
島根県立図書館　大型絵本所蔵タイトルリスト 2021年9月現在

書名 著者名 出版社 出版年 サイズ

あいうえおうさま
寺村 輝夫／文　和歌山 静子
／絵

理論社 2020 43cm

あぶない！　子どもをまもる大きな絵本シ
リーズ　交通安全

鈴木えりん／絵　ラビッツアイ／
文・構成　国崎信江／監修

チャイルド本社 2013.1 50cm

あめのひのえんそく 間瀬 なおかた／作・絵 チャイルド本社 2007.4 50cm

ありとすいか たむら しげる／作・絵 ポプラ社 2004.4 49cm

あるのかな 飯野和好／絵　織田 道代／作 鈴木出版 2007.6 36×50cm

いたずらラッコとおなべのほし 長新太／絵　神沢 利子／文 あかね書房 2003.8 50cm

いもほりバス 藤本ともひこ／作・絵 鈴木出版 2012.5 36×50cm

うがいライオン
ねじめ 正一／作　長谷川 義史／
絵

鈴木出版 2012.3 36×50cm

うさぎのくれたバレエシューズ 南塚直子／絵　安房 直子／文 小峰書店 2004.2 50cm

うみの100かいだてのいえ いわいとしお／作 偕成社 2014.12 116×21cm

うんぴ・うんにょ・うんち・うんご
せべまさゆき／絵　村上八千世
／文

ほるぷ出版 2007.9 38×38cm

おおきなかぶ
佐藤忠良／画　Ａ．トルストイ／再
話　内田莉莎子／訳

福音館書店 1998.3 36×50cm

おおきなきがほしい
むらかみつとむ／絵　さとう さと
る／文

偕成社 2007.1 51cm

おおきなもののすきなおうさま 安野 光雅／作・絵 メイト 2004.2 50cm

おおはくちょうのそら 手島 圭三郎／画・文 リブリオ出版 2005.8 44cm

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 2014.6  40×45cm

おしくら・まんじゅう かがくいひろし／作 ブロンズ新社 2019.11 39×48cm

おしゃれなおたまじゃくし 塩田守男／絵　さくら ともこ／文 メイト 2003.8 50cm

おじいちゃんのごくらくごくらく 長谷川義史／絵　西本 鶏介／作 鈴木出版 2007.1 50cm

おじさんのかさ 佐野 洋子／作・絵 講談社 2003.9 53cm

おしゃれなおたまじゃくし
さくらともこ／ぶん　塩田 守男／
え

メイト 2003.8 50cm
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書名 著者名 出版社 出版年 サイズ

