
　分　類 タ　イ　ト　ル

Ｅ　ヨシ あいさつ団長 よしなが  こうたく　さく

Ｅ　ルフ あおむしのぼうけん イルムガルト・ルフト　作 松沢　あさか　訳

Ｅ　ヤマ アブナイおふろやさん 山本　孝 作

Ｅ　ヤマ アブナイかえりみち 山本　孝 作

Ｅ　ダミ エラのはじめてのおつかい カルメラ・ダミコ　文 スティーブン・ダミコ　絵

Ｅ　グラ おじゃまなクマのおいだしかた エリック　パインダー　さく
ステファニー
　　　グラエギン　え

Ｅ　サト おつかい さとう　わきこ　さく

Ｅ　スズ おつかいおねがい!おつかいくん 鈴木　のりたけ　作

Ｅ　スズ おつかいくん 鈴木　のりたけ　作

Ｅ　イト おつかいさえこちゃん 伊東  美貴　作・絵

Ｅ　タナ おつかいどきどき 木村  裕一　作 田中　四郎　絵

Ｅ　ハヤ ☆ おでかけのまえに 筒井　頼子　さく 林　明子　え

Ｅ　ヤギ おにぎりがしま やぎ　たみこ　作

Ｅ　ムラ おにごっこだいすき 今江　祥智　文 村上　康成　絵

Ｅ　ニシ おばけのおつかい 西平　あかね　さく

Ｅ　ヘン おるすばんごっこ
キャサリーナ・グロスマン・
                      ヘンゼル　作

今江　祥智　訳

Ｅ　サイ ★ おるすばんてんし 丸山　ゆうな　さく さいとう　かおり　え

Ｅ　フク おるすばんのぼうけん 福井　さとこ　さく

Ｅ　ヤマ カイジュウゴッコ 山本  孝 作／絵

Ｅ　セン かいじゅうたちのいるところ モーリス・センダック　さく じんぐう　てるお　やく

Ｅ　イシ かえうたかえうたこいのぼり 石井　聖岳　作

Ｅ　ヤマ かっぱのこいのぼり 内田　麟太郎　作 山本　孝 絵

Ｅ　ヨシ 給食番長 よしなが  こうたく　さく

Ｅ　オカ きょうだいぎつねのコンとキン 村山  桂子　作 岡田　千晶　絵

Ｅ　トリ くるりんはじめてのおつかい とりごえ  まり　文・絵

Ｅ　フク げんきにおよげ　こいのぼり 今関  信子　作 福田　岩緒　絵

Ｅ　イツ ☆ けんちゃんのおつかい みわ　みやこ　作

Ｅ　タチ こいのぼりぐんぐんこどもの日! ますだ　ゆうこ　作 たちもと　みちこ　絵

Ｅ　タカ こいのぼりくんのさんぽ すとう　あさえ ぶん たかお　ゆうこ　え

Ｅ　マツ ◎４ こいのぼりこびとのおはなし まつい　のりこ　さく

Ｅ　ホリ こすずめのぼうけん ルース・エインズワース　作 石井　桃子　訳

Ｅ　ドイ ことりのピチコ どい  かや　作

Ｅ　スエ こねずみチッチの　ひとりで　おつかい 末崎  茂樹　作・絵

Ｅ　クロ ころわんとこいのぼり 間所　ひさこ　さく 黒井　健　え

Ｅ　コイ こわーいおつかい 内田　麟太郎　文 こいで　なつこ　絵

Ｅ　タナ こんた、バスでおつかい 田中　友佳子　作・絵

Ｅ　タナ こんたのおつかい 田中　友佳子　作・絵

Ｅ　ハヤ こんとあき 林　明子　さく

こどもたち、大活躍♪
作　　　　　者



Ｅ　ヤマ しんかいたんけん!マリンスノー 山本　孝 作

Ｅ　マラ ぜったいぜったいねるもんか！ マラ・バーグマン　文 ニック・マランド　絵

