
分  類 書           名

Ｅ　ハジ あいつとぼく 辻村　ノリアキ　作 羽尻　利門　絵

Ｅ　シノ あしたもあーそぼっ！ なかむら　ふう　作 しのざき　みつお　絵

Ｅ　コウ 「あ・そ・ぼ」やで！ くすのき　しげのり　作 こうの　文代　絵

Ｅ　スミ Ｅ．Ｔ. メリッサ　マシスン　原作 スティーブン・スピルバーグ　監督

Ｅ　アリ あしたから1ねんせい きむら　ゆういち　作 有田　奈央　絵

Ｅ　ミヤ あそびましょ もりやま　みやこ　さく ミヤハラ　ヨウコ　え

Ｅ　レオ アレクサンダとぜんまいねずみ レオ・レオニ　作 谷川　俊太郎　訳

Ｅ　キタ いけいけ！しょうがくいちねんせい 中川　ひろたか　さく 北村　裕花　え

Ｅ　タン いじわるちゃん たんじ　あきこ　作・絵

Ｅ　タル いたずらうさぎデイビー　とってもともだちなんだもん イブ　ダレル　絵 ブリギッテ　ヴェニンガー　文

Ｅ　タナ いちねんせいになったから！ くすのき　しげのり　作 田中　六大　絵

Ｅ　カベ 一ねんせいになったら まど　みちお　詩 かべや　ふよう　絵

Ｅ　オオ 一年生になるんだもん 角野　栄子　文 大島　妙子　絵

Ｅ　フジ いちねんせいのいちにち おか　しゅうぞう　作 ふじや　ひおこ　え

Ｅ　マン いちばんのともだち ジェニファー　Ｋ　マン　作 林　木林　訳

Ｅ　タル いまからともだち くすのき　しげのり　さく たるいし　まこ　絵

Ｅ　フク うさぎちゃんともだちできた きむら　ゆういち　作 ふくざわ　ゆみこ　絵

Ｅ　マッ ★ エルマーのともだち デビッド　マッキー　文・絵

Ｅ　ダジ オオカミのともだち きむら　ゆういち　作 田島　征三　絵

Ｅ　マン おたんじょうびの2つのたまご ジェニファー　Ｋ　マン　作 石井　睦美　訳

Ｅ　イモ ☆ おともだちどっきり きむら　ゆういち　作 いもと　ようこ　絵

Ｅ　ツチ おともだちになってね 岡本　一郎　作 つちだ　よしはる　絵

Ｅ　ハッ おまたせクッキー バット　ハッチンス　作 乾　侑美子　訳

Ｅ　ヒロ ★ かばくんとおともだち ひろかわ　さえこ　作・絵

Ｅ　ハセ 🚌🚌 きみたちきょうからともだちだ 中川　ひろたか　文 長谷川　義史　絵

Ｅ　キノ きみはたいせつなともだち 紀之本　恵美　著

Ｅ　ミヤ きみはほんとうにステキだね 宮西　達也　作・絵

Ｅ　タケ きみのともだち 竹内　通雅　作・絵

Ｅ　タネ きょう、おともだちができたの 得田　之久　作 種村　有希子　絵

Ｅ　ムト くまさんははずかしがりや むとう　のりこ　作・絵

Ｅ　キタ くれよんがおれたとき かさい　まり　さく 北村　裕花　え

Ｅ　ハセ けんかともだち 丘　修三　作 長谷川　知子　絵

Ｅ　タケ ごいっしょにどうぞ くすのき　しげのり　作 武田　美穂　絵

Ｅ　ワッ こうさぎジャックぼくたちともだち バーナデット　ワッツ　作 角野　栄子　訳

Ｅ　カタ コッコさんのともだち 片山　健　作・絵

Ｅ　アド 🚌🚌 こひつじのティミー　ティミーとあたらしいおともだち アードマン・アニメーションズ　原作なか　ようこ　文

Ｅ　ウジ 🚌🚌 すなばのスナドン 宇治　勲　作・絵

Ｅ　ウイ ソフィー、がっこうへいく バッド・ジトロー・ミラー　文 アン・ウィルスドルフ　絵

Ｅ　ラン だいすきだよぼくのともだち マラキー　ドイル　ぶん スティーブン・ランバート　え

Ｅ　ビュ たいせつなたいせつなぼくのともだち ユッタ・ビュッカー　絵 ミリアム・モス　文

Ｅ　フタ 小さなビスケのはじめての友だち 二木　真希子　著

Ｅ　ヒロ ちがうもん ひろかわ　さえこ　作

にゅうえん・にゅうがく・クラスがえ　あたらしいせいかつの始まりですね♪

