
分　類 タ　イ　ト　ル

  -E     -ﾂﾀﾞ - あきですよ 柴田　晋吾　さく 津田　真帆　え

  -E     -ｱﾘ  - あしたから1ねんせい きむら　ゆういち　さく 有田　奈央　え

  -E     -ﾔﾏ  - あしたはえんそく 山崎　朋絵　ぶん 山西ゲンイチ　え

  -E     -ﾀﾙ  - あたたかいおくりもの たるいし　まこ　さく

  -E     -ｶﾍﾞ - 一ねんせいになったら まど　みちお　詞 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     -ﾌｼﾞ - いちねんせいのがっこうたんけん おか  しゅうぞう　さく ふじた　ひおこ　え

  -E     -ﾐﾈ  - いちばんはじめのマナーえほん 峯村　良子　作

  -E     -ﾆｼ  - いもいもほりほり 西村　敏雄　作

  -E     -ｷﾀ  - うわさのようちえん きたやま　ようこ　著

  -E     -ﾀﾁ  - うんどうかいがんばれよーいドンの日! ますだ　ゆうこ　作 たちもと　みちこ　絵

  -E     -ﾔﾏ  - おたんじょうびのおくりもの むらやま　けいこ　さく やまわき　ゆりこ　え

  -E     -ﾑﾗ  - おつきみうさぎ 中川　ひろたか　文 村上　康成　絵

  -E     -ﾑﾗ  - おにはうち! 中川　ひろたか　文 村上　康成　絵

  -E     -ﾉﾑ  - おばあちゃんのえほうまき 野村　たかあき　作・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

  -E     -ﾏﾂ  - おばけきょうだいはじめてのハロウィーン 松田　奈那子　作

  -E     -ﾖｼ  - おひなさまのいえ ねぎし　れいこ　作 吉田　朋子　絵

  -E     -ﾋﾗ  - おひなまつりのちらしずし 平野　恵理子　作

  -E     -ｲｼ  - かえうたかえうたこいのぼり 石井　聖岳　作

  -E     -ﾜﾗ  - きせつとぎょうじのえほん わらべ　きみか　絵

  -E     -ﾜﾗ  - 👶 きせつのうた わらべ　きみか　絵

  -E     -ｷﾞﾖ - ぎょうじのえほん 西本　鶏介　文 新谷　尚紀　監修

  -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     -ｼﾉ  - こねこのははのひ やすい  すえこ　作 しのざき　みつお　絵

