
福津市立図書館おすすめの絵本２５０冊

本の名前 作者 出版社

1 あおくんときいろちゃん ﾚｵ･ﾚｵﾆ=作　藤田圭雄=訳 至光社

2 あかちゃんのゆりかご ﾚﾍﾞｯｶ･ﾎﾞﾝﾄﾞ=作　さくまゆみこ=訳 偕成社

3 あかてぬぐいのおくさんと７にんのなかま ｲ ﾖﾝｷﾞｮﾝ=ぶん・え　かみやにじ=やく 福音館書店

4 あしたのてんきははれ？くもり？あめ？ 野坂勇作=さく　根本順吉=監修 福音館書店

5 あしのうらのはなし やぎゅうげんいちろう=さく 福音館書店

6 あな 谷川俊太郎=作　和田誠=画 福音館書店

7 あのときすきになったよ 薫くみこ=さく　飯野和好=え 教育画劇

8 あまがさ やしまたろう=作 福音館書店

9 あらしのよるに きむらゆういち=作　あべ弘士=絵 講談社

10 ありこのおつかい 石井桃子=さく　中川宗弥=え 福音館書店

11 アンガスとあひる ﾏｰｼﾞｮﾘｰ･ﾌﾗｯｸ=さく・え　瀬田貞二=やく 福音館書店

12 アンナの赤いオーバー ﾊﾘｴｯﾄ･ｼﾞｨｰﾌｪﾙﾄ=ぶん　ｱﾆﾀ･ﾛｰﾍﾞﾙ=え　松川真弓=やく 評論社

13 イエペはぼうしがだいすき 石亀泰郎=写真　 文化出版局

14 いたずらきかんしゃちゅうちゅう ﾊﾞｰｼﾞﾆｱ･ﾘｰ･ﾊﾞｰﾄﾝ=ぶん・え　村岡花子=やく 福音館書店

15 いたずらこねこ ﾊﾞｰﾅﾃﾞｨﾝ･ｸｯｸ=ぶん ﾚﾐｲ･ｼｬｰﾘｯﾌﾟ=え　まさきるりこ=やく 福音館書店

16 いつかはきっと･･･ ｼｬｰﾛｯﾄ･ｿﾞﾛﾄﾌ=ぶん　ｱｰﾉﾙﾄﾞ･ﾛｰﾍﾞﾙ=え　矢川澄子=やく ほるぷ出版

17 いっすんぼうし いしいももこ=ぶん　あきのふく=え 福音館書店

18 いつもちこくのおとこのこ ｼﾞｮﾝ･ﾊﾞｰﾆﾝｶﾞﾑ=さく　たにかわしゅんたろう=やく あかね書房

19 ウエズレーの国 ﾎﾞｰﾙ･ﾌﾗｲｼｭﾏﾝ=作　ｹﾋﾞﾝ･ﾎｰｸｽ=絵　千葉茂樹=訳 あすなろ書房

20 ウラパン・オコサ 谷川晃一=作 童心社

21 うんちしたのはだれよ！ ｳﾞｪﾙﾅｰ･ﾎﾙﾂｳﾞｧﾙﾄ=文　ｳﾞｫﾙﾌ･ｴｰﾙﾌﾞﾙｯﾌ=絵　関口裕昭=訳 偕成社

22 エンソくんきしゃにのる スズキコージ=さく 福音館書店

23 王さまと九人のきょうだい 君島久子=訳　赤羽末吉=絵 岩波書店

24 おおかみと七ひきのこやぎ ﾌｪﾘｸｽ･ﾎﾌﾏﾝ=え　せたていじ=やく 福音館書店

25 おおきくなるっていうことは 中川ひろたか=文　村上康成=絵 童心社

26 おおきなかぶ A.ﾄﾙｽﾄｲ=再話　内田莉莎子=訳　佐藤忠良=画 福音館書店

27 おおきな木 ｼｭﾙ･ｼﾙｳﾞｧｽﾀｲﾝ=作　村上春樹=約 あすなろ書房

28 おおきなきがほしい 佐藤さとる=ぶん　村上勉=え 偕成社

29 おおはくちょうのそら 手島圭三郎=絵と文 福武書店

30 おかあさんだいすき まーじょりー･ふらっく=文と絵　光吉夏弥=訳 岩波書店

31 おかえし 村山桂子=さく　織茂恭子=え 福音館書店

32 おかえりなさいスポッティ ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ･E･ﾚｲ=文　H・A・ﾚｲ=絵　中川健蔵=訳 文化出版局

