
〈 絵本 〉

分類 タイトル

E　スキ あかちゃんうさぎとパパ バッツィ　スキャリー　さく リチャード　スキャリー　え

E　タケ イチロくん 竹内　通雅　作

E　タカ うちのとうちゃんうちのねこ 高部　晴市　作・絵

E　ハレ うちのパパが世界でいちばん！ ハリエット・ジィーフェルト　ぶん アマンダ・ハーレイ　え

E　ブラ うちのパパってかっこいい アンソニー　ブラウン　さく 久山　太市　やく

E　ヘネ ◎ おさかなちゃんのパパかっこいい！ ヒド　ファン　ヘネヒテン　作・絵

E　アキ おとうさん 秋山　とも子　作

Ｅ　ツチ おとうさん つちだ　よしはる　著

Ｅ　セベ おとうさん 中村　徹　作 せべ　まさゆき　絵

Ｅ　ミス おとうさん!おとうさん! 中川　ひろたか　さく ミスミ　ヨシコ　え

Ｅ　スズ おとうさんをまって 片山　令子　さく スズキ　コージ　え

Ｅ　ゴル おとうさんがいちばん バレリー　ゴルバチョフ　作 那須田　淳　訳

Ｅ　ナガ おとうさんがおとうさんになった日 長野　ヒデ子　作

Ｅ　ツカ おとうさんだいすき 司　修　作文絵

Ｅ　コジ おとうさんといっしょ 工藤　直子　文 こじま　がらん　絵

Ｅ　カク ◆ おとうさんねずみのクリスマスイブ クレメント　Ｃ　ムーア　げんさく ダニエル　カーク　ぶんとえ

Ｅ　イマ おとうさんの絵 忌野　清志郎　絵 相馬　公平　文

Ｅ　タカ おとうさんのえほん 高畠　純　作

Ｅ　ミウ おとうさんのかさ 三浦　太郎　作

Ｅ　チョ おとうさんの木 最上　一平　さく 長　新太　え

Ｅ　スギ ◆ おとうさんのクリスマスプレゼント スギヤマ　カナヨ　著

Ｅ　シュ おとうさんのちず ユリ　シュルヴィッツ　作 さくま　ゆみこ　訳

Ｅ　イリ おとうさんぼくおさかなつったよ！ いりやま　さとし　著

Ｅ　ハセ おとうさんぼくね… 長谷川　義史　さく・え

Ｅ　ｽｽﾞ おとうさんはうんてんし 平田　昌広　作 鈴木　まもる　絵

Ｅ　ｽｽﾞ おとうさんはしょうぼうし 平田　昌広　作 鈴木　まもる　絵

Ｅ　オオ おとうさんはスーパースター 中川　ひろたか　作 大橋　重信　絵

Ｅ　スズ おとうさんはだいくさん 平田　昌広　作 鈴木　まもる　絵

Ｅ　スズ おとうさんはパンやさん 平田　昌広　作 鈴木　まもる　絵

Ｅ　ニシ おとうちゃんとぼく にしかわ　おさむ　ぶん・え

Ｅ　ギュ おむかえパパ ナディーヌ　ブランコム　文 オレリー　ギュレ　絵

Ｅ　イ かみになっちゃったパパ イ　ジウン　ぶん/え わたなべ　なおこ　やく

Ｅ　ササ かわいいおとうさん 山崎　ナオコーラ　ぶん ささめや　ゆき　え

Ｅ　ガン ☆１ がんばれ!ルルロロ パパだいすき あいはら　ひろゆき　文

Ｅ　ミヤ キツネのおとうさんがニッコリわらっていいました みやにし　たつや　作絵

Ｅ　プリ ココ、きみのせいじゃない ヴィッキー・ランスキー　著 ジェーン・プリンス　絵

Ｅ　アン ３６人のパパ イアン・リュック・アングルベール　作 ひろはた　えりこ　訳

Ｅ　イマ しゅりけんとうちゃん 寿　金之輔　作 忌野　清志郎　絵

Ｅ　カル すきすきパパ イザベル　マルチンス　文 ベルナルド　カルヴァーリョ　絵

Ｅ　レン ☆２ スモールさんはおとうさん ロイス・レンスキー　文と絵 渡辺　茂男　訳

Ｅ　バン だいすきなパパ ヘルガ　バンシュ　作/絵 さとう　よしこ　訳

Ｅ　バグ だいすきなパパへ ジェシカ　バグリー　作 なかがわ　ちひろ　訳

Ｅ　キン だいすき、パパ！ マーガレット　ワイルド　ぶん スティーブン　マイケル　キング　え

Ｅ　ツヨ とうさん 内田　麟太郎　文 つよし　ゆうこ　絵

Ｅ　アベ とうちゃん、おかえり 村中　李依　作 あべ　弘士　絵
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Ｅ　ノム とうちゃんはかんばんや 平田　昌広　作 野村　たかあき　絵

