
分類 タイトル
E　カタ あったかいな くすのき　しげのり：作 片山　健：絵
Ｅ　タケ あいたくなっちまったよ きむら　ゆういち：作 竹内　通雅：絵

Ｅ　ヒラ あめふりうります 平田　昌広：文 野村　たかあき：絵・原案

Ｅ　ブラ あたしもびょうきになりたいな！ フランツ・ブランデンベルク：作 アリキ・ブランデンベルク：画

Ｅ　イチ いわしぐもをつかまえろ 垣内  磯子：作 市居　みか：絵

Ｅ　エッ イワシダラケはどこにある？ ヴェラ・エッガーマン：作 小森　香折：訳

Ｅ　キド イヌのクニャン きど　まや：さく

Ｅ　ゲイ いやはや メアリー＝ルイーズ・ゲイ：作 江國　香織：訳

Ｅ　ヤマ いちくん にいくん さんちゃん なかがわ  りえこ：ぶん やまわき　ゆりこ：え

Ｅ　ジェ うちのなまくらさん ポール・ジェラティ：さく せな　あいこ：やく

Ｅ　ウノ おみまい 矢川　澄子：ぶん 宇野　亜喜良：え

Ｅ　クロ おはなしこねずみロミュアルド アンヌ・ジョナス：さく フランソワ・クロザ：え

Ｅ　ショ おおきなスイカ 庄野　ナホコ：作

Ｅ　ショ おやしきへいく 庄野　ナホコ：作

Ｅ　ニシ おとうちゃんとぼく にしかわ　おさむ：ぶん・え

Ｅ　ババ おはよう・おやすみ シャーロット・ゾロトウ：作 パメラ・ババローン：画

Ｅ　ホン おかあさんになったノラ 山本　安彦：作 本田　哲也：絵

Ｅ　ミロ オレときいろ ミロコマチコ：作

Ｅ　ムラ おなかのかわ 瀬田　貞二：再話 村山　知義：絵

Ｅ　ヤク おいらはトムベエ 中沢  けい：文 オリガ・ヤクトーヴィチ：絵

Ｅ　ヨシ 仮名手本忠臣蔵 吉田　愛：文・絵 瀧　晴巳：解説

Ｅ　アサ キッキとトーちゃんふねをつくる 浅生　ハルミン著

Ｅ　クマ きょうはあさからはがいたい 熊田　勇：作・絵

Ｅ　ナカ ぐーぐーぺこぺこ 中村　陽子：作・絵

Ｅ　ブラ くらーいくらいおはなし ルース・ブラウン：作・絵 深町　真理子：訳

Ｅ　メグ ぐらぐらゆれたらだんごむし! 国崎　信江：監修 Ｍｅｇ：絵

Ｅ　クパ こしょうできまり ヘレン・クーパー：さく かわだ　あゆこ：やく

Ｅ　シバ こんやは　すてきな　ゆきの　よる しばはら　ち：作・絵

Ｅ　チョ ごろごろ にゃーん 長　新太：作・絵

Ｅ　サノ さかな１ぴきなまのまま 佐野　洋子：さく・え

Ｅ　ガン しあわせみつけた イワン・ガンチェフ：絵 レネ・マイヤー＝スクマンツ：文

Ｅ　コウ しおちゃんとこしょうちゃん ルース　エインズワース：さく こうもと　さちこ：やく・え

Ｅ　アツ すきなのだあれ? マーティン・ワッデル：文 カミーラ・アッシュフォース：絵

Ｅ　ホン ずっとずっとそばにいるよ やまもと  やすひこ：作 ほんだ　てつや：絵

Ｅ　シモ せかいいち　ゆうめいな　フレッド ポージー・シモンズ：作・絵 掛川　恭子：訳

Ｅ　サワ それならいいいえありますよ 澤野　秋文：作

Ｅ　ビク ソルティとボタンうみへいく！ アンジェラ・マカリスター：さく ティファニー・ビーク：え

Ｅ　イマ だれかさん 今森　光彦：切り絵 内田　麟太郎：文

Ｅ　イモ たんぽぽのおかあさん こんの　ひとみ：作 いもと　ようこ：絵

Ｅ　カタ タンゲくん 片山　健：作

Ｅ　サノ だってだってのおばあさん 佐野　洋子：さく・え

Ｅ　スズ だんろのまえで 鈴木  まもる：作・絵

Ｅ　ドイ たまちゃんとあかちゃん どい　かや：さく

Ｅ　ビル だれがおこりんぼう？ スティーナ　ヴィルセン：さく ヘレンハルメ　ミホ：やく

Ｅ　ワタ だいじなだいじなあかちゃん とだ  かずよ：さく わたなべ　あきお：え

Ｅ　オザ チャーちゃん 保坂　和志：作 小沢　さかえ：画

Ｅ　キク ちきばんにゃー きくち　ちき：作

Ｅ　スズ ちょっとまってねるまえに 竹下　文子：さく 鈴木　まもる：え

Ｅ　ミヤ ちゅーちゅー 宮西  達也：作絵

Ｅ　ウエ つきがいちばんちかづくよる 竹下　文子：作 植田　真：絵

Ｅ　チラ つかまるわけないだろ！ ティモシー　ナップマン：文 スモーナ　チラオロ：絵

Ｅ　アル でておいで、ねずみくん ロバート・クラウス：ぶん ホセ　アルエゴ：え

Ｅ　フジ てんしのおとしもの 藤田  ひおこ：さく・え

Ｅ　イモ ともだちのネロ いもと  ようこ：絵 新井　真弓：作

Ｅ　ヴォ どうする？ビアンカ リンダ・ヴォルフスグルーベル：作・絵 いずみ　ちほこ：訳

Ｅ　タカ どうするどうするあなのなか きむら　ゆういち：文 高畠　純：絵

Ｅ　モテ トスカのおくりもの アン＝モーティマー：絵 マシュー＝スタージス：文

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　サト なかよし さとう　わきこ：作・絵
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Ｅ　アレ ニャーロットのおさんぽ パメラ　アレン：作・絵 野口　絵美：訳