33 おこだでませんように くすのきしげのり=作　石井 聖岳=絵 小学館

34 おしいれのぼうけん ふるたたるひ=さく　たばたせいいち=画 童心社

35 おしゃべりなたまごやき 寺村輝夫=作　長新太=画 福音館書店

36 おたすけこびと なかがわちひろ=文　ﾖｺｾ･ｼﾞｭﾝｼﾞ=絵 徳間書店

37 おだんごぱん　ロシア民話 瀬田貞二=訳　脇田和=絵 福音館書店

38 おちゃのじかんにきたとら ｼﾞｮﾃﾞｨｽ･ｶｰ=作　晴海耕平=訳 童話館出版

39 おっきょちゃんとかっぱ 長谷川摂子=文　降矢奈々=絵 福音館書店

40 おばけドライブ スズキコージ=作 ビリケン出版
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41 おばけのバーバパパ ｱﾈｯﾄ･ﾁｿﾞﾝ=さく　ﾀﾗｽ･ﾃｲﾗｰ=さく　やましたはるお=やく　 偕成社

42 おばけパーティ ｼﾞｬｯｸ･ﾃﾞｭｹﾉﾜ=さく　おおさわあきら=やく ほるぷ出版

43 おふろだいすき 松岡享子=作　林明子＝絵 福音館書店

44 おまえうまそうだな 宮西達也=作　絵 ポプラ社

45 おまたせクッキー ﾊﾟｯﾄ･ﾊｯﾁﾝｽ=さく　乾侑美子=やく 偕成社

46 おやすみゴリラくん ﾍﾟｷﾞｰ･ﾗｽﾏﾝ=作　いとうひろし=訳 徳間書店

47 おやすみなさいフランシス ﾗｯｾﾙ･ﾎｰﾊﾞﾝ=ぶん　まつおかきょうこ=やく　ｶﾞｰｽ･ｳｲﾘｱﾑｽﾞ=え 福音館書店

48 オレ・ダレ 越野民雄=文　高畠純=絵 講談社

49 おんぶはこりごり ｱﾝｿﾆｰ･ﾌﾞﾗｳﾝ=作　藤本朝巳=訳 平凡社

50 かあさんのいす ﾍﾞﾗ･B･ｳｨﾘｱﾑｽﾞ=作・絵　佐野洋子=訳 あかね書房

51 かいじゅうたちのいるところ ﾓｰﾘｽ･ｾﾝﾀﾞｯｸ=さく　じんぐうてるお=やく 冨山房

52 かえるの平家ものがたり 日野十成=文　斎藤隆夫=絵 福音館書店

53 かさ 太田大八=作　絵 文研出版

54 かさじぞう  瀬田貞二=再話 赤羽末吉=画 福音館書店

55 かしこいビル ｳｨﾘｱﾑ･ﾆｺﾙｿﾝ=さく　まつおかきょうこ=やく　よしだしんいち=やく ペンギン社

56 かぜはどこへいくの ｼｬｰﾛｯﾄ･ｿﾞﾛﾄｳ=さく　ﾊﾜｰﾄﾞ･ﾉｯﾂ=え　まつおかきょうこ=やく 偕成社