Ｅ　イト とうちゃんなんかべーだ！ 伊藤　秀男　作

Ｅ　エリ トーラとパパの夏休み リーサ　モローニ　文 エヴァ　エリクソン　絵

Ｅ　ﾋｶﾞ なんにもできないおとうさん ひがし　ちから　作・装幀

Ｅ　ミヤ はじめてのおとうさんはウルトラマン みやにし　たつや　作絵

Ｅ　キム ぱっくんおおかみおとうさんににてる 木村　泰子　作・絵

Ｅ　チョ はなちゃんおさんぽ 中川　ひろたか　文 長　新太　絵

Ｅ　チョ はなちゃんおふろ 中川　ひろたか　文 長　新太　絵

Ｅ　チョ はなちゃんすべりだい 中川　ひろたか　文 長　新太　絵

Ｅ　ケン パパ、おはなしして モイラ・ケンプ　さく たなか　まや　やく

Ｅ　キク ◎ パパおふろ きくち　ちき　作

Ｅ　モエ パパがサーカスと行っちゃった エットガール・キャロット　文 ルートゥー・モエダン　絵

Ｅ　イイ パパ、かばになる 安江　リエ　作 飯野　まき　絵

Ｅ　ビン パパがやいたアップルパイ ローレン・トンプソン　文 ジョナサン・ビーン　絵

Ｅ　タケ パパ・カレー 武田　美穂　作

Ｅ　ヒュ パパ、サンドイッチつくってあげる！ ピップ・ジョーンズ　ぶん

Ｅ　ﾌﾞﾗ パパだいすき セバスチャン・ﾌﾞﾗｳﾝ　さく・え

Ｅ　ｺﾗ パパーッ！ フィリップ・コランタン　作・絵 薫　くみこ　訳

Ｅ　ｽｽﾞ パパとあたしのキャンプ 鈴木　永子　作・絵

Ｅ　ｽｽﾞ パパとあたしのさがしもの 鈴木　永子　作・絵

Ｅ　ﾖｺ パパとおさんぽ よこやま　みなこ　作・絵

Ｅ　ﾌｨ パパとニルスおやすみなさいのそのまえに マーカス　フィスター　作 那須田　淳　訳

Ｅ　ﾌｨ パパとニルスもっとおおきくなったらね！ マーカス　フィスター　作 那須田　淳　訳

Ｅ　ｼﾞｪ パパとママのたからもの サム　マクブラットニィ　ぶん アニタ　ジュラーム　え

Ｅ　ｵｷﾞ パパとママのつかいかた ピーター　ベントリー　ぶん サラ　オギルヴィー　え

Ｅ　ｵﾑ パパにあいたい ビーゲン　セン　作 オームラ　トモコ　絵

Ｅ　ﾓﾝ パパのカノジョは ジャニス・レヴィ　作 クリス・モンロー　絵

Ｅ　ヨシ パパのしごとはわるものです 板橋　雅弘　作 吉田　尚令　絵

Ｅ　アカ パパのしっぽはきょうりゅうのしっぽ!? たけたに　ちほみ　作 赤川　明　絵

Ｅ　キク ◎ パパのぼり きくち　ちき　作

Ｅ　ミヤ パパはウルトラセブン みやにし　たつや　作・絵

Ｅ　ミヤ パパはウルトラセブン・ママだってウルトラセブンみやにし　たつや　作・絵

Ｅ　ミヤ パパはウルトラセブン・みんなのおうち みやにし　たつや　作・絵

Ｅ　エリ パパはジョニーっていうんだ ボー・Ｒ．ホルムベルイ　作 エヴァ　エリクソン　絵

Ｅ　タジ パパはまほうのケーキやさん 田島　かおり　作

Ｅ　ヨシ パパはわるものチャンピオン 板橋　雅弘　作 吉田　尚令　絵

Ｅ　サワ ひつじのメイぼくのパパとママ 穂高　順也　文 沢田　としき　絵

Ｅ　ミヤ ぼくとおとうさん 宮本　忠夫　作/絵

Ｅ　ディ ぼくとおとうさんのテッド トニー　ディテルリッジ　作 安藤　哲也　訳

Ｅ　ブロ ぼくとパパ セルジュ　ブロック　作 金原　瑞人　訳

Ｅ　ミヤ ぼくのおとうさんとおかあさん みやにし　たつや　作・絵

Ｅ　ゴフ ぼくパパになるんだよ エルベ・ル・ゴフ　絵 ジュヌビエーブ・ノエル　文

Ｅ　ケラ ママとパパをさがしにいくの ホリー・ケラー　さく すえよし　あきこ　やく

Ｅ　ハヤ ミミとおとうさんのハッピー・バースデー 石津　ちひろ　さく 早川　純子　え

Ｅ　ハマ やだやだパパやだ! 天野　慶　文 はまの　ゆか　絵

Ｅ　ヴォ やっぱりしあわせ、パパブタさん アナイス・ヴォージュラード　作・絵 石津　ちひろ　訳

Ｅ　ドイ わすれないよ　おとうさんのことば 村上　昭美　文 どい　かいや　絵

◎ 赤ちゃん絵本　　　　◆クリスマス絵本
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