴木出版 学研プラス

・３歳～ ・「どんぐりむら」シリーズ

・３歳～

Ｅ タ　４３×５４ Ｅ ス　５０ｃｍ

田島 征三／作 上野 与志／作

末崎 茂樹／絵

偕成社 チャイルド本社

・４歳～ ・２・３歳～

Ｅ デ　４２ｃｍ Ｅ ア　５０ｃｍ

ウィルバート・オードリー／原作 あきやま ただし／作・絵

ロビン・デイビス／絵

ポプラ社 金の星社

・「汽車のえほん」シリーズ ・３歳～

・３歳～

『伝説の迷路』 『どうぶつたいじゅうそくてい』

『時の迷路』 『ドライブにいこう』

『となりのたぬき』 『どんぐりむらのぱんやさん』

『とべバッタ』 『とんとんとん』

『トーマスきゃくしゃをひく』 『とんとんとん』



Ｅ フ　５０ｃｍ Ｅ フ　５０ｃｍ

内田 麟太郎／作 藤本 ともひこ

降矢 なな／絵 　　　　／構成・絵

偕成社 チャイルド本社

・「おれたち　ともだち！」シリーズ ・手遊び歌絵本

・３歳～ ・１・２歳～

Ｅ ナ　５０ｃｍ Ｅ ニ　５０ｃｍ

メルヘン立体童話企画／制作 メルヘン立体童話企画／制作

小沢 優／文 小沢 優／文

メイト メイト

・立体絵本 ・立体絵本

Ｅ ナ　５０ｃｍ Ｅ ワ　４４ｃｍ

岸田 衿子／文 和歌山 静子／絵

長野 博一／絵

佼成出版社 鈴木出版

・２・３歳～ ・日本民話・食育

・２～３歳児

Ｅ フ　４７ｃｍ Ｅ ウ　４４ｃｍ

マーカス・フィスター／作 なかえ よしを／作

谷川 俊太郎／訳 上野 紀子／絵

講談社 ポプラ社

・「にじいろのさかな」シリーズ ・「ねずみくんｎチョッキ」シリーズ

・３歳～ ・３歳～

Ｅ ヤ　４８×５０ Ｅ イ　５０ｃｍ

こやま 峰子／作 山下 明生／作

やなせ たかし／絵 いわむら かずお／絵

金の星社 チャイルド本社

・３歳～ ・「７っごねずみ」シリーズ

・４・５歳児～

『ともだちや』 『とんとんとんとんひげじいさん』

『ながぐつをはいたねこ』 『にんぎょひめ』

『なにをたべてきたの?』 『にんじんとごぼうとだいこん』

『にじいろのさかな』 『ねずみくんのチョッキ』

『にじいろのしまうま』 『ねずみのいもほり』



Ｅ ミ　５０ｃｍ Ｅ フ　５０×５０

宮西 達也／作・絵 藤本 四郎／作・絵

鈴木出版 チャイルド本社

・小学校教科書掲載 ・行事

・「にゃーご」シリーズ ・２・３歳～

・４歳～

Ｅ イ　５０ｃｍ

山下 明生／作

いわむら かずお／絵

チャイルド本社

・「７っごねずみ」シリーズ

・４・５歳～

Ｅ イ　５０ｃｍ

山下 明生／作

いわむら かずお／絵

チャイルド本社

・「７っごねずみ」シリーズ

・４・５歳～

Ｅ イ　５０ｃｍ

山下 明生／作

いわむら かずお／絵

チャイルド本社

・「７っごねずみ」シリーズ

・４・５歳～

Ｅ ク　４４×４４

工藤 ノリコ／著

白泉社

・「ノラネコぐんだん」シリーズ

・４歳～

『にゃーご』 『ねずみのえんそくもぐらのえんそく』

『ねずみのかいすいよく』

『ねずみのさかなつり』

『ねずみのでんしゃ』

『ノラネコぐんだんきしゃぽっぽ』



Ｅ イ　３８×３８

石川 浩二／作・絵

ポプラ社

・かたぬき絵本

・３歳～

Ｅ ハ　３６×５０ Ｅ ミ　３６×５０

筒井 頼子／作 宮西 達也／作・絵

林 明子／絵

福音館書店 鈴木出版

・３歳～ ・３歳～

Ｅ オ　４４ｃｍ Ｅ カ　５９ｃｍ

新沢 としひこ／作 エリック=カール／作

大和田 美鈴／絵 もり ひさし／訳

鈴木出版 偕成社

・２・３歳～ ・しかけ絵本

・３歳～

Ｅ オ　４４ｃｍ Ｅ カ　４９ｃｍ

新沢 としひこ／作 加古 里子／文・絵

大和田 美鈴／絵

鈴木出版 福音館書店

・「はじめまして」バイリンガル版 ・科学絵本

・２・３歳～ ・４歳～

Ｅ キ　４４ｃｍ Ｅ シ　３２×４１

木村 泰子／作・絵 島田 ゆか／作・絵

ポプラ社 文溪堂

