
分　類 タ　イ　ト　ル

Ｅ　オオ あっちゃんのはたけ 大西　ひろみ　作・絵

Ｅ　ジョ あらまっ！ ケイト・ラム　文 エイドリアン・ジョンソン　絵

Ｅ　ハセ いいからいいから　①～⑤ 長谷川　義史　作

Ｅ　サト いそがしいよる　ばばばあちゃんの絵本 さとう　わきこ　さく・え

E　ブル ★ うさこちゃんのおじいちゃんとおばあちゃん ディック・ブルーナ　ぶん・え まつおか　きょうこ　やく

Ｅ　ブル ★ うさこちゃんのだいすきなおばあちゃん ディック・ブルーナ　ぶん・え まつおか　きょうこ　やく

Ｅ　クニ エマおばあちゃん ウエンディ・ケッセル　文 バーバラ・クーニー　絵

Ｅ　マセ おじいさんのはやぶさ 間瀬　なおたか　作・絵 川口　淳一郎　監修

Ｅ　ウメ おじいちゃん 梅田　俊作　作・絵 梅田　佳子　作・絵

E　バニ おじいちゃん ジョン・バーニンガム　さく たにかわ　しゅんたろう　やく

Ｅ　スワ おじいちゃん、おぼえてる？ フィル・カミングス　文 オーウェン・スワン　絵

Ｅ　ﾃﾞｭ おじいちゃんがだっこしてくれたよ シャーロット・ゾロトウ　文 みらい　なな　訳

Ｅ　ルイ おじいちゃんだいすき ロブ・ルイス　作・絵 かねはら　みずひと　訳

Ｅ　ナカ おじいちゃんちでおとまり なかがわ　ちひろ　作・絵

E　サコ おじいちゃんちのたうえ さこ　ももみ　作

Ｅ　マツ おじいちゃんとのやくそく 石津　ちひろ　文 松成　真理子　絵

Ｅ　イト おじいちゃんとぼく 矢崎　節夫　文 伊藤　正道　絵

Ｅ　ツチ おじいちゃんのカブづくり つちだ　よしはる　作・絵

Ｅ　ハセ おじいちゃんのごくらくごくらく 西本　鶏介　作　　 長谷川　義史　絵

E　ツカ おじいちゃんのだいこうぶつ　まご 塚本　やすし　絵 ふじしろ　はやと　文

Ｅ　クパ おじいちゃんの手 マーガレット・Ｈ・メイソン　文 フロイド・クーパー　絵

Ｅ　ハマ おじいちゃんのふしぎなピアノ はまぎし　かなえ　作

Ｅ　ヒガ おじいちゃんのふね ひがし　ちから　作

Ｅ　カン おじいちゃんは106さい 松田　もとこ　作 菅野　由貴子　絵

Ｅ　サッ おしゃれなクララとおばあちゃんのぼうし エイミー　デ　ラ　ヘイ　文 エミリー　サットン　絵

Ｅ　マツ おばあさんのしんぶん 松本　春野　文・絵

Ｅ　イシ おばあちゃんがいるといいのにな 松田　素子　作 石倉　欣二　絵

Ｅ　ナガ おばあちゃんがおばあちゃんになった日 長野　ヒデ子　作

Ｅ　スガ おばあちゃんがこどもだったころ 菅沼　孝浩　著

Ｅ　ラン　 おばあちゃんがちいさかったころ ジル・ペイトン・ウォルシュ　文 スティーブン・ランバート　絵

Ｅ　ムラ おばあちゃんすごい！ 中川　ひろたか　文 村上　康成　絵

Ｅ　ホガ おばあちゃんとおじいちゃんの家にいくときは アン・ボーウェン　さく トメク・ボガツキ　え

Ｅ　ナカ おばあちゃんとおんなじ なかざわ　くみこ　作

Ｅ　カス おばあちゃんのあかいマント ローレン・カスティーヨ　作 たが　きょうこ　訳

Ｅ　ラン　 おばあちゃんのアップルパイ ローラ・ランブストン　作 リンジィ・ガーディナー　作

Ｅ　ノブ おばあちゃんのえほうまき 野村　たかあき　作・絵

Ｅ　ノブ おばあちゃんのおせち 野村　たかあき　作・絵

Ｅ　ノブ おばあちゃんのおはぎ 野村　たかあき　作・絵

E 　ノブ おばあちゃんのななくさがゆ 野村　たかあき　作・絵

E　イモ おばあちゃんのたんじょうび くすのき　しげのり　原作 いもと　ようこ　文・絵

Ｅ　ナガ おばあちゃんのこもりうた 西本　鶏介　作　　 長野　ヒデ子　絵

Ｅ　ミズ おばあちゃんのノート 小坂　直樹　文 水上　みのり　絵

Ｅ　アイ おばあちゃんのひなまつり 計良　ふき子　作 相野谷　由起　絵