57 かちかちやま おざわとしお=再話　赤羽末吉=画 福音館書店

58 カニ　ツンツン 金関寿夫=ぶん 元永定正=え 福音館書店

59 かにむかし 木下順二=文　清水崑=絵 岩波書店

60 かばくん 岸田衿子=さく　中谷千代子=え 福音館書店

61 かまきりっこ 近藤薫美子 アリス館

62 かようびのよる ﾃﾞｳﾞｨｯﾄﾞ･ｳｲｰｽﾞﾅｰ=作・絵　当麻ゆか=訳 徳間書店

63 からすたろう やしまたろう=文　絵 偕成社

64 からすのパンやさん かこさとし=作・絵 偕成社

65 ガンピーさんのドライブ ｼﾞｮﾝ･ﾊﾞｰﾆﾝｶﾞﾑ=さく　みつよしなつや=やく　 ほるぷ出版

66 きいろいのはちょうちょ 五味太郎=作　絵 偕成社

67 きかんしゃやえもん 阿川弘之=文　岡部冬彦=絵 岩波書店

68 キスなんてだいきらい ﾄﾐｰ･ｳﾝｹﾞﾗｰ=作　矢川澄子=訳 文化出版局

69 きつねにょうぼう 長谷川摂子=再話　片山健=絵 福音館書店

70 きつねのおきゃくさま あまんきみこ=ぶん　二俣英五郎=え サンリード

71 きつねのかみさま あまんきみこ=作　酒井駒子=絵 ポプラ社

72 きつねやまのよめいり わかやまけん=著 こぐま社

73 木のうた ｲｴﾗ･ﾏﾘ=さく ほるぷ出版

74 きみなんかだいきらいさ ｼﾞｬﾆｽ･ﾒｲ･ﾕｰﾄﾞﾘｰ=ぶん　ﾓｰﾘｽ･ｾﾝﾀﾞｯｸ=え　こだまともこ=やく 冨山房

75 キャベツくんとブタヤマさん 長新太=文　絵 文研出版

76 きゃべつばたけのいちにち 甲斐信枝=さく 福音館書店

77 急行「北極号」 C･V･ｵｰﾙｽﾞﾊﾞｰｸﾞ=絵と文　村上春樹=訳 河出書房新社

78 きょうはなんのひ？ 瀬田貞二=作　林明子=絵 福音館書店

79 きょうはみんなでクマがりだ ﾏｲｹﾙ･ﾛｰｾﾞﾝ=再話　ﾍﾚﾝ･ｵｸｾﾝﾊﾞﾘｰ=絵　山口文生=訳 評論社

80 きょだいなきょだいな 長谷川摂子=作　降矢なな=絵 福音館書店
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81 木はいいなぁ ﾕｰﾄﾞﾘｲ=さく　ｼｰﾓﾝﾄ=え　さいおんじさちこ=やく 偕成社

