
E　サイ １０５人のすてきなしごと カーラ　カスキン　文 マーク　シーモント　絵

E　コウ あかいぼうしのゆうびんやさん ルース・エインズワース　さく こうもと　さちこ　やく・え

E　アニ アニメおさるのジョージ　としょかんのおしごと マーガレット・レイ　原作

E　ニシ アントンせんせい 西村　敏雄　作

E　オオ いちばんでんしゃのうんてんし たけむら　せんじ　ぶん おおとも　やすお　え

E　オオ いちばんでんしゃのしゃしょうさん たけむら　せんじ　ぶん おおとも　やすお　え

E　カワ うさぎのおいしゃさんバーニーせんせい 河相　美恵子　作

E　バト うちゅうひこうしになりたいな バイロン・バートン　作 藤田　千枝　訳

E　サワ うでのいいくつや くすのき　しげのり　作 澤野　秋文　絵

E　パオ 絵かきさんになりたいな トミー　デ　パオラ 福本　友美子　訳

E　マル おいしゃさんがこどもだったとき 中川　ひろたか　文 丸山　誠司　絵

E　プル 👶 おおきくなったらなにになる？ デッィク・ブルーナ　文・絵 まつおか　きょうこ　訳

E　カコ おおきくなったらなりたいなあ かこ　さとし　絵・文

E　カワ おおやまさん 川之上　英子　さく・え

E　ヒカ おさるちゃんのおしごと 樋勝　朋巳　作

E　ヤマ おじいさんのしごと 山西　ゲンイチ　作

E　バス 👶 おしごとおしごと！ マリョレイン・バスティン　作 こもり　ときこ　訳

E　ナト おしごとおしごとなににする？ なとり　ちづ　さく

Ｅ おしごとください たち　ようこ　作・絵

E　オシ しかけ おしごとつかうのだあれ？ ａｎｄ　ＥＩＧＨＴ　さく

E　スズ おとうさんはうんてんし 平田　昌広　作 鈴木　まもる　絵

E　スズ おとうさんはしょうぼうし 平田　昌広　作 鈴木　まもる　絵

E　オオ おとうさんはスーパースター 中川　ひろたか　作 大橋　重信　絵

E　スズ おとうさんはだいくさん 平田　昌広　作 鈴木　まもる　絵

E　スズ おとうさんはパンやさん 平田　昌広　作 鈴木　まもる　絵

E　オオ オニのサラリーマン 富安　陽子　文 大島　妙子　絵

E　オオ オニのサラリーマン　しゅっちょうはつらいよ 富安　陽子　文 大島　妙子　絵

E　オオ オニのサラリーマン　じごくの盆やすみ 富安　陽子　文 大島　妙子　絵

E　スズ おまかせコックさん 竹下　文子　文 鈴木　まもる　絵

E　シロ オリンピックせんしゅになりたいな 城井　文　作・絵

E　スガ おれ、気仙大工になる 荒尾　美知子　文 すがわら　けいこ　絵

E　イシ おれ、よびたしになる 中川　ひろたか　文 石川　えりこ　絵

E　ヨシ かえるのかさやさん 戸田　和代　作 よしおか　ひろこ　絵

E　カル 火星にいった3人の宇宙飛行士 Ｕ　エーコ　さく Ｅ　カミル　え

E　カコ からすのやおやさん かこ　さとし　文・絵

E　ツチ カヨちゃんちはとうふ屋さん 荒尾　美知子　文 つちだ　よしはる　絵

E　キム がんばれ！くまのおいしゃさん きむら　ゆういち　作・絵

E　ヨウ キツネのフーくんと風の郵便屋さん 葉山　祥鼎　作 葉　祥明　絵

E　フク ぎょうれつのできるケーキやさん ふくざわ　ゆみこ　作

E　フク ぎょうれつのできるすうぷやさん ふくざわ　ゆみこ　作

E　フク ぎょうれつのできるスパゲッティやさん ふくざわ　ゆみこ　作

E　フク ぎょうれつのできるパンやさん ふくざわ　ゆみこ　作

E　クウ くうこうのいちにち インクリンク　絵 オリビア　ブルックス　文

E　イモ くまのこうちょうせんせい こんの　ひとみ　作 いもと　ようこ　絵

E　イモ くまのしんぶんきしゃ こんの　ひとみ　作 いもと　ようこ　絵

E　コニ くりのきむらのゆうびんやさん たまの　まさと　作 こにし　みすず　絵

E　アキ 建築戦隊アンゼンジャー 大畑　椛子　作 あきの　はるの　絵

E　ミナ こけももむらのゆうびんやさん よこた　あきこ　文 みなみ　あきこ　絵

E　ハタ ことりのゆうびんやさん ニコライ・スラトコフ　原作 松谷　さやか　文

E　ヤマ さがしてみよう！鉄道のおしごと ﾔﾏｸﾞﾁ　ｱｷﾗ　作・絵

E　マキ さがしてみよう！動物園・水族館のおしごと 牧野　タカシ　作・絵

おしごといろいろ　なにになる？
おおきくなったらなにになりたい？　　どんなおしごとがあるのかな？