Ｅ　シュ ニコとねずみのすてきなせかい マンフレート・マイ：作 ヨッヘン　シュトゥーアマン：絵

Ｅ　ステ ニャーンといったのはだーれ ステーエフ：文・絵 西郷　竹彦：訳

Ｅ　タカ ニャントさん 高部　晴市：著

Ｅ　フク にゃんにゃんべんとう きむら　ゆういち：作 ふくだ　いわお：絵

E　ルコ
にんじゃぐんだんペンニンジャー
　　　たいけつ！だましえトリックのまき

ルコラニコラ：さく・え 北岡　明佳：監修

Ｅ　ロベ ニニのゆめのたび アニタ・ローベル：さく まつかわ　まゆみ：やく

Ｅ　ロベ ニニ、まいごになる アニタ・ローベル：さく まつかわ　まゆみ：やく

Ｅ　ジャ ２ひきのすてきなおくりもの 廣嶋　玲子：作 ｊｙａｊｙａ：絵

Ｅ　ヒロ はらぺことらたとふしぎなクレヨン あまん　きみこ：作 広瀬　弦：絵

Ｅ　ブレ パンドラ ウィリアム・メイン：文 ディートリント・ブレッヒ：絵

Ｅ　マク パフパフ リン・ロシター・マクファーランド：文 ジム・マクファーランド：絵

Ｅ　イモ ひまわりさん くすのき  しげのり：原作 いもと　ようこ：文・絵

Ｅ　オカ ひだまり 林　木林：文 岡田　千晶：絵

Ｅ　サカ ひろくんとおいら 阪口　笑子：さく・え

Ｅ　サト ぴりかちゃんのブーツ さとう　あや：文・絵

Ｅ　ナガ ぴっちとりた まよなかのサーカス ながお　たくま：作

Ｅ　マク ひげをぴくぴく ジャネット・マクレーン：文 アンドリュー・マクレーン：絵

Ｅ　ヤマ ひみつのひきだしあけた？ あまん　きみこ：さく やまわき　ゆりこ：え

Ｅ　アン ふわふわ 村上　春樹：著 安西　水丸：画

Ｅ　アベ ブリと虹のほのお 阿部  行夫：作

Ｅ　オグ 噴砂 おぐろ　よしこ：著

Ｅ　エグ ふしぎな国のおともだち 江口　みつおき：文・絵

Ｅ　ババ ぶどう畑のアオさん 馬場  のぼる：文・絵

Ｅ　アイ ぼくのじまんのトラおじさん ジェームズ・リオーダン：ぶん アレックス・アイリフ：え

Ｅ　イワ ぼくそらをさわってみたいんだ さとう　わきこ：作 岩井田　治行：絵

Ｅ　ウス ほそいほそいきんのいと 立原　えりか：作 薄久保　友司：絵

Ｅ　エイ ぼくのパンツしらない？ えいふく  かよ：ぶんとえ

Ｅ　クマ ぼくのしっぽはけっこうながい 熊田　勇：作・絵

Ｅ　スズ ぼくのにゃんた 鈴木　康広：作

Ｅ　ドイ ポーリーちゃんポーリーちゃん どい　かや：文・絵