82 クマくんのふしぎなエンピツ ｱﾝｿﾆｰ･ﾌﾞﾗｳﾝ=さく　田村隆一=やく 評論社

83 くまのコールテンくん ﾄﾞﾝ･ﾌﾘｰﾏﾝ=さく　まつおかきょうこ=やく 偕成社

84 ぐりとぐら 中川季枝子=さく　大村百合子=え 福音館書店

85 ぐるんぱのようちえん 西内ミナミ=さく　堀内誠一=え 福音館書店

86 くれよんのくろくん なかやみわ=さく・え 童心社

87 くわずにょうぼう 稲田和子=再話　赤羽末吉=画 福音館書店

88 くんちゃんのはたけしごと ﾄﾞﾛｼｰ･ﾏﾘﾉ=さく　まさきるりこ=やく ペンギン社

89 けんかのきもち 柴田 愛子=文　伊藤 秀男=絵 ポプラ社

90 げんきなマドレーヌ ﾙﾄﾞｳｨｯﾋ･ﾍﾞｰﾒﾙﾏﾝｽ=作・画　瀬田貞二=訳 福音館書店

91 子うさぎましろのお話 ささきたづ=ぶん　みよしせきや=え ポプラ社

92 ごきげんならいおん ﾙｲｰｽﾞ･ﾌｧﾃｨｵ=ぶん　ﾛｼﾞｬｰ･ﾃﾞｭﾎﾞｱｻﾞﾝ=え　むらおかはなこ=やく 福音館書店

93 こぎつねコンとこだぬきポン 松野正子=文　二俣英五郎=画 童心社

94 こすずめのぼうけん ﾙｰｽ･ｴｲﾝｽﾞﾜｰｽ=作　石井桃子=訳　堀内誠一=画 福音館書店

95 コッケ　モーモー！ ｼﾞｭﾘｴﾄ･ﾀﾞﾗｽ･ｺﾝﾃ=文　ｱﾘｿﾝ･ﾊﾞｰﾄﾚｯﾄ=絵　たなかあきこ=訳 徳間書店

96 これはのみのぴこ 谷川俊太郎=作　和田誠=絵 サンリード

97 ごんぎつね 新美南吉=作　黒井健=絵 偕成社

98 こんとあき 林明子=さく 福音館書店

99 ざっそう 甲斐信枝=ぶん・え 福音館書店

100 さっちゃんとなっちゃん 浜田桂子=さく　え 教育画劇

101 さっちゃんのまほうのて たばた せいいち=共同制作 偕成社

102 さつまのおいも 中川ひろたか=文　村上康成=絵 童心社

103 さむがりやのサンタ ﾚｲﾓﾝﾄﾞ･ﾌﾞﾘｯｸﾞｽﾞ=さく・え　すがはらひろくに=やく 福音館書店

104 サラダでげんき 角野栄子=さく　長新太=え 福音館書店

105 サラダとまほうのおみせ ｶｽﾞｺ･G･ｽﾄｰﾝ=作 福音館書店

106 サリーのこけももつみ ﾛﾊﾞｰﾄ･ﾏｯｸﾛｽｷｰ=文・絵　石井桃子=訳 岩波書店

107 さるのせんせいとへびのかんごふさん 穂高順也=ぶん　荒井良二=え ビリケン出版

108 さんねん峠 李錦玉=作 朴民宜=絵 岩崎書店

109 三びきのこぶた 瀬田貞二=訳　山田三郎=画 福音館書店

110 三びきのやぎのがらがらどん ﾏｰｼｬ･ﾌﾞﾗｳﾝ=え　せたていじ=やく 福音館書店

111 さんまいのおふだ 水沢謙一=再話　梶山俊夫=画 福音館書店

112 じごくのそうべえ 田島征彦=作 童心社

113 しずくのぼうけん ﾏﾘｱ･ﾃﾙﾘｺﾌｽｶ=さく　うちだりさこ=やく　ﾎﾞﾌﾀﾞﾝ･ﾌﾞﾃﾝｺ=え　 福音館書店

114 しっぽのはたらき 川田健=ぶん　薮内正幸=え　 福音館書店

115 しばてん 田島征三=文と絵 偕成社

116 しもばしら 野坂勇作=さく　 福音館書店

117 しゃっくりがいこつ ﾏｰｼﾞｪﾘｰ･ｶｲﾗｰ=作　S.D.ｼﾝﾄﾞﾗｰ=絵　黒宮　純子=訳 らんか社

118 １１ぴきのねこ 馬場のぼる=著 こぐま社

119 １４ひきのせんたく いわむらかずお=さく 童心社

120 じゅげむ 川端誠=作 クレヨンハウス
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121 ジュマンジ ｸﾘｽ･ﾊﾞﾝ･ｵｰﾙｽﾞﾊﾞｰｸﾞ=さく　へんみまさなお=やく ほるぷ出版