🌸🌸ともだち100人できるかな🌸🌸

作           者



Ｅ　ルイ と・も・だ・ち ロブ・ルイス　さく まつかわ　まゆみ　やく

Ｅ　ワダ ともだち 谷川　俊太郎　文 和田　誠　絵

Ｅ　イモ　　👶👶 ともだちいいな いもと　ようこ　文・絵

Ｅ　オオ ともだちいっぱい 新沢　としひこ　作 大島　妙子　絵

Ｅ　ナガ ともだちがほしいの 柴田　愛子　文 長野　ヒデ子　絵

Ｅ　イシ ともだちっていいな いしい　むつみ　作 はせがわ　ともこ　作

Ｅ　ナカ ともだちってだれのこと？ 岩瀬　成子　作 中沢　美帆　絵

Ｅ　コミ ともだちできたよ 内田　麟太郎　作 こみね　ゆら　江

Ｅ　ノブ ともだちドロボウ のぶみ　作

Ｅ　キユ ともだちなんかいらない 内田　麟太郎　作 喜湯本　のづみ　絵

Ｅ　ハウ ともだちになろう ミースファンハウト　さく ほんま　ちひろ　やく

Ｅ　ヒロ ともだちになろうよ 中川　ひろたか　さく ひろかわ　さえこ　絵

Ｅ　オク ともだちのいす 内田　麟太郎　作 おくはら　ゆめ　え

Ｅ　タカ ともだちのつくりかた たかい　よしかず　作

Ｅ　ミヤ ともだちのひっこし 宮野　聡子　作

Ｅ　ヒロ ともだちのやくそく 中川　ひろたか　さく ひろかわ　さえこ　絵

Ｅ　クマ ともだちふやそ 熊谷　まちこ　作・絵

Ｅ　イモ ともだちほしいなおおかみくん さくら　ともこ　作 いもと　ようこ　絵

Ｅ　マツ ともだちみつけた 森山　京　作 松成　真理子　絵

Ｅ　フリ ★ ともだちや  (他　おれたちともだちシリーズ） 内田　麟太郎　作 降矢　なな　絵

Ｅ　フク 🚌🚌 ともだちやもんな、ぼくら くすのき　しげのり　作 福田　岩緒　絵

Ｅ　バリ なんでもおんなじ？ コリンヌ・アヴェリス　作 スーザン・バーレイ　絵

Ｅ　キタ ねこぼうとふらわあちゃん きたやま　ようこ　著

Ｅ　イモ ねずみくんのだいすきなもの 左近　蘭子　作 いもと　ようこ　絵

Ｅ　カル ね、ぼくのともだちになって エリック・カール　作

Ｅ　ムラ はるばるえんのあたらしいともだち 戸田　和代　作 村田　エミコ　絵

Ｅ　ナカ ピーマンマンのあ・そ・ぼっていえるかな さくら　ともこ　作 中村　景児　絵

Ｅ　ヨウ ひとりじゃないよ ようふ　ゆか　作・絵

Ｅ　ロベ ふたりはともだち アーノルド・ローベル　作 三木　卓　訳

Ｅ　カミ ほいくえんのいちにち 丘　修三　作 上条　滝子　え

Ｅ　ヒロ ぼくたちともだち 中川　ひろたか　作 ひろかわ　さえこ　絵

Ｅ　ニシ ぼくのともだちカニやまさん ニシワキ　タダシ　作・絵

Ｅ　タケ ますだくんのランドセル 武田　美穂　作・絵

Ｅ　カリ みんなだいじななかま 中村　文人　作 狩野　富貴子　絵

Ｅ　カイ みんなともだち 二宮　由紀子　さく 海谷　泰水　絵

Ｅ　コイ ムカッやきもちやいた かさい　まり　さく 小泉　るみ子　絵

Ｅ　カリ モモンガくんとおともだち くすのき　しげのり　作 狩野　富貴子　絵

Ｅ　キタ ★ ゆうたはともだち きたやま　ようこ　作

Ｅ　タカ ★ ゆっくとすっく　きょうからおともだち さこ　ももみ　え たかてら　かよ　文

Ｅ　フジ ようちえんのいちにち おか　しゅうぞう　作 ふじた　ひおこ　え

Ｅ　ヘネ リッキとおともだち ヒド・ファン・ヘネヒテン　さく・え のざか　えつこ　やく

Ｅ　バト わたしのいちばんあのこの1ばん アリソン・ウォルチ　作 パトリス・バートン　絵

Ｅ　カコ わたしもいれて！ 加古　　里子　さく

★　シリーズ　　👶👶　赤ちゃん絵本　　🚌🚌　あおぞら号　　☆　　しかけ絵本
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