Ｅ　バト ぼくも　いれて ジャネット・トーマス：ぶん アリソン・バートレット：え

Ｅ　ボグ ポコリンのふしぎなドア リンダ・ジェニングス：作 ベイシア・ボグダノヴィッツ：絵

Ｅ　マツ ホンドとファビアン ピーター・マッカーティ：作・絵 江國　香織：訳

Ｅ　アオ マダム・ミャーゴのひみつのいえ 青山　邦彦：作・絵

Ｅ　アラ まんじゅうじいさん あらい　ゆきこ：作・絵

Ｅ　イモ まほうのあめだま 安房  直子：作 いもと　ようこ：絵

Ｅ　イモ まねっこだいすき 森山  京：文 いもと　ようこ：絵

Ｅ　オク まんまるがかり おくはら　ゆめ：作

Ｅ　クゲ マーベリック・クマ 久下  貴史：絵と文

Ｅ　タカ まっくらまっくら いちかわ  けいこ：文 たかはし　けいこ：絵

Ｅ　タカ まほうの絵本屋さん 小手鞠　るい：作 高橋　克也：絵

Ｅ　ヘン まんまるおつきさまをおいかけて ケビン・ヘンクス：作・絵 小池　昌代：訳

Ｅ　アサ みかちゃんとカポネ 朝比奈  かおる：作

Ｅ　ウィ ミスターワッフル！ デイヴィッド　ウィーズナー：作

Ｅ　ダハ ミュージック・ツリー アンドレ・ダーハン：作 きたやま　ようこ：訳

Ｅ　ナカ ミーちゃんですヨ！ なかや  やすひこ：作

Ｅ　ヒロ ミーノのおつかい 石津　ちひろ：ぶん 広瀬　弦：え

Ｅ　ロイ ミャオせんせい、きんきゅうしゅつどう！ サム・ロイド：さく ふしみ　みさお：やく

Ｅ　イモ もしもし　おかあさん 久保　喬：作 いもと　ようこ：絵

Ｅ　ナリ やくそく 成田  雅子：作・絵

Ｅ　アラ よるのつみきだいさくせん 新井　洋行：作・絵

Ｅ　サカ ヨクネルとひな ＬＥＥ：文 酒井　駒子：絵

Ｅ　ワイ よるとひる マーガレット・ワイズ・ブラウン：ぶん レナード・ワイスガード：え

Ｅ　キタ ルウとリンデン旅とおるすばん 小手鞠  るい：作 北見　葉胡：絵

Ｅ　サト るすばん さとう　わきこ：さく

Ｅ　ルド ルドルフとイッパイアッテナ 斉藤　洋：原作 さいとう　たえこ：構成・文

Ｅ　ベイ 60秒のきせき レズリア・ニューマン：ぶん エイミー・ジューン・ベイツ：え

Ｅ　アン わたしがすき 安藤  由紀：作・絵

Ｅ　クマ わたしのげぼく 上野　そら：作 くまくら　珠美：絵

Ｅ　マル わたしのものよ マルー：えとぶん
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