122 しょうぼうじどうしゃじぷた 渡辺茂男=さく　山本忠敬=え 福音館書店

123 しりとりのだいすきなおうさま 中村翔子=作　はたこうしろう=絵 鈴木出版

124 しろいうさぎとくろいうさぎ ｶﾞｰｽ･ｳｨﾘｱﾑｽﾞ=ぶん・え　まつおかきょうこ=やく 福音館書店

125 しんせつなともだち 方軼羣=作 君島久子=訳 村山 知義=画 福音館書店

126 スイミー ﾚｵ･ﾚｵﾆ=作　谷川俊太郎=訳 好学社

127 ずーっとずっとだいすきだよ ﾊﾝｽ･ｳｨﾙﾍﾙﾑ=えとぶん　久山太市=やく 評論社

128 ストライプ ﾃﾞｳﾞｨｯﾄﾞ･ｼｬﾉﾝ=文と絵 清水奈緒子=訳 らんか社

129 スーホの白い馬 大塚 勇三=再話　赤羽 末吉=画 福音館書店

130 すきですゴリラ ｱﾝｿﾆｰ･ﾌﾞﾗｳﾝ=作・絵　山下明生=訳 あかね書房

131 すてきな三にんぐみ ﾄﾐｰ･ｱﾝｹﾞﾗｰ=さく　いまえよしとも=やく 偕成社

132 せいめいのれきし ﾊﾞｰｼﾞﾆｱ･ﾘｰ･ﾊﾞｰﾄﾝ=文・絵　いしいももこ=訳 岩波書店

133 せかいいちおいしいスープ ﾏｰｼｬ･ﾌﾞﾗｳﾝ=文・絵　こみや　ゆう=訳 岩波書店

134 せんたくかあちゃん さとうわきこ=さく　え 福音館書店

135 ぞうくんのさんぽ なかのひろたか=さく・え　 福音館書店

136 そらはだかんぼ！ 五味太郎=作 偕成社

137 だいくとおにろく 松居直=再話　赤羽末吉=画 福音館書店

138 だいじょうぶだいじょうぶ いとうひろし=作　絵 講談社

139 だくちるだくちる 阪田 寛夫∥文 長 新太∥絵 福音館書店

140 旅の絵本 安野光雅=著 福音館書店

141 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

142 たろうのおでかけ 村山桂子=さく　堀内誠一=え 福音館書店

143 たんぽぽ 平山和子=ぶん・え　北村四朗=監修 福音館書店

144 ちいさいおうち ﾊﾞｰｼﾞﾆｱ･ﾘｰ･ﾊﾞｰﾄﾝ=文・絵　石井桃子=訳 岩波書店

145 ちいさなねこ 石井桃子=さく　横内襄=え 福音館書店

146 ちいさなヒッポ ﾏｰｼｬ･ﾌﾞﾗｳﾝ=さく　うちだりさこ=やく 偕成社

147 ちいさなもみのき ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ･ﾜｲｽﾞ･ﾌﾞﾗｳﾝ=さく　ﾊﾞｰﾊﾞﾗ･ｸｰﾆｰ=え　かみじょうゆみこ=やく 福音館書店

148 ちびゴリラのちびちび ﾙｰｽ･ﾎﾞｰﾝｽﾀｲﾝ=さく　いわたみみ=やく ほるぷ出版

149 ちょっとだけ 瀧村有子=さく　鈴木永子=え 福音館書店

150 チロヌップのきつね たかはしひろゆき=文・絵 金の星社

151 月おとこ ﾄﾐｰ･ｳﾝｹﾞﾗｰ=作 たむらりゅういち=やく あそうくみ=やく 評論社

152 つきのぼうや ｲﾌﾞ･ｽﾊﾟﾝｸﾞ･ｵﾙｾﾝ=さく　やまうちきよこ=やく 福音館書店

153 つきよのかいじゅう 長新太=さく 佼成出版社

154 つとむくんのかばみがき まつたにみよこ=さく　かなざわゆうこ=え 偕成社

155 つるにょうぼう 矢川澄子=再話　赤羽末吉=画 福音館書店

156 ティッチ ﾊﾟｯﾄ･ﾊｯﾁﾝｽ=さく・え　いしいももこ=やく 福音館書店

157 でこちゃん つちだのぶこ=さく　え PHP研究所

158 てぶくろ　ウクライナ民話 ｴｳｹﾞｰﾆｰ･M･ﾗﾁｮﾌ=え　うちだりさこ=やく 福音館書店

159 どうぞのいす 香山美子=作　柿本幸造=絵 ひさかたチャイルド

160 どうぶつはやくちあいうえお きしだえりこ=作　かたやまけん=絵 のら書店
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161 遠くからみると ｼﾞｭﾘｰ･ｺﾞｰﾙﾄﾞ=文　ｼﾞｪｰﾝ･ﾚｲ=絵　小島希里=訳 BL出版

