
分類 タイトル

Ｅ　タル あいうえおおおきなだいふくだ たるいしまこ　作

Ｅ　シラ あいうえおっとせい 谷川　俊太郎　作 白根　美代子　絵

Ｅ　ニシ あからん 西村　繁男　作

Ｅ　ホリ あっはっは 谷川　俊太郎　作 堀江　誠一　絵

Ｅ　マツ イーハトーブふしぎなことば 宮沢　賢治 松田　司郎　写真

Ｅ　ナガ 外郎売 長野　ヒデ子　絵 齊藤　孝　編

Ｅ　ヒガ うたうたう 東　君平　さく　え

Ｅ　カタ うち知ってんねん 小池　昌代　編 片山　健　画

Ｅ　ハタ 馬の耳に念仏 はた　こうしろう　作 齊藤　孝　編

Ｅ　ツチ えんにち奇想天外 齊藤　孝　文 つちだのぶこ　絵

Ｅ　ハレ ◎ おうちにあるものどんなもの アン・グットマン　著 ゲオルグ・ハレンスレーベン　絵

Ｅ　ナカ おくのほそ道 松尾　芭蕉　文 中谷　靖彦　絵

E 　ツチ おっと合点承知助 齊藤　孝　文 つちだ　のぶこ　絵

Ｅ　ハセ おばけのもり 石津　ちひろ　作 長谷川　義史　絵

Ｅ　ムラ おひるのアヒル 中川　ひろたか 村上　康成　絵

Ｅ　スズ かさぶたってどんなぶた 小池　昌代　編 スズキ　コージ　画

Ｅ　ウェ 数ってどこまでかぞえられる？ ロバート　Ｅ　ウェルズ　さく せな　あいこ　やく

Ｅ　カミ カステラへらずぐち まど　みちお　詩 かみや　しん　絵

Ｅ　ホリ かっきくけっこ 谷川　俊太郎　さく 堀内　誠一　え

Ｅ タル パンダがころんで 得田　之久　作 たるいし　まこ　絵

Ｅ ◎ かばくんのことばえほん　３ ひろかわ　さえこ　さく

Ｅ　ハセ がまの油 齊藤　孝　 長谷川　義史　絵

Ｅ　フジ からすこつこつからすのこ 石津　ちひろ　文 藤枝　リュウジ　絵

Ｅ　ミヤ かわいいひよこが１・２・３ 武井　博　ぶん 宮沢　明子　え

Ｅ　フル かんがえるのっておもしろい 小池　昌代　編 古川　タク　画

Ｅ　ヤマ 祇園精舎 山本　孝　絵 齊藤　孝　編

Ｅ　カナ きっときってかってきて ことばあそびのかい 金川　禎子　絵

Ｅ　タダ くろいは　かげさ ことばあそびのかい 多田　ヒロシ　絵

Ｅ　テュ こうして、光があった ターシャ・テュダー　え

Ｅ Ｂ ここんぷいぷい 織田　道代　作 木葉井　悦子　絵

Ｅ　ラン ことば アン・ランド　作 ポール・ランド　絵

Ｅ　ゴミ ことば 五味　太郎　作

Ｅ　ヒャ B ことばあそび教室 中川　ひろたか １００％ＯＲＡＮＧＥ　絵

Ｅ　イシ ことばそびどうぶつえん 石津　ちひろ　文 石井　聖岳　絵

Ｅ　イシ ことばあそびレストラン 石津　ちひろ　文 石井　聖岳　絵

Ｅ　タマ ことばかくれんぼ 山口　タオ　文 田丸　芳枝　絵

Ｅ　トダ ことばじてん絵本 とだ　こうしろう　作・絵

E 　モン ことばずかんだ　わん！ ドロテ・ド・モンフレッド　作 内村　尚志　訳

Ｅ　キユ ことばであそぼう五七五 内田　麟太郎　 喜湯本　のづみ　絵

Ｅ　イゲ ことば忍法オノマトペ 冨川　晴名　作 いげた　ゆかり　絵

Ｅ　ゴミ ことばのいたずら 五味　太郎　作

Ｅ　ゴミ ことばのえほんあいうえお 五味　太郎　作

Ｅ　ムラ ことばのえほんＡＢＣ 村上　勉　作

Ｅ　フユ ことばのかくれんぼ たけい　しろう　さく ふゆの　いちこ　え

Ｅ　オオ ことばのくにのマジックショー 中川　ひろたか 大庭　明子　絵

Ｅ　ワダ ことばのこばこ 和田　誠　さく・え

Ｅ　ヤマ ことばの冒険 酒井　邦嘉　作 山田　和明　絵

声にだしてみよう！　楽しい　ことば♪
作者



Ｅ　フル ことばメガネ アーサー・ビナード　文 古川　タク　絵

Ｅ　ヒガ こねことこねこ 東　君平　さく・え