おっぱい みやにし たつや／作・絵 鈴木出版 2005.1 44cm

おとうさん・パパ・おとうちゃん みやにし たつや／作・絵 鈴木出版 2012.3 44cm

おとうさんはウルトラマン みやにし たつや／作・絵 学研 2008.2 48cm

おばけのてんぷら せな けいこ／作・絵 ポプラ社 2004.4 50cm

おばけのバーバパパ
アネット=チゾン,タラス＝テイラー
／さく　やましたはるお／やく

偕成社 2003.11 43×49cm

おふとんかけたら かがくいひろし／作 ブロンズ新社 2019.11 39㎝

おべんとうバス 真珠 まりこ／作・絵 チャイルド本社 2009.1 ５０ｃｍ

おべんとくん
石倉ヒロユキ／絵　真木 文絵／
作

チャイルド本社 2005.3 50×50cm

おまえうまそうだな 宮西 達也／作・絵 ポプラ社 2006.4 47cm

おめんです　1 いしかわ こうじ／作・絵 偕成社 2014.9 43×43cm

おめんです　2 いしかわ こうじ／作・絵 偕成社 2018.2 43×43cm

おやおや、おやさい 山村浩二／絵　石津ちひろ／文 福音館書店 2014.1 42cm

かたあしだちょうのエルフ おのき がく／文・絵 ポプラ社 2004.11 44cm

がっこうでトイレにいけるかな？
せべまさゆき／絵　村上八千世
／文

ほるぷ出版 2007.9 38×38cm

かばくん 中谷千代子／絵　岸田 衿子／作 福音館書店 2001.11 36×50cm

からすのパンやさん かこ さとし／絵と文 偕成社 1997.5 51cm

かわいそうなぞう
たけべもといちろう／え　つちや
ゆきお／ぶん

金の星社 1999.4 50cm

ガンピーさんのふなあそび
ジョン・バーニンガム／さく　みつ
よしなつや／やく

ほるぷ出版 2004.3 38×38cm

きたきつねのゆめ 手島 圭三郎／画・文 リブリオ出版 2005.8 44cm

きつねのでんわボックス
たかすかずみ／絵　戸田和代／
作

金の星社 2008.8 48×50cm

キャベツくん 長新太／文・絵 文研出版 2007.2 44cm

給食番長 よしながこうたく／さく 長崎出版 2013.3 52cm
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書名 著者名 出版社 出版年 サイズ

999ひきのきょうだい 村上康成／絵　木村 研／文 チャイルド本社 2005.4 50cm

999ひきのきょうだいのおひっこし 村上康成／絵　木村 研／文 チャイルド本社 2006.5 50cm

きょうりゅうのおおきさ
冨田幸光／監修　岡本 三紀夫／
イラスト　榎本 功／写真撮影

チャイルド本社 2008.6 51×60cm

きょだいなきょだいな 降矢なな／絵　長谷川 摂子／作 福音館書店 2001.11 36×50cm

きんぎょがにげた 五味 太郎／作 福音館書店 2009.1 42cm

くまのコールテンくん
ドン・フリーマン／さく　まつおか
きょうこ／やく

偕成社 2006.3 43×47cm

くものすおやぶんとりものちょう 秋山あゆ子／さく 福音館書店 2008.2 36×50cm

クリスマスのかくれんぼ いしかわ こうじ／作・絵 ポプラ社 2019.10 38×38cm

ぐりとぐら
おおむらゆりこ／絵　なかがわり
えこ／文

福音館書店 1998.3 36×50cm

ぐりとぐらのえんそく
山脇百合子／絵　中川 李枝子／
文

福音館書店 2008.2 36×50cm

ぐりとぐらのおきゃくさま
おおむらゆりこ／絵　なかがわり
えこ／作

福音館書店 2003.11 50cm

ぐるんぱのようちえん
堀内誠一／え　西内 みなみ／さ
く

福音館書店 1999.3 36×50cm

グレート・ワンダーシップへようこそ！ 五味 太郎／作 偕成社 2007.1 52cm

月ようびはなにたべる?
アメリカのわらべうた　エリック・
カール／え　もりひさし／やく

偕成社 1997.5 56cm

こすずめのぼうけん
堀内誠一／画　ルース・エインズ
ワース／作　石井桃子／訳

福音館書店 2003.11 36×50cm

ころころころ 元永 定正／さく 福音館書店 2010.1 42cm

サンドイッチサンドイッチ 小西栄子／さく 福音館書店 2014.1 42cm

三びきのこぶた
イギリス昔話　山田三郎／画　瀬
田貞二／訳

福音館書店 1998.3 36×50cm

三びきのやぎのがらがらどん
ノルウェーの昔話　マーシャ・ブラ
ウン／え　せたていじ／やく

福音館書店 2016.1 48cm

しげちゃん 長谷川義史／絵　室井滋／作 金の星社 2013.1 50cm

しまふくろうのみずうみ 手島 圭三郎／画・文 リブリオ出版 2005.7 44cm

じゃんけんぽん せなけいこ／作・絵 鈴木出版 2010.12 36×50cm
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書名 著者名 出版社 出版年 サイズ