おじいちゃん・おばあちゃん　いつもありがとう♬
作　　　　　者



Ｅ　カリ おばあちゃんはかぐやひめ 松田　もとこ　作 狩野　富貴子　絵

Ｅ　タチ おぼんぼんぼんぼんおどりの日 ますだ　ゆうこ　作 たちもと　みちこ　絵

E　ニシ かたつむりぼうやとかめばあちゃん 西平　あかね　ぶん・え

Ｅ　トチ がんばれ、おじいちゃん 西本　鶏介　作　　 栃堀　茂　絵

Ｅ　アン きめてよ、おじいちゃん！ ジャン・ルロワ　文 ジャン・リュック・アングルベール　絵

E　ハマ けんだまめいじんおみやげに 宮川　ひろ　文 浜田　桂子　絵

Ｅ　ヒル コロちゃんのこんにちはおじいちゃん エリック・ヒル　作

Ｅ　ハヤ　 こんとあき 林　明子　作

Ｅ　オリ ざぼんじいさんのかきのき すとう　あさえ　文 織茂　恭子　絵

Ｅ　マツ じいじのさくら山 松成　真理子　著

Ｅ　ワタ じいちゃんと　ないしょないしょの　やまのぼりわたなべ　さもじろう　作・絵

Ｅ　キム じいちゃんのよる きむら　よしお　さく

Ｅ　ノシ じいちゃんバナナばあちゃんバナナ のし　さやか　作・絵

Ｅ　ブロ しずかにあみものさせとくれ―！ ベラ・ブロスゴル　さく おびか　ゆうこ　やく

Ｅ　イノ しわしわしわ 井上　洋介　作

Ｅ　ツカ だいいじょうぶだよ、おばあちゃん 福島　利行　文 塚本　やすし　絵

Ｅ　イト だいじょうぶだいじょぶ いとう　ひろし　作・絵

Ｅ　オカ だいすきなおばあちゃん 日野原　重明　文 岡田　千晶　絵

Ｅ　サト だってだってのおばあさん 佐野　洋子　さく・え

Ｅ　オリ ちさとじいたん 阪田　寛夫　作 織茂　恭子　絵

E　オウ チャーリー、おじいちゃんにあう エイミー・ヘスト　ぶん ヘレン・オクセンバリー　え

Ｅ　オド 超じいちゃん ステファニー・ローゼンハイム　文 エレナ・オドリオゾーラ　絵

Ｅ　サイ でんちがきれた 斉藤　好和　作・絵

Ｅ　ヨシ ばあちゃんのおなか かさい　まり　文 よしなが　こうたく　絵

Ｅ　イシ ばあばは、だいじょうぶ 楠　章子　作 いしい　つとむ　絵

Ｅ　ハセ ばばちゃんやさいがいっぱいだ 長谷川　知子　

Ｅ　ゴミ はやくあいたいな 五味　太郎　作・画

Ｅ　シラ　 はるじゃのばけつ 白土　あつこ　作・絵

Ｅ　サク ひいばあのチンチンでんしゃ さくらい　ともか　著

E 　クド ★ ぴよぴよおばあちゃんのうち 工藤　ノリコ　著

Ｅ　ミヤ ぼくとおじいちゃん 宮本　忠夫　作

Ｅ　フジ ぼくとじいちゃんのハンバーグ 吉村　健二　作 藤本　四郎　絵

Ｅ　ステ ぼくのおおじいじ スティバンヌ　さく ふしみ　みさを　やく

Ｅ　アル ぼくのおじいちゃん マルタ・アルテス　作　 よしい　かすみ　絵

Ｅ　ソブ ぼくのおじいちゃん カタリーナ・ソブラル　作 松浦　弥太郎　やく

Ｅ　ソウ ぼくのおばあちゃんのてはしわしわだぞ そうま　こうへい　作

Ｅ　ヤマ ぼくのおばあちゃんはキックボクサー ねじめ　正一　作 山村　浩二　絵

Ｅ　ヨシ ぼくのジィちゃん くすのき　しげのり　作 吉田　尚令　絵

Ｅ　ハヤ　 ぼくはあるいたまっすぐまっすぐ マーガレット・ワイズ・ブラウン　作　坪井　郁美　文

Ｅ　サワ ほろづき 沢田　としき　著

Ｅ　ハセ みててね、おじいちゃん 藤田　千津　作 長谷川　知子　絵

Ｅ　タキ モチモチの木 斉藤　隆介　作 滝平　二郎　絵

Ｅ　シン もったいないばあさん 真珠　まりこ　作・絵

Ｅ　ゴト わたしのおじいちゃんはチャンピオン カール・ノラック　文 イングリット・ゴドン　絵
★　赤ちゃん絵本
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