Ｅ　フジ B こねこにこにこねどこでねころぶ 石津　ちひろ　文 藤枝　リュウジ　絵

Ｅ　イチ こびらっふの独白 草野　心平　詩 いちかわ　なつこ　絵

Ｅ　フジ ころころラッコ　こラッコだっこ 石津　ちひろ　作 藤枝　リュウジ　挿絵

Ｅ　ムラ こんにちワニ 中川　ひろたか　文 村上　康成　絵

Ｅ　タカ さかさことばのえほん 小野　恭靖　作 高部　晴市　絵

Ｅ　ニシ サーカス 中原　中也　詩 にしむら　あつこ　絵

Ｅ　タカ 十二支のはやくちことばえほん 高畠　純　作

Ｅ　クド 寿限無 齊藤　孝　文 工藤　ノリコ　絵

Ｅ　イイ 知らざあ言って聞かせやしょう 河竹　黙阿弥　文 飯野　知好　構成・絵

Ｅ　ゴミ 世界は気になることばかり 五味　太郎　作

Ｅ　フジ ぞうからかうぞ 石津　ちひろ　作 藤枝　リュウジ　絵

Ｅ　 Ｂ そうじきくん さくら　ともこ　文 冬野　いちこ　絵

Ｅ　オク たからのかぎはどこにある！？ こわせ　たまみ　作 奥田　怜子　絵

Ｅ　フユ だれのおしり？ 山本　省三　文 冬野　いちこ　絵

Ｅ　 Ｂ ちいくまちゃんとおおくまちゃん 谷地元　雄一　文 わらべ　きみか　絵

Ｅ　ダン つけたしことばの本 だん　きょうこ　しょ ニシワキ　タダシ　え

Ｅ　オオ どっさりのぼく 小池　昌代　編 大田　大八　画

Ｅ　コバ とと　と　おっとっと 谷川　俊太郎　文 小林　和子　絵

Ｅ　アラ どんどこどん 新井　洋行　さく

Ｅ　フジ ないてないであらってわらって 日暮　真三　文 藤枝　リュウジ　絵

Ｅ　ハセ 生麦生米生卵 長谷川　義史　作 齊藤　孝　編

Ｅ　 Ｂ のりもののりものどんなもの アン・グットマン　著

Ｅ　アキ ぱいぱいおっぱい 正高　信男　作 あきやま　ただし　絵

Ｅ　ヤマ ぱくぱくしゃかしゃか 山岡　ひかる　作・絵

Ｅ　ハジ はじめてのことば１００ フォトリア　写真

Ｅ ダザ 走れメロス 太宰　治　文　 竹内　道雅　絵

Ｅ　ママ はっけん！ことばあそびのあっ！ 石津　ちひろ　文 ママダ　ミエコ　え

Ｅ　アラ ぱっぱらっぱぷー！ 新井　洋行　さく

Ｅ　セナ は・は・は せな　けいこ　さく・え

Ｅ　イイ はやくちことばでおでんもおんせん 北川　亮司　文 飯野　和好　絵

Ｅ　ハヤ はやくちこぶた はやかわ　じゅんこ　著

Ｅ　タン 春はあけぼの 清少納言　文 たんじ　あきこ　絵

Ｅ　ホリ ぴよぴよ 谷川　俊太郎　さく 堀内　誠　え

Ｅ　タダ ふ・ふ・ふ 梅田　さとえ　さく 多田　ヒロシ　え

Ｅ　ムラ B ブルドックブルブル 中川　ひろたか　文 村上　康成　絵

Ｅ　アキ B ぼうぼうまんぼうくん 正高　信男　作 あきやま　ただし　絵

Ｅ　イマ ぽたぽたとぷん 谷川　俊太郎　文 今井　弓子　絵

Ｅ　マツ ぼーるころころぽーん まつい　のりこ　作

Ｅ　カミ まどさんとさかたさんおことばあそび まど　みちお　文 かみや　しん　絵

E 　ユノ 魔法のことば 柚木　沙弥郎　絵 エスキモーに伝わる詩

Ｅ　ムラ ミルクくるみ 中川　ひろたか　文 村上　康成　絵

Ｅ　ワカ め・め・め 西内　ミナミ　さく 和歌山　静子　え

Ｅ　ミヤ ゆかいなかたかなカキクケコ 武井　博　ぶん 宮沢　晴子　え

Ｅ　カル ゆく河の流れは絶えずして 鴨　長明　文 軽部　武宏　絵
Ｅ　フジ よるくまくるよ 石津　ちひろ　文 藤枝　リュウジ　絵
Ｅ　ムラ レモン 小池　昌代　編 村上　康成　絵

Ｅ　タケ 吾輩は猫である 夏目　漱石　文 どい　かや　絵
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