  -E     -ﾅｶ  - さがしえ12つき なかざわ　くみこ　著

  -E     -ﾊｯ  - さがそ!きせつのぎょうじ12かげつ はっとり　みどり　さく

  -E     -ｵｶ  - さくらもちのさくらこさん 岡田　よしたか　さく

  -E     -ｷｳ  - さわさわもみじ ひがし　なおこ　さく きうち　たつろう　え

  -E     -ﾂｶﾞ - さんかんびにおめでとう! くすのき　しげのり　作 つがね　ちかこ　絵

  -E     -ﾀﾁ  - 七五三すくすくおいわいの日! ますだ　ゆうこ　作 たちもと　みちこ　絵

  -E     -ﾅｶﾞ - 七五三だよ一・二・三 長野　ヒデ子　作・絵

  -E     -ｱﾀﾞ - ジャッキーのうんどうかい あいはら　ひろゆき　文 あだち  なみ　絵

  -E     -ｷﾀ  - １２ヵ月のおてつだい きたやま　ようこ　作

  -E     -ﾅｶ  - １０ぴきのかえるのふゆごもり 間所　ひさこ　さく 仲川　道子　え

  -E     -ｺﾜ  - じゅりじゅりのなつやすみ！ こわせ　たまみ　さく 秋里　信子　え

  -E     -ｴｶﾞ - しょうがっこうがだいすき うい　作 えがしら　みちこ　絵

  -E     -ﾀｼ  - しろちゃんとはりちゃん あめのいちにち たしろ　ちさと　作・絵

🌷☀春夏秋冬　みんなの１年間🍂⛄
♫　もうすぐ新学期！　楽しいこといっぱい！　♫

作　　　　　者



  -E     -ﾌｸ  - せつぶんセブン もとした　いづみ　作 ふくだ　いわお　絵

  -E     -ｲﾄ  - せつぶんのおに 常光　徹　文 伊藤　秀男　絵

  -E     -ﾔﾏ  - たぬきのおつきみ 内田　麟太郎　作 山本　孝　絵

  -E     -ｸﾛ  - たんじょうびのごちそう 木村  裕一　作 黒井　健　絵

  -E     -ｼﾐ  - １シリ ちいちゃんとゆきだるま しみず　みちを　作

  -E     -ｾﾅ  - てるてるぼうずとふりふりぼうず せな　けいこ　作・絵

  -E     -ﾀﾁ  - どうぶつ村のごちそうごよみ・ふゆ たちばな　さきこ　著

  -E     -ﾅｶﾞ - とのさま1ねんせい 長野　ヒデ子　作・絵 本田　カヨ子　作・絵

  -E     -ｻｻ  - ながしそうめん ささき　みお　作・絵

  -E     -ﾊﾀ  - なつのいちにち はた  こうしろう　作

  -E     -ﾑﾗ  - なつはひるね 村上　康成　作

  -E     -ﾅｶﾞ - なんのいろ  ふゆ ビーゲン・セン　作 永井　郁子　絵

  -E     -ﾅｶﾞ - なんのにおい　ふゆ ビーゲン セン　作 永井　郁子　絵

  -E     -ﾜﾀ  - ねこまるせんせいのおつきみ 押川　理佐　作 渡辺　有一　絵

  -E     -ｲﾜ  - のはらの ひなまつり 神沢　利子　作 岩村　和朗　絵

  -E     -ｸﾎﾞ - バースデーケーキができたよ！ くぼ  りえ　作・絵

  -E     -ｱｷ  - はなび 秋山　とも子　作

  -E     -ﾋﾛ  - はるですよ 柴田　晋吾　さく 広野　多珂子　え

  -E     -ｳｫ  - ハロウィーンくまちゃん シャーリー　パレントー　ぶん デイヴィッド　ウォーカー　え

  -E     -ﾗﾍﾞ - ハロウィーンの星めぐり ウォルター　デ　ラ　メア　詩 カロリーナ　ラベイ　絵

  -E     -ﾏﾂ  -  4シリ ひなまつりこびとのおはなし まつい　のりこ　さく

  -E     -ﾀﾁ  - ひなまつりルンルンおんなのこの日! ますだ  ゆうこ　作 たちもと　みちこ　絵

  -E     -ﾊｾ  - ふくはうち 中川　ひろたか　文 長谷川　義史　絵

  -E     -ﾔﾏ  - ふくはうちおにもうち 内田　麟太郎　作 山本　孝　絵

  -E     -ｲﾀ  - 🚌 ぶたさんちのひなまつり 板橋　敦子　作・絵

  -E     -ｶｷ  - ふゆやさいのふゆやすみ 林　木林　作 柿田　ゆかり　絵

  -E     -ﾀｶ  - プリンちゃんのハロウィン なかがわ　ちひろ　ぶん たかお　ゆうこ　え　

  -E     -ｶﾘ  - ぼく、ようちえんにいくんだ！ 清水　達也　さく 狩野　富貴子　え

  -E     -ｾﾅ  - ぼくはかさ せな　けいこ　作・絵

  -E     -ｱｵ  - ぼんちゃんのぼんやすみ あおき　ひろえ　作

  -E     -ﾀｹ  - ますだくんの1ねんせい日記 武田　美穂　作・絵

  -E     -ﾕﾝ  - ママ、きょうからようちえんだよ! ヘウォン・ユン　さく せな　あいこ　やく

  -E     -ﾀﾅ  - まめまきできるかな すとう　あさえ　ぶん 田中　六大　え

  -E     -ﾌｼﾞ - まめまきバス 藤本　ともひこ　作・絵

  -E     -ﾋﾛ  - まよなかのほいくえん いとう　みく　作 広瀬　克也　絵

  -E     -ｵｸ  - みんなのはなび おくはら　ゆめ　作・絵

  -E     -ｺｲ  - もりのひなまつり こいで　やすこ　さく

  -E     -ｸﾛ  - やったぞいちねんせい 黒沢　高明　さく・え

  -E     -ｻｺ  - １シリ ゆっくとすっく　ぎょうじってなあに？ さこ　ももみ　え たかてら　かよ　ぶん

  -E     -ﾌｼﾞ - ようちえんのいちにち おか  しゅうぞう　さく ふじた　ひおこ　え
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