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Ｅ　ババ いっしょにいたいないつまでも ジリアン・シールズ　さく エリザベス・ハーバー　え

Ｅ　ラッ きみにあいにきたよ ナタリー　ラッヤル　作 磯　みゆき　訳

Ｅ　トネ きみへのおくりもの 刀根　里衣　著

Ｅ キン きみがすき スティーブン　マイケル　キング　作・絵小峯　真紀　訳

Ｅ　アダ ジャッキーのはつこい あだち　なみ　絵 あいはら　ひろゆき　文

Ｅ　キョ すきっていわなきゃだめ? 辻村　深月　作 今日　マチ子　絵

Ｅ　ダケ すきなひと 桜庭　一樹　作 嶽　まいこ　絵

Ｅ　ヒグ すきになったら ヒグチ　ユウコ　作

Ｅ　ウオ スーパー恋ものがたり 三遊亭　白鳥　作 魚戸　おさむ　絵

Ｅ　ムラ だいすき、でも、ひみつ 二宮　由紀子　文 村上　康成　絵

Ｅ　イイ 月見草の花嫁 飯野　和好　絵と文

Ｅ　ヘン とびっきりのプレゼント ローハン・ヘンリー　さく 石津　ちひろ　やく

Ｅ　ヨネ ぼくのポーポがこいをした 村田　沙耶香　作 米増　由香　絵

Ｅ　オザ ほしをもったひめ 八百板　洋子　文 小沢　さかえ　絵

Ｅ　ヒラ まっくろいたちのレストラン 島本　理生　作 平岡　瞳　絵

Ｅ　ステ ロバのジョジョとおひめさま マイケル　モーパーゴ　文 ヘレン　スティーヴンズ　絵

Ｅ　シノ あいしてます 大野　圭子　文 篠崎　三朗　絵

Ｅ　ミヤ あいすることあいされること 宮西　達也　作絵

Ｅ　ハセ 会いたくて会いたくて 室井　滋　作 長谷川　義史　絵

Ｅ　モリ あいのうた サム・ウィリアムズ　文 ミク・モリウチ　絵

Ｅ　スズ あなたがだいすき 鈴木　まもる　作

Ｅ　ミヤ いちばんしあわせなおくりもの 宮野　聡子　作・絵

Ｅ　ゴン いつでもいっしょだーいすき! 権田　章江　作・絵

Ｅ　ヨシ いつもとなりで よしだ　るみ　さく・え

Ｅ　フル ええところ くすのき　しげのり　作 ふるしょう　ようこ　絵

Ｅ　メト おそらにいったたいせつなともだち ドーン・マクニフ　さく パトリシア・メトラ　え

Ｅ　スミ おはなをあげる ジョナルノ・ローソン　作　 シドニー　スミス　絵

Ｅ　クラ キスなんてごめんだよ！ Ｅ.Ｃ.クラーク　さく まつかわ　まゆみ　やく

Ｅ　ハコ キスねこ はこた　ゆうじ　著

Ｅ　マッ キスはまほう スムリティ　プラサダム　ホールズ　作サラ　マッシーニ　絵

Ｅ　ジェ きみとぼくがつくるもの オリヴァー　ジェファーズ　さく tuera  tupera　やく

Ｅ　ミヤ きみにありがとうのおくりもの 宮野　聡子　作・絵

Ｅ　ミス きみのきもち サトシン、相田　毅　作　 ミスミ　ヨシコ　絵

Ｅ　カイ このてはあなたのために ダイアン　アダムズ　ぶん ペイジー　カイザー　え

Ｅ　ボガ すき トメク・ボガッキー　作 木坂　涼　訳

Ｅ　アッ 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　イチ ずーっといっしょ 市川　里美　絵 マリアン・クシマノ　文

Ｅ　ウォ だいすきぎゅっぎゅっ フィリス　ゲイシャトー　ぶん デイヴィッド　ウォーカー　え

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　ラミ だいすきなぼくのかぞく マット　デ　ラ　ペーニャ　作 アナ・ラミレス　絵

Ｅ　オカ だいすきのしるし あらい　えつこ　さく おかだ　ちあき　え

Ｅ　マツ たからもののあなた まつお　りかこ　作・絵

Ｅ　オカ だきしめてキュッキュッキュッ きしなかば　文 岡田　千晶　絵
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Ｅ　フカ ちいさなはなよめぎょうれつ ナルツィザ・ジミホフスカ　作 布川　愛子　絵

