
　分　類 タ　イ　ト　ル
E　タナ あきねこ かんの  ゆうこ　文 たなか　鮎子　絵

E　クル アームストロング トーベン・クールマン　作 金原　瑞人　訳

E　コテ ★ アニマルバスとわすれもの こてら　しほ　作・絵

E　ハナ あらいぐまのおふろやさん 花之内　雅吉　作・絵

E　キム ★ 魚助さん きむら　よしお　著

E　サワ うでのいいくつや くすのき　しげのり　作 澤野　秋文　絵

E　ノシ おいしいふくやさん のし　さやか　作・絵

E　キム おいしいよやぎのケーキやさん きむら　ゆういち　作・絵

E　ルカ おおかみのおいしゃさん オルガ・ルカイユ　文・絵 こだま　しおり　訳

E　タナ おすしですし! 林　木林　作 田中　六大　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　イイ おとうふやさん 飯野　まき　作

E　チバ おにのおにぎりや ちば  みなこ　作

E　オオ オニのサラリーマン 富安　陽子　文 大島　妙子　絵

E　オオ おにのつの おおつぼ　かずみ　作・絵

E　オム おばけのパンこうじょう オームラ　トモコ　作

E　スズ おまかせコックさん 竹下　文子　文 鈴木　まもる　絵

E　ニシ おふろやさん 西村　繁男　作

E　オオ おまつりやさん 飯野　由希代　作 大島　妙子　絵

E　ダド かいぞくゴックン ジョニー・ダドル　作 アーサー・ビナード　訳

E　トネ カエルのおんがくたい 刀根　里衣　絵・文

E　ツチ かさじおやぶんいっけんらくちゃく! 苅田　澄子　作 つちだ　のぶこ　絵

E　ナガ かぶきやパン かねまつ　すみれ　作 長野　ヒデ子　絵

E　ショ かぶきわらし 庄司　三智子　文・絵

E　シン かまくらレストラン 真珠　まりこ　作・絵

E　ヤマ カミさま全員集合！ 内田　麟太郎　作 山本　孝　絵

E　イシ かもめたくはいびん いしい　ひろし　著

E　カコ からすのパンやさん かこ　さとし　作・絵

E　ツチ カリカリのぼうしやさん つちだ  のぶこ　作・絵

E　ヨウ キツネのフーくんと風の郵便屋さん 葉山　祥鼎　作 葉　祥明　絵

E　フク ぎょうれつのできるチョコレートやさん ふくざわ　ゆみこ　作

E　ナカ くいしんぼうのおつきさま なかた　みちよ　作

E　ハセ 串かつやよしこさん 長谷川　義史　作

E　ニシ くまくまパン 西村　敏雄　作

E　ヤギ くらげのりょかん やぎ　たみこ　作・絵

E　イチ こぐまのミモのジャムやさん いちかわ　なつこ　作

E　シゲ コックのぼうしはしっている シゲタ  サヤカ　作・絵

E　ササ コケコックさん 林　木林　作 ささき　みお　絵

E　タチ ここはどうぶつセンターえき たちばな　さきこ　作・絵

E　ホソ ごっこやさん ほそい　さつき　作

E　カト ゴロリともりのレストラン かとう  まふみ　作・絵

E　ツチ コンビニエンス・ドロンパ 富安　陽子　文 つちだ　のぶこ　絵

E　サワ こんやもバクはねむらない 澤野　秋文　作

E　スト サラダとまほうのおみせ カズコ・Ｇ・ストーン　作

E　ゴン 3びきこりすのケーキやさん 権田　章江　作・絵

E　ニシ じごくのラーメンや 苅田　澄子　作 西村　繁男　絵

E　タケ 島のゆうびんやさん 石津　ちひろ　文 竹内　通雅　絵

E　オオ シロクマくつや おおで　ゆかこ　作

E　キジ シロクマゆうびんきょく 木島　誠悟　作

E　イイ しんた、ちょうたのすっとび！かごどうちゅう 飯野　和好　作

E　イチ すてきなぼうしやさん ますだ  ゆうこ　文

E　タシ せかいいちまじめなレストラン たしろ　ちさと　作

E　ナカ 世界でいちばん貧しい大統領のスピーチ ムヒカ　述 くさば　よしみ　編

E　セキ せんたくやさんのググ 関根　知未　作・絵

E　ジエ 空のおくりもの マイケル・キャッチプール　文 アリソン・ジェイ　絵

E　サワ それならいいいえありますよ 澤野　秋文　作

E　アカ ● だいくとおにろく 松井　直　作 赤羽　末吉　絵

E　 ★ だいくのたこ８さん 内田　麟太郎　文 田中　六大　絵

E　デグ たくはいびーん 林　木林　作 出口　かずみ　絵

E　ツキ タコめし つきおか　ようた　著

いろんなお仕事、はっけん！
作　　　　　者



E　ハセ たこやきのたこさぶろう 長谷川　義史　作

E　マツ だれもしらないバクさんのよる まつざわ　ありさ　作・絵