Ｅ　チラ だれかぼくをぎゅっとして! シモーナ　チラオロ　作・絵 おびか　ゆうこ　訳

Ｅ　ナガ ◎４ ちいさなこいのぼりのぼうけん 岩崎　京子　作 長野　ヒデ子　絵

Ｅ　ドイ チップとチョコのおつかい どい  かや　文・絵

Ｅ　ドイ チップとチョコのおるすばん どい  かや　文・絵

Ｅ　ヤマ ちゃんがら町 山本  孝 作・絵

Ｅ　ワカ ☆ とべたよとべたよ わかやま　しずこ　さく

Ｅ　ナガ 〇 とべとべこいのぼり! きむら　ゆういち　作 ながはま　ひろし　絵

Ｅ　オオ トマとエマのとどけもの 大庭　賢哉　作

Ｅ　ヤマ にんじゃつばめ丸 市川　真由美　文 山本　孝 絵

Ｅ　セイ バカンスのおつかい くすのき  しげのり　文 清宮　哲　絵

Ｅ　ハヤ はじめてのおつかい 筒井　頼子　さく 林　明子　え

Ｅ　ヤマ はじめてのおるすばん しみず  みちを　作 山本　まつ子　絵　

Ｅ　オカ ふしぎなおるすばん 斉藤　栄美　作 岡本　順　絵

Ｅ　カワ へんてこりんなおるすばん 角野　栄子　作 かわかみ　たかこ　絵

Ｅ　ヨシ ぼくだってウルトラマン よしなが  こうたく　作

Ｅ　ヨシ ぼくらちきゅうじんだいひょう! くすのき　しげのり　作 よしなが　こうたく　絵

Ｅ　ザン ホッホーくんのおるすばん アンゲラ・ゾンマー＝ボーデン イムケ・コールト＝ザ

Ｅ　ヒロ ミーノのおつかい 石津　ちひろ　ぶん 広瀬　弦　え

Ｅ　モリ みどりのこいのぼり 山本　省三　作 森川　百合香　絵

Ｅ ◎１ ムスティの　おつかい 榊原　昇三　訳 須那田　稔　訳

Ｅ　マル もりのおるすばん 丸山　陽子　さく

Ｅ　マツ 山猫たんけん隊 松岡　達英　作

Ｅ　ビア ゆうかんなねこ?くろすけ エド　ヴィアー　作 木坂　涼　訳

Ｅ　ヨシ ゆけ!ウチロボ! サトシン　作 よしなが  こうたく　絵

Ｅ　ウォ よるのおさんぽ リリー　ロスコウ　ぶん
デイヴィッド
　　　　　ウォーカー　え

Ｅ　ベン よるのおるすばん マーティン・ワッデル　ぶん パトリック・ベンソン　え

Ｅ　サト るすばん さとう　わきこ　さく

Ｅ　ホリ ● 童のおつかい ほりかわ　りまこ　作

Ｅ　タカ ワニぼうのこいのぼり 内田　麟太郎　文 高畠　純　絵

Ｅ　コイ ワララちゃんのおるすばん こいで　なつこ　著

Ｅ　スエ わんぱくだんのかくれんぼ ゆきの　ゆみこ　作 末崎　茂樹　絵

Ｅ　スエ わんぱくだんのガリバーランド ゆきの　ゆみこ　作 末崎　茂樹　絵

Ｅ　スエ わんぱくだんのたからじま ゆきの　ゆみこ　作 末崎　茂樹　絵

Ｅ　スエ わんぱくだんのはらっぱジャングル ゆきの　ゆみこ　作 末崎　茂樹　絵

Ｅ　スエ わんぱくだんのひみつきち ゆきの　ゆみこ　作 末崎　茂樹　絵

                        ☆ 赤ちゃん絵本 ★ あおぞら号

                         ● 昔話 ◎ シリーズ絵本
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