E　タケ 島のゆうびんやさん 石津　ちひろ　文 竹内　通雅　絵

E　イラ BM しょうぼうしのサルサさん 中川　ひろたか　文

E　タカ そうくんのみつけた　しごと 高橋　宏幸　作・絵

E　マル たいせつなきみ マックス　ルケード　著 セルジオ　マルティネス　絵

E　サコ たかちゃんのはじめてのとこやさん さこ　ももみ　さく・え

E　オカ BM だれでもみんなかんごしさん せがわ　あやか　文 おがわ　ようこ　絵

E　ハン しかけ たんけん！空港のしごと クライブ・グフォード　文

E　イフ 小さいりょうしさん マーガレット　ワイズ　ブラウン　文 ダーロフ　イブガー　絵

E　シリ 1ｼﾘ ちいちゃんのはいしゃさん しみず　みちを　作

E　フク どうぶつえんのたんけん なかの　ひろみ　文 福田　豊文　写真

E　ハセ どうぶつげんきにじゅういさん 山本　省三　作 はせがわ　かこ　絵

E　レン どうぶつしょうぼうたいだいかつやく シャロン　レンタ　作・絵 まえざわ　あきえ　訳

E　レン どうぶつびょういんおおいそがし シャロン　レンタ　作・絵 まえざわ　あきえ　訳

E　ナカ どんぐりむらのおまわりさん なかや　みわ　さく

E　ナカ どんぐりむらのだいくさん なかや　みわ　さく

E　ナカ どんぐりむらのぱんやさん なかや　みわ　さく

E　ナカ どんぐりむらのぼうしやさん なかや　みわ　さく

E　ナカ どんぐりむらのほんやさん なかや　みわ　さく

E　ナガ なりたいのは 長田　真作　作

E　ジミ なりたいものだらけ ジェリー　スピネッリ　作 ジミー　リャオ　絵

E　ウエ ねこの看護師ラディ 渕上　サトリーノ　文 上杉　忠弘　絵

E　スズ ねこのだいくさん 鈴木　タカオ　作・絵

E　オク ねこのたくはいびん 奥野　涼子　作

E　ワタ ねこのひけしや 渡辺　有一　作

E　デュ ネズミのゆうびんやさん マリアンヌ・デュブク　作 ふしみ　みさを　訳

E　ノブ はたらきママとほいくえんちゃん のぶみ　さく

E　ワッ ハネスうさぎはゆうびんやさん バーナデット・ワッツ　作 森山　京　訳

E　ヨシ BM パパのしごとはわるものです 石橋　雅弘　作 吉田　尚成　絵

E　ハセ はやおきふっくらパンやさん 山本　省三　作 はせがわ　かこ　絵

E　フク はりねずみのおいしゃさん ふくざわ　ゆみこ　作

E　ヒカ ペロのおしごと 樋勝　朋巳　作

E　ジョ ヘンリーのしごと Ｄ．Ｂ．ジョンソン　文・絵

E　タル ぼく　しごとに　いくんだ 角野　英子　作 垂石　眞子　絵

E　マル ぼくたちおやこはだいくさん アンネ・マール　文 パウル・マール　絵

E　オオ ぼくのママはうんてんし おおとも　やすお　作

E　マセ ぼくはうんてんし くさの　たき　作 間瀬　なおたか　絵

E　カワ マフィンおばさんのぱんや 竹林　亜紀　作 川本　祥子　絵

E　タカ まほうの絵本屋さん 小手毬　るい　作 高橋　克也　絵

E　ベン ママはびようしさん アンナ　ベングトソン　さく オスターグレン　ハルコ　やく

E　プロ まるぽちゃおまわりさん ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ　ﾜｲｿﾞ　ﾌﾞﾗｳﾝ　作 アリス　プロゼンセン　絵

E　ハセ みんなをのせてﾊﾞｽのうんてんしさん 山本　省三　作 はせがわ　かこ　絵

E　フク モモンガのはいたつやさん ふくざわ　ゆみこ　作

E　アキ もりおとこのしごと あきやま　ただし　作・絵

E　フク もりのかばんやん ふくざわ　ゆみこ　作

E　スエ やまねこせんせいおおいそがし 末崎　茂樹　作・絵

E　ニシ ゆうびんやさんのホネホネさん にしむら　あつこ　作

E　アベ ライオンのしごと 竹田津　実　作 あべ　弘士　絵

E　カト りきしのほし 加藤　休ミ　著

E　ミヤ りょうりちょうがしごとをやめたわけ みやざき　ひろかず　作・絵

E　オグ リンちゃんとじてんしゃ屋さん 桃井　太郎　文 小倉　正巳　絵

E　バロ わたしはじゅういさん ドナータ・クアリオッティ　さく シルヴィア・バロンチェッリ　え

E　エガ 夢は牛のお医者さん 時田　美昭　作 江頭　路子　絵
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