
絵　本 人名 出版社
1 あさえとちいさいいもうと 筒井　頼子／さく 福音館書店
2 あひるさんのぼうし 神沢　利子／さく 福音館書店
3 ありこのおつかい 石井　桃子／さく 福音館書店
4 おおきなおおきなおいも 赤羽　末吉／さく・え 福音館書店
5 おしゃべりなたまごやき 寺村　輝夫／作 福音館書店
6 おふろだいすき 松岡　享子／作 福音館書店
7 かえるのいえさがし 石井　桃子／さく 福音館書店
8 かばくん 岸田　衿子／さく 福音館書店
9 かめくんのさんぽ なかの　ひろたか／さく・え 福音館書店

10 キャベツくん 長　新太／文・絵 文研出版
11 くいしんぼうのはなこさん いしい　ももこ／ぶん 福音館書店
12 くもりのちはれせんたくかあちゃん さとう　わきこ／さく・え 福音館書店
13 ぐりとぐら 中川　李枝子／さく 福音館書店
14 ぐるんぱのようちえん 西内　ミナミ／さく 福音館書店
15 こすずめのぼうけん ルース・エインワース／さく 福音館書店
16 しょうぼうじどうしゃじぷた 渡辺　茂男／さく 福音館書店
17 せんたくかあちゃん さとう　わきこ／さく・え 福音館書店
18 ぞうくんのさんぽ なかの　ひろたか／さく・え 福音館書店
19 そらいろのたね なかがわ　りえこ／文 福音館書店
20 そりあそび さとう　わきこ／さく・え 福音館書店
21 だるまちゃんとてんぐちゃん 加古　里子／さく・え 福音館書店
22 たろうのおでかけ 村山　桂子／作 福音館書店
23 たろうのひっこし 村山　桂子／さく 福音館書店
24 タンゲくん 片山　健／[作] 福音館書店
25 ちいさなねこ 石井　桃子／さく 福音館書店
26 とらっくとらっくとらっく 渡辺　茂男／さく 福音館書店
27 はじめてのおつかい 筒井　頼子／さく 福音館書店
28 わたしのワンピース にしまき　かやこ／えとぶん こぐま社
29 びゅんびゅんごまがまわったら 宮川　ひろ／作 童心社
30 ふしぎなナイフ 中村　牧江／さく 福音館書店
31 ぶたぶたくんのおかいもの 土方　久功／さく　え 福音館書店
32 ぼくびょうきじゃないよ　特製版 角野　栄子 福音館書店
33 ぽとんぽとんはなんのおと 神沢　利子／さく 福音館書店
34 まほうのえのぐ 林　明子／さく 福音館書店
35 めっきらもっきらどおんどん 長谷川　摂子／作 福音館書店
36 ろくべえまってろよ 灰谷　健次郎／作 文研出版

絵　本 人名 出版社
1 あかりの花 肖　甘牛／採話 福音館書店
2 いしになったかりゅうど 大塚　勇三／再話 福音館書店
3 いっすんぼうし いしい　ももこ／ぶん 福音館書店
4 うさぎのいえ 内田　莉莎子／再話 福音館書店
5 うさぎのみみはなぜながい 北川　民次／ぶんとえ 福音館書店
6 王さまと九人のきょうだい 君島　久子／訳 岩波書店
7 おおきなかぶ A.トルストイ／再話 福音館書店
8 おなかのかわ 瀬田　貞二 福音館書店
9 かさじぞう 瀬田　貞二／再話 福音館書店

10 ガラスめだまときんのつののヤギ 田中　かな子／訳 福音館書店
11 くわずにょうぼう 稲田　和子／再話 福音館書店
12 さるとびっき 武田　正 福音館書店
13 さんねん峠 李　錦玉／作 岩崎書店
14 三びきのやぎのがらがらどん マーシャ・ブラウン／え 福音館書店
15 したきりすずめ 石井　桃子／再話 福音館書店
16 スーホの白い馬 大塚　勇三／再話 福音館書店
17 だいくとおにろく 松居　直／再話 福音館書店
18 たなばた 君島　久子／再話 福音館書店
19 てぶくろ エウゲーニー・M・ラチョフ／え 福音館書店
20 ねむりひめ グリム兄弟／原作 福音館書店
21 パンのかけらとちいさなあくま 内田　莉莎子／再話 福音館書店
22 ふしぎなやどや [薛　漁思／原作] 福音館書店
23 ブレーメンのおんがくたい グリム／[原作] 福音館書店
24 マーシャとくま E.ラチョフ／え 福音館書店
25 ももたろう まつい　ただし／ぶん 福音館書店
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絵　本 人名 出版社
1 あおい目のこねこ エゴン・マチーセン／さく・え 福音館書店
2 あかてぬぐいのおくさんと7にんのなかま イ　ヨンギョン／ぶん・え 福音館書店
3 あくたれラルフ ジャック・ガントス／さく 福音館書店
4 あくたれラルフのたんじょうび ジャック・ガントス／さく PHP研究所
5 アンガスとあひる マージョリー・フラック／さく・え 福音館書店
6 アンガスとねこ マージョリー・フラック 福音館書店
7 アンナの赤いオーバー ハリエット・ジィーフェルト／ぶん 評論社
8 ウエズレーの国 ポール・フライシュマン／作 あすなろ書房
9 海べのあさ ロバート・マックロスキー／文・絵 岩波書店

