
　分　類 タ　イ　ト　ル

E　オオ いかにんじゃ みき　すぐる　作 おおの　こうへい　絵

E　ハセ いろはにほへと 今江　祥智　文 長谷川　義史　絵

E　ハセ いろはのかるた奉行 長谷川  義史　作・絵

E　キク 絵で見るおふろの歴史 菊地　ひと美　文・絵

E　キク 絵で見る服とくらしの歴史 菊地　ひと美　文・絵

E　ナガ 外郎売 長野　ヒデ子　絵 齊藤　孝　編

E　ハタ 馬の耳に念仏 はた  こうしろう　作 齊藤　孝　編

E　カジ えんぎかつぎのだんなさん 桂  文我　話 梶山　俊夫　絵

E　アメ えんぎがいい 雨宮　尚子　著

E　アオ えんぎもん 青山　友美　作

E　オエ おえかきしりとり 新井　洋行　他　作

E　カツ おおあたりぃ～ 村上  しいこ　作 かつらこ　絵

E　ジン おかめひょっとこ 最上　一平　作 陣崎　草子　絵

E　ナカ おくのほそ道 松尾  芭蕉　文 中谷　靖彦　絵

E　タナ おすしですし！ 林　木林　作 田中　六大　絵

E　オオ おすしのずかん 大森　裕子　作 藤原　昌高　監修

E　ヤマ お正月さんありがとう 内田　麟太郎　作 山本　孝　絵

E　フク おしょうがつセブン もとした　いづみ　作 ふくだ　いわお　絵

E　ワタ おせちいっかのおじょうがつ わたなべ　あや　作

E　ミヤ おぞうにくらべ 宮野　聡子　作

E　ニシ おでんさむらい　しらたきのまき 内田　麟太郎　文 西村　繁男　絵

E　キタ おにぎりにんじゃ 北村　裕花　作

E　シゲ オニじゃないよおにぎりだよ シゲタ　サヤカ　作

E　チバ おにのおにぎりや ちば  みなこ　作

E　ノム おばあちゃんのおせち 野村　たかあき　作・絵

E　ハッ おふくさんのおふくわけ 服部　美法　文・絵

E　トヨ ◎ おふろやさんのまねきねこ とよた　かずひこ　作・絵

E　キタ おみくじ きた　あいり　作

E　ホン ★ おむすびにんじゃのおむすびぽん 本間　ちひろ　作

E　ムラ おもち! 石津　ちひろ　文 村上　康成　絵

E　カガ おもちのきもち かがくい  ひろし　作・絵

E　カン 開運えほん かんべ　あやこ　作

E　オオ ◎ かきやまぶし 内田　麟太郎　文 大島　妙子　絵

E　ツチ かさじおやぶん　いっけんらくちゃく！ 苅田　澄子　作 つちだ　のぶこ　絵

E　カツ ◎ かたつむり 内田　麟太郎　文 かつらこ　絵

E　ヨシ 仮名手本忠臣蔵 吉田　愛　文・絵

E　ショ かぶきわらし 庄司　三智子　文・絵　

E　ヤマ カミさま全員集合！ 内田　麟太郎　作 山本　孝　絵

E　ツチ ★ かみさまのめがね 市川　真由美　文 つちだ　のぶこ　絵

E　ヤマ ★ くるくるくるよおすしがくるよ 川北  亮司　文 山村　浩二　絵

E　アラ こけしがこけて 新井　洋行　作・絵

E　ツカ このすしなあに 塚本　やすし　作

E　コレ ☆ これなあに 星燈社　絵

E　ササ 三方一両損 宝井　琴調　文 ささめや　ゆき　絵

E　オオ 七福おばけ団 大島  妙子　作

E　ナカ しちふくじん 立川　志の輔　作 中川　学　絵

E　アオ しどうほうがく もとした　いづみ　文 青山　友美　絵

E　クド 寿限無 斎藤  孝　文 工藤　ノリコ　絵

E　イイ 知らざあ言って聞かせやしょう 河竹  黙阿弥　文 飯野　和好　構成・絵

よんで楽しむ　　　日本の文化
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E　ハセ スモウマン 中川　ひろたか　文 長谷川　義史　絵