Ｅ　ホビ トゥートとパドル　だからきみがだいすきホリー　ホビー　作 二宮　由紀子　訳

Ｅ　ウォ どうぶつたちのだいすきって? アン　ウィットフォード　ポール　ぶんデイヴィッド　ウォーカー　え

Ｅ　ブッ とびっきりのおむかえ ニコラ　チンクエッティ　作 ウルスラ　ブッヒャー　絵

Ｅ　イモ パパだいすきママだいすき やすい　すえこ　作 いもと　ようこ　絵

Ｅ　サカ ぼくおかあさんのこと… 酒井　駒子　文・絵

Ｅ　ドフ ぼくのきもちはね コリ・ドーフェルド　作 石津　ちひろ　訳

Ｅ　トネ ぼくのともだち とね　さとえ　作・絵

Ｅ　アリ みーんなだいっキライ ナオミ・ダニス　ぶん ダイラク　サトミ　やく

Ｅ　ヤナ やさしいライオン やなせ　たかし　作・絵

Ｅ　マザ ローザからキスをいっぱい ペトラ・マザーズ　作 えんどう　いくえ　訳

Ｅ　オオ いろいろおかしパーティー おおで　ゆかこ　作

Ｅ　ノシ おいしいふくやさん あま〜いダンスパーティのし　さやか　作・絵

Ｅ　ハタ おおきなドーナツ 平塚　ウタ子　作 はた　こうしろう　絵

Ｅ　ｽｽﾞ おかしがたべたい! ビーゲン　ヤン　作 すずき　もも　絵

Ｅ　サト おかしのかみさま サトウ　ヒロシ　作・絵

Ｅ　マル おかしのくにのバレリーナ 犬飼　由美恵　文 まるやま　あやこ　絵

Ｅ　ハッ おまたせクッキー パット＝ハッチンス　さく 乾　侑美子　やく

Ｅ　イシ キャンディーがとけるまで もとした　いづみ　作 石井　聖岳　絵

Ｅ　フク ぎょうれつのできるチョコレートやさん ふくざわ　ゆみこ　さく

Ｅ　ヤマ きょうはすてきなドーナツようび 竹下　文子　文 山田　詩子　絵

Ｅ　カワ クッキー! かわい　みゆき　作・絵

Ｅ　タム クッキー・サーカス たむら　しげる　さく

Ｅ　イワ くっきーだぁいすき 間所　ひさこ　作 岩村　和朗　絵

Ｅ　オオ クッキーひめ おおい　じゅんこ　作

Ｅ　ゴト ケーキたべよっ! 後藤　貴志　作・絵

Ｅ　ゴン　 3びきこりすのケーキやさん 権田　章江　作・絵

Ｅ　セリ しろくまきょうだいのケーキやさん serico　え たきの　みわこ　ぶん

Ｅ　セイ せかいでいちばんすてきなケーキ くすのき　しげのり　文 せいみや　あきら　絵

Ｅ　シン チョコだるま 真珠　まりこ　作

Ｅ　ドラ チョコレート・ウォーズ エリス・ドラン　作 三辺　律子　訳

Ｅ　フジ チョコレートをぬすんだやつ さいば　ひろみ　作 藤本　タクヤ　絵

Ｅ　ダビ チョコレートだいすき デヴィッド　カリ　作 エヴェリン　ダヴィッディ　絵

Ｅ　チョ 👶 チョコレートパン 長　新太　さく

Ｅ　モテ チョコレート屋のねこ スー　ステイントン　文 アン　モーティマー　絵

Ｅ　カワ でこぼこホットケーキ よしだ　あつこ　作　 川副　真佑実　絵

Ｅ　ツツ ドーナッちゃんとモンブラリン つつみ　あれい　作

Ｅ　スギ ドロップロップ 村山　早紀　作 杉田　比呂美　絵

Ｅ　ビョ ひみつのおかしだおとうとうさぎ! ヨンナ　ビョルンシェーナ　作 枇谷　玲子　訳

Ｅ　サカ フルーツパンケーキ さか井　美ゆき　絵

Ｅ　ブラ ぺろぺろキャンディー ルクサナ・カーン　文 ソフィー　ブラッコール　絵

Ｅ　キタ 昔話 ヘンゼルとグレーテル グリム　原作 那須田　淳　訳　北見　葉湖　絵

Ｅ　アイ マシュマロのおいしいたべかた 市川　宣子　作 相野谷　由起　絵

Ｅ　トネ モカと幸せのコーヒー 刀祢　里衣　著

Ｅ　アベ わけありリンゴのアップルパイ あさい　ゆうこ　作 あべ　まれこ　絵
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