しゅっぱつしんこう！ 山本忠敬／さく 福音館書店 2014.1 42cm

しりとりのだいすきなおうさま
はたこうしろう／絵　中村 翔子／
作

鈴木出版 2004.3 36×50cm

スイミー
レオ=レオニ／作　谷川 俊太郎／
訳

好学社 2010.11 52cm

すてきな三にんぐみ
トミー=アンゲラー／さく　いまえよ
しとも／やく

偕成社 2001.3 53cm

せんたくかあちゃん さとう わきこ／作・絵 福音館書店 2003.11 36×50cm

ぞうくんのさんぽ なかの ひろたか／さく・え 福音館書店 1999.3 50cm

ぞうのはな
堀 浩／監修　内山 晟／写真撮
影

チャイルド本社 2008.1 51×60cm

そらまめくんのベッド なかや みわ／さく・え 福音館書店 2001.11 36×50cm

だじゃれ日本一周 長谷川 義史／作 理論社 2011.4 44cm

たなばたバス 藤本ともひこ／作・絵 鈴木出版 2015.4 36×50cm

たまごにいちゃん あきやま ただし／作・絵 鈴木出版 2003.6 50cm

たまごのあかちゃん
やぎゅうげんいちろう／え　かん
ざわとしこ／ぶん

福音館書店 2009.1 42cm

だるまさんが かがくいひろし／さく ブロンズ新社 2010.5 39×39cm

だるまさんと かがくいひろし／さく ブロンズ新社 2011.11 39×39cm

だるまさんの かがくいひろし／さく ブロンズ新社 2010.12 39×39cm

だるまちゃんとかみなりちゃん 加古里子／さく・え 福音館書店 2016.12 36×50cm

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 2016.12 36×50cm

ちいさなきいろいかさ
にしまき かやこ／イラスト　もりひ
さし／シナリオ

金の星社 2003.8 50cm

ちいさなくれよん 安井淡／絵　篠塚 かをり／作 金の星社 2002.5 50cm

ちか100かいだてのいえ いわいとしお／作 偕成社 2010.11 116×21cm

ちからたろう
たしませいぞう／え　いまえ よし
とも／ぶん

ポプラ社 2004.11 49cm

ちびゴリラのちびちび
ルース・ボーンスタイン／さく　い
わたみみ／やく

ほるぷ出版 2003.7 37×42cm
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書名 著者名 出版社 出版年 サイズ