162 としょかんライオン ﾐｼｪﾙ･ﾇｰﾄﾞｾﾝ=さく　ｹﾋﾞﾝ･ﾎｰｸｽ=え　福本友美子=やく　 岩崎書店

163 とべ！ちいさいプロペラき 小風さち=作　山本忠敬=絵 福音館書店

164 とべバッタ 田島征三=作 偕成社

165 ともだちや  内田麟太郎=作 降矢なな∥絵 偕成社

166 とらっくとらっくとらっく 渡辺茂男=さく 山本忠敬=え 福音館書店

167 トラのじゅうたんになりたかったトラ ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ･ﾛｰｽﾞ=文　絵　ふしみみさを=訳 岩波書店

168 どろぼうがっこう 加古里子=絵と文 偕成社

169 どろんこハリー ｼﾞｰﾝ･ｼﾞｵﾝ=ぶん　ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ･ﾌﾞﾛｲ･ｸﾞﾚｱﾑ=え　わたなべしげお=やく 福音館書店

170 ナージャとりゅうおう 于 大武=絵 唐 亜明=文 講談社

171 ないたあかおに はまだひろすけ=ぶん いけだたつお=え 偕成社

172 なぞなぞ１００このほん M･ﾌﾞﾗｰﾄﾌ=採集　松谷さやか=編・訳　M・ﾐﾄｩｰﾘﾁ=絵 福音館書店

173 七ひきのねずみ ｴﾄﾞ･ﾔﾝｸﾞ=作　藤本朝巳=訳 古今社

174 なみにきをつけて、シャーリー ｼﾞｮﾝ･ﾊﾞｰﾆﾝｶﾞﾑ=さく　辺見まさなお=やく ほるぷ出版

175 ねえ、どれがいい？ ｼﾞｮﾝ･ﾊﾞｰﾆﾝｶﾞﾑ=さく　まつかわまゆみ=やく　 評論社

176 ねこのオーランド ｷｬｽﾘｰﾝ･ﾍｲﾙ=作・画　脇　明子=訳 福音館書店

177 ねこのピート　だいすきなしろいくつ ｴﾘｯｸ･ﾘﾄｳｨﾝ=作　ｼﾞｪｰﾑｽ･ﾃﾞｨｰﾝ=絵　大友剛=訳 ひさかたチャイルド

178 ねずみくんのチョッキ なかえよしを=作　上野紀子=絵 ポプラ社

179 ねずみのすもう 大川悦生=作 梅田俊作=絵 ポプラ社

180 ねむりひめ ﾌｪﾘｸｽ･ﾎﾌﾏﾝ=え　せたていじ=やく 福音館書店

181 歯いしゃのチュー先生 ｳｨﾘｱﾑ･ｽﾀｲｸﾞ=ぶんとえ　うつみまお=やく 評論社

182 はじめてのおつかい 筒井頼子=さく　林明子=え 福音館書店

183 はじめてのおるすばん しみずみちを=作　山本まつ子=絵 岩崎書店

184 ばしん！ばん！どかん！ ﾋﾟｰﾀｰ･ｽﾋﾟｱ=ぶん・え　わたなべしげお=やく 童話館出版

185 花さき山 斎藤隆介=作　滝平二郎=絵 岩崎書店

186 はなをくんくん ﾙｰｽ･ｸﾗｳｽ=ぶん　きじまはじめ=やく　ﾏｰｸ･ｼｰﾓﾝﾄ=え　 福音館書店

