
分類 タイトル
E　ヤギ ☆ あーそーぼ やぎゅう　まちこ∥さく

E　ウン 書庫 あたらしいともだち トミー　ウンゲラー∥作 若松　宣子∥訳

E　タネ あのこのたからもの 種村　有希子∥作

E　イイ あのときすきになったよ 薫　くみこ∥さく 飯野　和好∥え

E　シモ ありがとうなかよし しもかわら　ゆみ∥作

E　カサ 書庫 あんなになかよしだったのに… かさい　まり∥作・絵

E　スロ 書庫 いっしょならもっといい ルイス　スロボドキン∥作 木坂　涼∥訳

E　タル いまからともだち くすのき　しげのり∥さく たるいし　まこ∥え

E　タジ 書庫 オオカミのともだち きむら　ゆういち∥文 田島　征三∥絵

E　スズ かえるくんとあたらしいおともだち 鈴木　真実∥作

E　カマ きっとあえる わたりどりのともだち 鎌田　暢子∥さく

E　ラタ きみだけの夜のともだち セング　ソウン　ラタナヴァン∥作 西 加奈子∥訳

E　ハセ きみたちきょうからともだちだ 中川　ひろたか∥文 長谷川　義史∥絵

E　キノ きみはたいせつなともだち 紀ノ本　恵美∥著

E　タネ きょう、おともだちができたの 得田　之久∥作 種村　有希子∥絵

E　ハセ けんかともだち 丘　修三∥作 長谷川　知子∥絵

E　イト 書庫 けんかのきもち 柴田　愛子∥文 伊藤　秀男∥絵

E　ナガ けんかのなかよしさん あまん　きみこ∥作 長野　ヒデ子∥絵

E　ホラ こぐまのともだちはどこ? ペトル・ホラチェック∥作 椎名　かおる∥訳

E　カタ ☆ コッコさんのともだち 片山　健∥さく・え

E　ヒカ こっちとあっち 谷川 俊太郎∥文 樋勝 朋巳∥絵

E　ワン ごめんね！ ノルベルト・ランダ∥作 ティム　ワーンズ∥絵

E　ブラ ゴリオとヒメちゃん アンソニー　ブラウン∥さく 久山　太市∥やく

E　イシ しんゆうだけどだいきらい 石山　さやか∥作・絵

E　イト ぜっこう 柴田　愛子∥文 伊藤　秀男∥絵

E　アレ ゾウのともだちフンパーディンク ショーン　テイラー∥さく クレア・アレクザンダー∥え

E　アオ たかこ 清水　真裕∥文 青山　友美∥絵

E　イモ たったひとりのともだち 原田　えいせい∥作 いもと　ようこ∥絵

E　ホリ たろうのともだち 村山  桂子∥さく 堀内　誠一∥え

E　タレ ちいさいきみとおおきいぼく ナディーヌ　ブラン　コム∥文 オリヴィエ　タレック∥絵

E　カワ ちいさなともだち 片山　令子∥さく かわかみ　たかこ∥え

E　フタ 小さなピスケのはじめての友だち 二木　真希子∥著

E　ロウ ティトとペピータふきげんなおてがみ アマリア・ロウ∥さく・え しみず　れいな∥やく

E　ベイ とびっきりのともだち エイミー　ヘスト∥文 エイミー　ベイツ∥絵

E　ヨシ ともだち くすのき　しげのり∥作 よしむら　めぐ∥絵

E　ミナ ともだち 内田　麟太郎∥詩 南塚　直子∥絵

E　オク ☆ ともだち ヘレン　オクセンバリー∥作

E　バニ ◎ ともだち ジョン　バーニンガム∥[作] 谷川　俊太郎∥訳

E　ワタ ともだち まつたに　みよこ∥ぶん わたなべ　さぶろう∥え

E　ワダ ともだち 谷川　俊太郎∥文 和田　誠∥絵

E　ドム トモダチ あいはら　ひろゆき∥作 Dôm Dôm∥絵

E　サト ともだち? うえの　よし∥作 さとう　のぶこ∥絵

E　フリ ◎ ともだちいっしゅうかん 内田　麟太郎∥作 降矢　なな∥絵

E　オオ ともだちいっぱい 新沢　としひこ∥作 大島　妙子∥絵

E　ウィ ◎ ともだちがかなしんでいますよ モー　ウィレムズ∥作 落合　恵子∥訳

きみとともだち
作者



E　ナガ ともだちがほしいの 柴田　愛子∥文 長野　ヒデ子∥絵

E　カウ ともだちがほしかったおばけ スザンヌ　コフマン∥作 ふしみ みさを∥訳

E　ナラ ともだちがほしかったこいぬ 奈良　美智∥絵と文