てぶくろ
エウゲーニー・M.ラチョフ／絵　う
ちだ りさこ／訳

福音館書店 2020.1 48cm

でんしゃでいこうでんしゃでかえろう 間瀬 なおかた／作・絵 チャイルド本社 2005.1 50×50cm

どうぞのいす 柿本幸造／絵　香山 美子／作 チャイルド本社 2005.6 50cm

となりのたぬき せな けいこ／作・絵 鈴木出版 2005.5 36×50cm

とべバッタ 田島 征三／作 偕成社 2003.11 43×54cm

ともだちや 降矢なな／絵　内田 麟太郎／作 偕成社 2006.3 50cm

なつのいちにち はたこうしろう／作 偕成社 2013.7 51cm

なにをたべてきたの? 長野博一／絵　岸田 衿子／文 佼成出版社 2005.2 50cm

にこにこげんきのおまじない やなせスタジオ／作画
「早寝早起き朝
ごはん」全国協
議会

2021.3 42cm

にじいろのさかな
マーカス・フィスター／作　谷川俊
太郎／訳

講談社 2001.4 47cm

にゃーご 宮西 達也／作・絵 鈴木出版 2003.1 50cm

にんじんとごぼうとだいこん 日本民話　和歌山 静子／絵 鈴木出版 2007.3 44cm

ねずみくんのチョッキ
上野紀子／絵　なかえ よしを／
作

ポプラ社 2004.4 44cm

ねずみのいもほり
いわむらかずお／絵　山下 明生
／作

チャイルド本社 2006.1 50cm

ねずみのえんそくもぐらのえんそく 藤本 四郎／作・絵 チャイルド本社 2009.6 50×50cm

ねずみのでんしゃ
いわむらかずお／絵　山下 明生
／作

チャイルド本社 2005.2 50cm

ノラネコぐんだんきしゃぽっぽ 工藤 ノリコ／著 白泉社 2019.9 44×44cm

はじめてのおつかい 林明子／え　筒井 頼子／さく 福音館書店 1999.3 36×50cm

はじめてのおるすばん
山本まつ子／絵　しみず みちを
／作

岩崎書店 2003.8 50cm

バスでおでかけ 間瀬 なおかた／作・絵 チャイルド本社 2008.2 50×50cm

はっぱのおうち 林明子／え　征矢 清／さく 福音館書店 2010.1 42cm

花さき山 滝平二郎／絵　斎藤 隆介／作 岩崎書店 2003.3 52cm
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書名 著者名 出版社 出版年 サイズ

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 2015 59cm

はははのはなし 加古 里子／ぶん・え 福音館書店 2011.1 49cm

バムとケロのもりのこや 島田ゆか／作・絵 文溪堂 2013.3 32×41cm

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 1994.5 42×58cm

ハロウィンのかくれんぼ いしかわ こうじ／作・絵 ポプラ社 2019.10 38×38cm

100かいだてのいえ いわいとしお／作 偕成社 2009.11 116×21cm

ぴょーん まつおか たつひで／作・絵 ポプラ社 2004.4 37×37cm

ふしぎなカサやさん みやにし たつや／作絵 金の星社 2018.3 50cm

フレデリック　ちょっとかわったねずみのはな
し

レオ＝レオニ／さく　谷川俊太郎
／訳

好学社 2016.11 52cm

へびくんのおさんぽ いとう ひろし／作・絵 鈴木出版 2006.1 44cm

へんしんトンネル あきやまただし／作・絵 金の星社 2007.8 50cm

ぼくにげちゃうよ
クレメント・ハード／え　マーガレッ
ト・W.ブラウン／ぶん　いわたみ
み／やく

ほるぷ出版 2003.7 33×39cm

ぼくのくれよん 長 新太／おはなし・え 講談社 2003.9 53cm

まどから★おくりもの 五味 太郎／作・絵 偕成社 2003.11 43×45cm

みんなうんち 五味 太郎／さく 福音館書店 2011.1 49cm

みんなでたのしむもりのえほん 安野 光雅／絵 福音館書店 2018.1 38㎝

めっきらもっきらどおんどん
ふりやなな／画　長谷川 摂子／
作

福音館書店 2008.2 36×50cm

もこもこもこ 元永定正／絵　谷川 俊太郎／作 文研出版 2006.3 44cm

もちづきくん
中川 ひろたか／作　長野 ヒデ子
／絵

チャイルド本社 2007.2 50×50cm

モチモチの木 滝平二郎／絵　斎藤 隆介／作 岩崎書店 2002.3 53cm

ももたろう 赤羽末吉／画　松居直／文 福音館書店 2016.1 36×37cm

もりのかくれんぼう 林明子／絵　末吉 暁子／作 偕成社 2006.3 51cm
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書名 著者名 出版社 出版年 サイズ

妖怪交通安全 広瀬克也／作 絵本館 2015.4 41×45cm

よかったねネッドくん
レミー・シャーリップ／さく　やぎた
よしこ／やく

偕成社 2010.11 51cm

よくばりすぎたねこ さとう わきこ／作・絵 メイト 2005.2 50cm

りんごがドスーン 多田ヒロシ/作・文・絵 文研出版 2019.12 43㎝

わにわにのおふろ 小風 さち／文　山口 マオ／絵 福音館書店 2009.1 4２㎝

わんわんわんわん 高畠 純／作 理論社 2020.3 37×44cm
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