187 パパ、お月さまとって！ ｴﾘｯｸ･ｶｰﾙ=さく　もりひさし=やく 偕成社

188 はらぺこあおむし ｴﾘｯｸ･ｶｰﾙ=さく　もりひさし=やく 偕成社

189 バルボンさんのおでかけ とよたかずひこ=著 アリス館

190 ハンダのびっくりプレゼント ｱｲﾘｰﾝ･ﾌﾞﾗｳﾝ=作　福本友美子=訳 光村教育図書

191 パンはころころ ﾏｰｼｬ･ﾌﾞﾗｳﾝ=作　やぎたよしこ=訳 富山房

192 ピーターのいす ｴｽﾞﾗ･ｼﾞｬｯｸ･ｷｰﾂ=作・画　木島始=訳 偕成社

193 ピーターラビットのおはなし ﾋﾞｱﾄﾘｸｽ･ﾎﾟﾀｰ=さく・え　いしいももこ=やく 福音館書店

194 ひさの星 斎藤隆介=作　岩崎ちひろ=絵 岩崎書店

195 ひとまねこざる H・A・ﾚｲ=文・絵　光吉夏弥=訳 岩波書店

196 １００万回生きたねこ 佐野洋子=作　絵 講談社

197 １００まんびきのねこ ﾜﾝﾀﾞ･ｶﾞｱｸﾞ=ぶん・え　いしいももこ=やく 福音館書店

198 びゅんびゅんごまがまわったら 宮川ひろ=作　林明子=絵 童心社

199 ふたり  瀬川康男=さく 冨山房

200 ふたりはともだち ｱｰﾉﾙﾄﾞ・ローベル=作　三木卓=訳 文化出版局
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201 ふゆめがっしょうだん 冨成忠夫=写真　茂木透=写真　長新太=文 福音館書店

202 フランシスのいえで ﾗｯｾﾙ･ﾎｰﾊﾞﾝ=さく　ﾘﾘｱﾝ･ﾎｰﾊﾞﾝﾞ=え　まつおかきょうこ=やく 福音館書店

203 ふれ、ふれ、あめ！ ｶﾚﾝ･ﾍｽ=作　ｼﾞｮﾝ･J･ﾐｭｰｽ=絵 さくまゆみこ=訳 岩崎書店

204 ブレーメンのおんがくたい ｸﾞﾘﾑ原作　ﾊﾝｽ･ﾌｨｯｼｬｰ=え　せたていじ=やく 福音館書店

205 ベーコンわすれちゃ　だめよ！ ﾊﾟｯﾄ･ﾊｯﾁﾝｽ=さく　わたなべしげお=やく 偕成社

206 へっこきあねさがよめにきて 大川悦生=文 太田大八=絵 ポプラ社

207 ペレのあたらしいふく ｴﾙｻ=ﾍﾞｽｺﾌ=さく・え　おのでらゆりこ=やく 福音館書店

208 へんしんトンネル あきやまただし=作　絵 金の星社

209 ぼく、お月さまとはなしたよ ﾌﾗﾝｸ･ｱｯｼｭ=ぶんとえ　山口文生=やく 評論社

210 ぼくからみると 高田仁三郎=ぶん　片山健=え 福音館書店

211 ぼくだんごむし 得田之久=ぶん　たかはしきよし=え 福音館書店

212 ぼくにげちゃうよ ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ･w･ﾌﾞﾗｳﾝ=ぶん　ｸﾚﾒﾝﾄ･ﾊｰﾄﾞ=え　いわたみみ=やく ほるぷ出版