E　タカ せきとりしりとり サトシン　作 高畠　那生　絵

E　ムラ そばやのまねきねこ 村田  エミコ　作・絵

E　サワ たなからぼたもち くすのき　しげのり　作 澤野　秋文　絵

E　カガ ☆ だるまさんが かがくい　ひろし　作

E　ハン ★ だるまさんがころんだら はんだ　みちこ　作

E　タカ だるまだ! 高畠　那生　作

E　カコ だるまちゃんとてんぐちゃん 加古  里子　作・絵

E ★
だるまてんぐのあかてんくろてん
 きょうだいばんざいの巻 広嶋  玲子　作 山西　ゲンイチ　絵

E　マル だるまなんだ おおなり　修司　文 丸山　誠司　絵

E　マセ だるまのしゅぎょう ませぎ　りえこ　作

E　カタ だるまのマーくんとはいたのおばけ 小沢　正　作 片山　健　絵

E　イシ だんご屋政談 春風亭　一之輔　作 石井　聖岳　絵

E　オオ ちびころおにぎり　はじめてのおかいものおおい　じゅんこ　作・絵

E　シラ 道成寺 片山  清司　文 白石　皓大　絵

E　リト どうじょどうじょ りとう　ようい　作

E　ドリ どうぶつ川柳ぼく、だーれ? サトシン　作 ドーリー　絵

E　カワ ◎ ときそば 川端  誠　作

E　アラ どじにんじゃ 新井　洋行　作・絵

E　キタ なぞかけえほん 入船亭　扇里　文 きたがわ　めぐみ　絵

E　タゴ なにわのでっちこまめどん  シリーズ 村上  しいこ　作 たごもり　のりこ　絵

E　ヤマ にんじゃつばめ丸 市川　真由美　文 山本　孝　絵

E　カト ねっけつ!怪談部 林家　彦いち　作 加藤　休ミ　絵

E　スズ はいくのえほん 鈴木　寿雄　画

E　ヤマ はっきょいどーん やまもと　ななこ　作

E　カワ ◎ はつてんじん 川端　誠　作

E　オオ 母恋いくらげ 柳家　喬太郎　原作 大島　妙子　文・絵

E　イイ はやくちことばでおでんもおんせん 川北　亮司　文 飯野　和好　絵

E　タン 春はあけぼの 清少納言　文 たんじ　あきこ　絵

E　ヒロ ピカゴロウ ひろた　だいさく　作 ひろた　みどり　作

E　ハヤ びゅんびゅんごまがまわったら 宮川  ひろ　作 林　明子　絵

E　カワ 風来坊の子守歌 川端　誠　作・絵

E　ササ ぶす もとした　いづみ　文 ささめや　ゆき　絵

E　オオ ふどうぼう 林家　たい平　文 大畑　いくの　絵

E　イイ へのかっぱ 飯野　和好　作

E　リト べんべけざばばん りとう　ようい　作

E　タカ まねきねこだ!! 高畠　那生　作

E　キタ まねきねこがっこう きた　あいり　作・絵

E　キタ まねきねこ　たい吉のゆめ きたやま　ようこ　作・絵

E　カジ みんなであそぶ　わらべうた 近藤　信子　編・遊び方指導 梶山　俊夫　絵

E ★ もちもちおもち 庄司　三智子　著

E　タカ もりのだるまさんかぞく 高橋　和枝　作

E　サワ ようかいりょうりばんづけ 澤野　秋文　作

E　モト りきしの春 春風亭　昇太　作 本　秀康　絵

E　カト りきしのほし 加藤　休ミ　著

E　ハダ ろじうらの伝説 柳家　喬太郎　作 ハダ　タカヒト　絵

E　サイ わらべうたであそびましょ さいとう　しのぶ　編・絵
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●　昔話
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