E　ビク ともだちからともだちへ アンソニー・フランス∥さく ティファニー・ビーク∥え

E　ナカ ともだちってだれのこと? 岩瀬　成子∥作 中沢　美帆∥絵

E　コミ ともだちできたよ 内田　麟太郎∥文 こみね　ゆら∥絵

E　ルヌ ともだちになったミーとチュー ヤン　ホンイン∥文 エレーヌ・ルヌヴー∥絵

E　ニゴ ともだちになっちゃった ますだ　ゆうこ∥ぶん にご  まりこ∥え

E　トモ 友だちになれるあめ 日本作文の会∥編 吉田　尚令∥絵

E　ヒロ ともだちになろうよ 中川　ひろたか∥さく ひろかわ　さえこ∥え

E　オク ともだちのいす 内田　麟太郎∥ぶん おくはら　ゆめ∥え

E　キク ともだちのいろ きくち　ちき∥作・絵

E　タカ ともだちのつくりかた たかい　よしかず∥さく

E　ヒロ ともだちのやくそく 中川　ひろたか∥さく ひろかわ　さえこ∥え

E　アン ともだちはどこ? J　W　アングランド∥作 小川　糸∥訳

E　イモ ともだちほしいなおおかみくん さくら　ともこ∥作 いもと　ようこ∥絵

E　マツ ともだちみつけた 森山　京∥作 松成　真理子∥絵

E　カワ ともだちみんな 東京都荒川区立東日暮里幼稚園のみなさん∥作 カワダ　クニコ∥作　絵　編集

E　ロベ なかなおり シャーロット　ゾロトウ∥文 アーノルド　ローベル∥絵

E　バリ なんでもおんなじ? コリンヌ・アヴェリス∥作 スーザン　バーレイ∥絵 

E　ミナ はじめてのおともだち よこた　あきこ∥さく みなみ　あきこ∥え

E　ボロ はじめてのともだち ジャータカものがたり 中川　素子∥再話 バーサンスレン　ボロルマー∥絵

E　マッ バズとベンツはおともだち? ハイディ・マッキノン∥さく よしはら　なお∥やく

E　ゴル ブウさん、だいじょうぶ? ともだちがたいへんなことになっていたら バレリー　ゴルバチョフ∥作 かわしま　まなみ∥訳

E　タジ ふしぎなともだち たじま　ゆきひこ∥作

E　トウ 書庫 ふたりのサンドウィッチ ラーニア・アル・アブドッラー∥さく ケリー・ディプキオ∥ぶん 

E　クセ ぼくとおおはしくん くせ　さなえ∥作

E　キタ ぼくとポチのおかしな12人のともだち きたやま　ようこ∥作

E　トネ ぼくのともだち とね　さとえ∥作・絵

E　ニシ ぼくのともだちカニやまさん ニシワキ　タダシ∥作・絵

E　ジャ ぼくのともだちは、あたまにはながさいている ジャーヴィス∥作 まきもり れい∥訳

E　セン ぼくはきみできみはぼく ルース　クラウス∥文 モーリス　センダック∥絵

E　タケ ますだくんとはじめてのせきがえ 武田　美穂∥作・絵

E　ヒロ またあした さえぐさ　ひろこ∥作 ひろかわ　さえこ∥絵

E　スギ まつげの海のひこうせん 山下　明生∥作 杉浦　範茂∥絵

E　イヌ まほうのともだちベンチ ウェンディ　メドゥール∥ぶん ダニエル　イグヌス∥え

E　スギ みちとなつ 杉田　比呂美∥さく

E　バト みんなからみえないブライアン トルーディ　ラドウィッグ∥作 パトリス　バートン∥絵

E　ロペ みんなとちがうきみだけど ジャクリーン　ウッドソン∥作 ラファエル・ロペス∥絵

E　カイ みんなともだち 二宮　由紀子∥さく 海谷　泰水∥え

E　ハセ むねがちくちく 長谷川　集平∥作/絵

E　カリ モモンガくんとおともだち くすのき　しげのり∥作 狩野　富貴子∥絵

E　スキ ようこそあたらしいともだち リチャード　スキャリー∥さく 木坂　涼∥やく

E　ムラ リスとアリとゾウ デイジー・ムラースコヴァー∥作 関沢　明子∥訳

E　キタ わたしのともだちポルポちゃん もとした　いづみ∥文 北見　葉胡∥絵
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☆：赤ちゃん絵本　　◎：シリーズ絵本

書庫：書庫に置いてある絵本