・３歳～ ・「バムケロ」シリーズ

・４歳～

『のりものいろいろかくれんぼ』

『はじめてのおつかい』 『はなすもんかー! 』

『はじめまして』 『パパ、お月さまとって!』

『はじめまして How Do You Do?』 『はははのはなし』

『ぱっくんおおかみときょうりゅうたち』 『バムとケロのおかいもの』



Ｅ ハ　４２ｃｍ Ｅ シ　３２×４１

征矢 清／作 島田 ゆか／作・絵

林 明子／絵

福音館書店 文溪堂

・２歳～ ・「バムケロ」シリーズ

・４歳～

Ｅ シ　３２×４１ Ｅ ト　３６×４０

島田 ゆか／作・絵 豊田 一彦／著

文溪堂 アリス館

・「バムケロ」シリーズ ・２・３歳～

・４歳～

Ｅ シ　３２×４１ Ｅ イ　３８×３８

島田 ゆか／作・絵 いしかわ こうじ／作・絵

文溪堂 ポプラ社

・「バムケロ」シリーズ ・かたぬき絵本

・４歳～ ・１歳～

Ｅ シ　３２×４１

島田 ゆか／作・絵

文溪堂

・「バムケロ」シリーズ

・４歳～

Ｅ カ　４２×５８

エリック・カール／作

もり ひさし／訳

偕成社

・穴あきしかけ絵本

・４歳～

『はっぱのおうち』 『バムとケロのさむいあさ』

『バムとケロのそらのたび』 『バルボンさんのおでかけ』

『バムとケロのにちようび』 『ハロウィンのかくれんぼ』

『バムとケロのもりのこや』

『はらぺこあおむし』



Ｅ ミ　５０ｃｍ

宮西 達也／作・絵

鈴木出版

・「ぱっくんおおかみ」シリーズ

・４歳～

Ｅ イ　５０ｃｍ Ｅ タ　４１ｃｍ

斎藤 隆介／作 谷口 智則／作・絵

岩崎 ちひろ／絵

岩崎書店 文溪堂

・人権教育 ・行事・クリスマス

・４歳～ ・２・３歳～

798 ア　６１ｃｍ Ｅ イ　１１６×２１

キャロライン・アストロップ／作 岩井 俊雄／作

ジョン・アストロップ／作

集文社 偕成社

・「１００かいだてのいえ」シリーズ

・縦長本

・３歳～

Ｅ ム　５０ｃｍ Ｅ マ　３７×３７

かさい まり／文 松岡 達英／作・絵

村上 康成／絵

チャイルド本社 ポプラ社

・２・３歳～ ・０歳～

Ｅ ア　４４ｃｍ Ｅ ミ　５０ｃｍ

秋山 匡／作・絵 みやにし たつや／作・絵

鈴木出版 金の星社

・２・３歳～ ・「ふしぎなおみせやさん」シリーズ

・３歳～

『はらぺこおおかみとぶたのまち』

『ひさの星』 『100にんのサンタクロース』

『ビッグゲーム』 『100かいだてのいえ』

『ぴっけやまのおならくらべ』 『ぴょーん』

『ひつじぱん』 『ふしぎなカサやさん』



Ｅ ヒ　３７×３９ Ｅ ミ　５０ｃｍ

宮西 達也／作・絵

チャイルド本社 金の星社

・行事・ひなまつり・こどものひ ・「ふしぎなおみせやさん」シリーズ

・３歳～ ・３歳～

Ｅ ミ　３６×５０ Ｅ ア　５０ｃｍ

宮西 達也／作・絵 秋山 匡／作・絵

鈴木出版 金の星社

・ことば遊び絵本 ・「へんしん」シリーズ

・３・４歳～ ・３歳～

Ｅ バ　４４×４４ Ｅ ハ　３３×３９

芭蕉 みどり／作・絵 マーガレット・W.ブラウン／文

クレメント・ハード／絵

ポプラ社 ほるぷ出版

・行事・クリスマス ・２・３歳～

・３歳～

Ｅ レ　５２ｃｍ Ｅ チ　５３ｃｍ

レオ=レオニ／作 長 新太／作・絵

谷川 俊太郎／訳

好学社 講談社

・小学校教科書掲載 ・２歳～

・５歳～

Ｅ ブ　５０ｃｍ Ｅ ミ　５０ｃｍ

メルヘン立体童話企画／制作 加藤 ますみ／作

佐竹 玲／文 水野 二郎／絵

メイト チャイルド本社

・立体絵本 ・４・５歳～

『ひなまつり・こどものひ』 『ふしぎなキャンディーやさん』

『ぶたくんと100ぴきのおおかみ』 『へんしんオバケ』

『ふゆのよるのおくりもの』 『ぼくにげちゃうよ』

『フレデリック』 『ぼくのくれよん』

『ぶんぶくちゃがま』 『ぽんたのじどうはんばいき』



Ｅ カ　５３ｃｍ

香川 元太郎／作・絵