213 ぼくのくれよん 長新太=おはなし・え 講談社

214 ぼくはカメレオン たしろちさと グランまま社

215 ぼちぼちいこか ﾏｲｸ･ｾｲﾗｰ=さく　ﾛﾊﾞｰﾄ･ｸﾞﾛｽﾏﾝ=え　いまえよしとも=やく 偕成社

216 まあちゃんのながいかみ たかどのほうこ=さく 福音館書店

217 まほうのコップ 藤田千枝=原案 川島敏生=写真 長谷川 摂子=文 福音館書店

218 まよなかのだいどころ ﾓｰﾘｽ･ｾﾝﾀﾞｯｸ=さく　じんぐうてるお=やく 冨山房

219 密林一きれいなひょうの話 工藤直子=おはなし　和田誠=え 銀河社

220 みるなのくら おざわとしお=再話　赤羽末吉=画 福音館書店

221 みんなうんち 五味太郎=さく 福音館書店

222 ムッシュ・ムニエルをごしょうかいします 佐々木マキ=作 絵本館

223 むらの英雄 わたなべしげお=文　にしむらしげお=絵　 瑞雲舎

224 メアリー・スミス ｱﾝﾄﾞﾚｱ･ﾕｰﾚﾝ=作　千葉茂樹=訳 光村教育図書

225 めっきらもっきらどおんどん 長谷川摂子=作　ふりやなな=画 福音館書店

226 モチモチの木 斎藤隆介=作　滝平二郎=絵 岩崎書店

227 ももたろう まついただし=ぶん　あかばすえきち=え 福音館書店

228 もりのなか ﾏﾘｰ･ﾎｰﾙ･ｴｯﾂ=ぶん　え　まさきるりこ=やく 福音館書店

229 山の上の火 ﾊﾛﾙﾄﾞ･ｸｰﾗﾝﾀﾞｰ/ｳﾙﾌ･ﾚｽﾛｰ=文　渡辺茂男=訳　佐野昌子=絵 ｼﾞｰ･ｼｰ･ﾌﾟﾚｽ

230 やまんばのにしき まつたにみよこ=ぶん　せがわやすお=え ポプラ社

231 ゆうかんなアイリーン ｳｲﾘｱﾑ･ｽﾀｲｸﾞ=作　おがわえつこ=訳 セーラー出版

232 ゆうかんなちびのお針子 ﾒｱﾘｰ･ﾎﾟｰﾌﾟ･ｵｽﾞﾎﾞｰﾝ=文　ｼﾞｾﾞﾙ･ﾎﾟﾀｰ=絵　おがわえつこ=訳 セーラー出版

233 ゆかいなかえる ｼﾞｭﾘｴｯﾄ･ｹﾍﾟｼｭ=ぶん・え　いしいももこ=やく 福音館書店

234 ゆきだるま ﾚｲﾓﾝﾄﾞ･ﾌﾞﾘｯｸﾞｽﾞ=作 評論社

235 よあけ ﾕﾘｰ･ｼｭﾙｳﾞｨｯﾂ=作　画　瀬田貞二=訳 福音館書店

236 よかったねネッドくん ﾚﾐｰ･ｼｬｰﾘｯﾌﾟ=さく　やじたよしこ=やく 偕成社

237 ライオンのしごと 竹田津実=作　あべ弘士=絵 偕成社

238 ライオンのよいいちにち あべ弘士=作 佼成出版社

239 ラチとライオン ﾏﾚｰｸ･ﾍﾞﾛﾆｶ=ぶん　とくながやすもと=やく 福音館書店

240 ランパンパン ﾏｷﾞｰ･ﾀﾞﾌ=さいわ　ﾎｾ･ｱﾙｴｺﾞ=え　ｱﾘｱﾝﾇ･ﾄﾞｳｨ=え　山口文生=やく 評論社
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241 りんごかもしれない ヨシタケシンスケ=作 ブロンズ新社

242 ルピナスさん ﾊﾞｰﾊﾞﾗ･ｸｰﾆｰ=さく　かけがわやすこ=やく　 ほるぷ出版

243 ルラルさんのにわ いとうひろし=作 ポプラ社

244 ろくべえまってろよ 灰谷健次郎=作 長新太=絵 文研出版

245 ロバのシルベスターとまほうのこいし ｳｲﾘｱﾑ･ｽﾀｲｸﾞ=作　せたていじ=やく 評論社

246 わゴムはどのくらいのびるかしら？ ﾏｲｸ･ﾗｰﾗｰ=ぶん ｼﾞｪﾘｰ･ｼﾞｮｲﾅｰ=え きしだ えりこ∥やく ほるぷ出版

247 わすれられないおくりもの ｽｰｻﾞﾝ･ﾊﾞｰﾚｲ=さく・え　小川仁央=やく 評論社

248 わたし 谷川俊太郎＝ぶん　長新太=え 福音館書店

249 わたしとあそんで ﾏﾘｰ･ﾎｰﾙ･ｴｯﾂ=ぶん・え　よだじゅんいち=やく 福音館書店

250 わたしのワンピース にしまきかやこ=えとぶん こぐま社