E　マツ ちんどんやちんたろう チャンキー松本　作 いぬんこ　絵

E　ピュ 月と少年 エリック・ピュイバレ　文・絵

E　カト てがみぼうやのゆくところ 加藤　晶子　作

E　キタ てのりにんじゃ 山田　マチ　作 北村　裕花　絵

E　タナ てんつくサーカス こうだ　てつひろ　作 田中　六大　絵

E　ヨシ ドーナツやさんのおてつだい もとした　いづみ　作 ヨシエ　絵

E　セキ ★ ドーナツやさんはじめました 関根　知未　作・絵

E　カト どろろんびょういんおおいそがし 苅田　澄子　作 かとう　まふみ　絵

E　ナカ どんぐりむらのほんやさん なかや　みわ　作

E　キタ なつねこ かんの  ゆうこ　文 北見　葉胡　絵

E　タゴ なにわのでっちこまめどん  どっちもどっちの巻 村上　しいこ　作 たごもり　のりこ　絵

E　ヤマ にんじゃつばめ丸 市川　真由美　文 山本　孝　絵

E　オク ねこのたくはいびん 奥野　涼子　作

E　ワタ ねこのひけしや 渡辺  有一　作

E　デュ ネズミのゆうびんやさん マリアンヌ・デュブク　作 ふしみ　みさを　訳

E　フリ 野はらの音楽家マヌエロ ドン・フリーマン　作 みはら　いずみ　訳

E　スタ 歯いしゃのチュー先生 ウィリアム・スタイグ　文・絵

E　シゲ ★ バスガエル 戸田　和代　作 シゲリ　カツヒコ　絵

E　タシ はなびのひ たしろ　ちさと　作・絵

E　ヒラ はひふへほんやさんほんじつかいてん いしい　むつみ　作 ひらおか　ひとみ　絵

E　フク はりねずみのおいしゃさん ふくざわ　ゆみこ　作

E　ナカ はりねずみのはりこ なかや  みわ　作・絵

E　イト ハンカチやさんのチーフさん どい　かや　文 伊藤　夏紀　原案・絵

E　ワイ パンタロンとケーキやさん キャサリン・ジャクソン　作 レナード・ワイスガード 絵

E　サタ パン屋のイーストン 巣山　ひろみ　文 佐竹　美保　絵

E　ヒミ 秘密の空想菓子店 おかしさん　作 Saori　作

E　サイ ひみつのてがみじゃ! 高木　あきこ　歌 さいとう　しのぶ　絵

E　サイ 105にんのすてきなしごと カーラ・カスキン　文 マーク・シーモント　絵

E　ハヤ ふしぎしょうてんがい きむら　ゆういち　作 林　るい　絵

E　オカ ふしぎなおきゃく 肥田　美代子　作 岡本　颯子　絵

E　モリ ふしぎなおとなりさん もりか　著

E　ミヤ ふしぎなキャンディーやさん みやにし　たつや　作・絵

E　カガ ふしぎなでまえ かがくい　ひろし　作

E　ハネ フランクリンの空とぶ本やさん ジェン・キャンベル　文 ケイティ・ハーネット　絵

E　フカ ヘビのレストラン 深見　春夫　作

E　ヒカ ペロのおしごと 樋勝　朋巳　作

E　ウシ ペンギンホテル 牛窪　良太　作

E　オオ ぼくのママはうんてんし おおとも　やすお　作

E　ヒラ まいごのてがみ 石井　睦美　作 平岡　瞳　絵

E　ルッ まっていたてがみ セルジオ・ルッツィア　作 福本　友美子　訳

E　タカ まほうの絵本屋さん 小手鞠　るい　作 高橋　克也　絵

E　シゲ まんなかのはらのおべんとうや やすい　すえこ 作 重森　千佳　絵

E　ハセ みんなをのせてバスのうんてんしさん 山本　省三　作 はせがわ　かこ　絵

E　フク モモンガのはいたつやさん ふくざわ  ゆみこ　著

E ★ もりのせんたくやさん 矢部　美智代　作 田頭　よしたか　絵

E　コミ もりのちいさなしたてやさん こみね　ゆら　作

E　フク もりのとしょかん ふくざわ　ゆみこ　作・絵

E　カト もりのびょういん 渡辺　鉄太　作 加藤　チャコ　絵

E　マツ ヤモップさん、ぴたっとかいけつ! 松山　円香　作

E　カイ ゆうびんくまさんのおおきなれっしゃ 海一　慶子　作

E　イチ ☆ ゆうびんやさんのココリさん 中川　ひろたか　作 市原　淳　絵

E　サワ ようかいりょうりばんづけ 澤野　秋文　作

E　コハ よるのとしょかん カズノ・コハラ　作 石津　ちひろ　訳

E　テラ よるのようふくやさん 穂高　順也　文 寺島　ゆか　絵

E　アオ よるのわがしやさん 穂高　順也　文 青山　友美　絵

E　ナカ りんご畑の12か月 松本　猛　文 中武　ひでみつ　絵

E　イセ ルリユールおじさん いせ　ひでこ　作

E　タニ ワニのワッフルケーキやさんワニッフル 谷口　智則　作
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