10 ウルスリのすず ゼリーナ・ヘンツ／文 岩波書店
11 おさらをあらわなかったおじさん フィリス・クラジラフスキー／文 岩波書店
12 おさるとぼうしうり エズフィール・スロボドキーナ／さく・え 福音館書店
13 おとなしいめんどり ポール・ガルドン／作 長崎：童話館
14 おばけのジョージー ロバート・ブライト 福音館書店
15 おやすみみみずく パット=ハッチンス／さく 偕成社
16 かいじゅうたちのいるところ モーリス・センダック／さく 冨山房
17 かさどろぼう シビル・ウェタシンヘ 福武書店
18 かもさんおとおり ロバート・マックロスキー／ぶんとえ 福音館書店
19 ガンピーさんのドライブ ジョン・バーニンガム／さく ほるぷ出版
20 ガンピーさんのふなあそび ジョン・バーニンガム ほるぷ出版
21 くまのコールテンくん ドン=フリーマン／さく 偕成社
22 くんちゃんのだいりょこう ドロシー・マリノ／文　絵 岩波書店
23 くんちゃんのはじめてのがっこう ドロシー・マリノ／さく ペンギン社
24 くんちゃんのはたけしごと ドロシー・マリノ／さく ペンギン社
25 くんちゃんのもりのキャンプ ドロシー・マリノ／さく ペンギン社
26 ごきげんならいおん ルイーズ・ファティオ／ぶん 福音館書店
27 こねこのぴっち ハンス・フィッシャー／文 絵 岩波書店
28 サリーのこけももつみ ロバート・マックロスキー／文　絵 岩波書店
29 しずかなおはなし サムイル・マルシャーク／ぶん 福音館書店
30 しずくのぼうけん マリア・テルリコフスカ／さく 福音館書店
31 すてきな三にんぐみ トミー=アンゲラー／さく 偕成社
32 ターちゃんとペリカン ドン・フリーマン ほるぷ出版
33 ちびゴリラのちびちび ルース・ボーンスタイン／さく ほるぷ出版
34 チムとゆうかんなせんちょうさん エドワード・アーディゾーニ／さく 福音館書店
35 ティッチ パット・ハッチンス／さく・え 福音館書店
36 どうながのプレッツェル マーグレット・レイ／ぶん 福音館書店
37 どろんここぶた アーノルド・ローベル／作 文化出版局
38 どろんこハリー ジーン・ジオン／ぶん 福音館書店
39 歯いしゃのチュー先生 ウィリアム・スタイグ／ぶんとえ 評論社
40 はなのすきなうし マンロー・リーフ／おはなし 岩波書店
41 はなをくんくん ルース・クラウス／ぶん 福音館書店
42 はらぺこあおむし エリック=カール／さく 偕成社
43 ピーターのいす エズラ=ジャック=キーツ／作・画 偕成社
44 100まんびきのねこ ワンダ・ガアグ／ぶん・え 福音館書店
45 ぶかぶかティッチ パット・ハッチンス／さく・え 福音館書店
46 ぶんぶんぶるるん バイロン・バートン／さく ほるぷ出版
47 ペレのあたらしいふく エルサ・ベスコフ／さく・え 福音館書店
48 ほね、ほね、きょうりゅうのほね バイロン・バートン／作 インターコミュニケーションズ

49 まいごのアンガス マージョリー・フラック／さく・え 福音館書店
50 メアリー・スミス アンドレア・ユーレン／作 光村教育図書
51 ものいうほね ウィリアム・スタイグ／さく 評論社
52 ものぐさトミー ペーン・デュボア 岩波書店
53 もりのなか マリー・ホール・エッツ／ぶん　え 福音館書店
54 ゆうかんなアイリーン ウィリアム・スタイグ／作 セーラー出版
55 ゆかいなかえる ジュリエット・キープス／ぶん・え 福音館書店
56 よかったねネッドくん レミー・シャーリップ／さく 偕成社
57 よるのおるすばん マーティン・ワッデル／ぶん 評論社
58 ラチとらいおん マレーク・ベロニカ／ぶん・え 福音館書店
59 ロバのシルベスターとまほうのこいし ウィリアム・スタイグ／[作] 評論社
60 わゴムはどのくらいのびるかしら? マイク・サーラー／ぶん ほるぷ出版
61 わたしとあそんで マリー・ホール・エッツ／ぶん　え 福音館書店
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