PHP研究所

・迷路絵本

・４歳～

Ｅ ヒ　４４ｃｍ Ｅ ゴ　４９ｃｍ

間部 香代／作 五味 太郎／作

ひろかわ さえこ／絵

鈴木出版 福音館書店

・新入学応援本 ・科学絵本

・２・３歳～ ・４歳～

Ｅ コ　４２ｃｍ Ｅ カ　５０×５０

画像なし このみ ひかる／作・絵 薫 くみこ／作

かとう ようこ／絵

国土社 チャイルド本社

・２・３歳～

Ｅ ゴ　４３×４５ Ｅ フ　３６×５０

五味 太郎／作・絵 長谷川 摂子／作

ふりや なな／画

偕成社 福音館書店

・しかけ絵本 ・３歳～

・行事・クリスマス

・３歳～

Ｅ フ　３６×５０ Ｅ モ　４４ｃｍ

藤本 ともひこ／作・絵 谷川 俊太郎／作

元永 定正／絵

鈴木出版 文研出版

・行事・節分 ・０歳～

・３・４歳～

『文明の迷路』

『まーだだよ』 『みんなうんち』

『まちがいさがし びっくり12か月』 『みんなでんしゃ』

『まどから★おくりもの』 『めっきらもっきらどおんどん』

『まめまきバス』 『もこもこもこ』



Ｅ ミ　５０ｃｍ Ｅ ナ　５０×５０

メルヘン立体童話企画／制作 中川 ひろたか／作

小沢 優／文 長野 ヒデ子／絵

メイト チャイルド本社

・立体絵本 ・２・３歳～

Ｅ モ　３７×３９ Ｅ ハ　５１ｃｍ

末吉 暁子／作

林 明子／絵

チャイルド本社 偕成社

・行事・お正月 ・かくし絵の絵本

・３歳～ ・４歳～

Ｅ シ　５３ｃｍ Ｅ ス　４４ｃｍ

真珠 まりこ／作・絵 長野 ヒデ子／作

スズキ コージ／絵

講談社 鈴木出版

・「もったいないばあさん」シリーズ ・２・３歳～

・３歳～

Ｅ シ　５３ｃｍ

真珠 まりこ／作・絵

講談社

・「もったいないばあさん」シリーズ

・食育

・３歳～

Ｅ ア　３６×３７

松居 直／文

赤羽 末吉／画

福音館書店

・日本昔話

・５・６歳～

『みにくいあひるのこ』 『もちづきくん』

『もちつき・おしょうがつ』 『もりのかくれんぼう』

『もったいないばあさん』 『もりもりくまさん』

『もったいないばあさんのいただきます』

『ももたろう』



Ｅ ニ　４２ｃｍ

西村 敏雄／作

福音館書店

・２歳～

Ｅ ツ　３６×３６ Ｅ シ　５１ｃｍ

tupera tupera／作 レミー・シャーリップ／作

やぎた よしこ／訳

学研教育出版 偕成社

・しかけ絵本 ・英語の原文も併記

・食育 ・３歳～

・０歳～

Ｅ ヤ　４９ｃｍ Ｅ ア　５６ｃｍ

やなせ たかし／作・絵 新井 洋行／作・絵

フレーベル館 偕成社

・人権教育 ・１歳～

・４歳～

Ｅ キ　４３ｃｍ Ｅ カ　５０×５０

北山 葉子／作 香山 美子／作

柿本 幸造／絵

あかね書房 チャイルド本社

・「ゆうたくんちのいばりいぬ」シリーズ ・２・３歳～

・３歳～

Ｅ キ　４３ｃｍ Ｅ ジ　３４×４３

北山 葉子／作 マイク・サーラー／文

ジェリー・ジョイナー／絵

あかね書房 ほるぷ出版

・「ゆうたくんちのいばりいぬ」シリーズ ・２・３歳～

・３歳～

『もりのおふろ』

『やさいさん』 『よかったねネッドくん』

『やさしいライオン』 『れいぞうこ』

『ゆうたとさんぽする』 『ろばさんのかわいいバッグ』

『ゆうたはともだち』 『わゴムはどのくらいのびるかしら?』



Ｅ ヒ　４１×４５ 491 ア　６１ｃｍ

広瀬 克也／作 ネイル・アードレー／作

ディビット・ウエスト／作

絵本館 集文社

・交通安全 たのしい幼稚園かんさつ絵本シリーズ

・３歳～

Ｅ ヤ　４２ｃｍ

小風 さち／文

山口 マオ／絵

福音館書店

・２歳～

Ｅ ス　５０ｃｍ

ゆきの ゆみこ／作

末崎 茂樹／絵

チャイルド本社

・「わんぱくだん」シリーズ

・４・５歳～

『わんぱくだんのはしれ!いちばんぼし』

『妖怪交通安全』 『わたしたちのからだ』

『わにわにのおふろ』


