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1 ありとすいか たむらしげる／作・絵 ポプラ社

2 うさぎのくれたバレエシューズ 安房直子／文　南塚直子／絵 小峰書店 ○

3 おおきなかぶ 佐藤忠良／絵　内田莉莎子／文 福音館書店

4 おおはくちょうのそら 手島圭三郎／画・文 リブリオ出版 ○

5 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

6 おこる なかがわひろたか／作　長谷川義史／絵 金の星社 ○

7 おじさんのかさ 佐野洋子／作・絵 講談社

8 おっぱい 宮西達也／作・絵 鈴木出版 ○

9 おとうさん・パパ・おとうちゃん みやにしたつや／作・絵 すずき出版 ○

10 おばけのてんぷら せなけいこ／作・絵 ポプラ社

11 おばけのバーバパパ アネット＝チゾン／作　タラス＝テイラー／作 偕成社

12 おべんとくん 真木文絵／作　石倉ヒロユキ／絵 チャイルド本社 ○

13 かたあしだちょうのエルフ おのきがく／文・絵 ポプラ社

14 かばくん 中谷千代子／絵　岸田衿子／文 福音館書店 ○

15 からすのパンやさん かこさとし／作 偕成社

16 かわいそうなぞう つちやゆきお／文　たけべもといちろう／絵 金の星社 ○

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

ほるぷ出版

18 きたきつねのゆめ 手島圭三郎／画・文 リブリオ出版 ○

19 ９９９ひきのきょうだい 村上康成／絵　木村研／文 チャイルド本社 ○

20 きょだいなきょだいな 長谷川摂子／文　降矢なな／絵 福音館書店 ○

21 くまのコールテンくん ドン・フリーマン／作　まつおかきょうこ／訳 偕成社

22 くものすおやぶんとりものちょう 秋山あゆ子／作 福音館書店 ○

23 ぐりとぐら おおむらゆりこ／絵　なかがわりえこ／作 福音館書店 ○

24 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 ○

25 ぐるんぱのようちえん 堀内誠一／絵　西内みなみ／作 福音館書店 ○

26 こすずめのぼうけん ルース・エインズワース／作　堀内誠一／絵 福音館書店 ○

27 三びきのこぶた 山田三郎／絵　瀬田貞二／訳 福音館書店 ○

28 しまふくろうのみずうみ 手島圭三郎／画・文 リブリオ出版 ○

29 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 ○

30 すてきな三にんぐみ トミー・アンゲラー／作　いまえよしとも／訳 偕成社

31 せんたくかあちゃん さとうわきこ／作・絵 福音館書店 ○

32 ぞうくんのさんぽ なかのひろたか／絵・文 福音館書店

33 そらまめくんのベッド なかやみわ／作・絵 福音館書店 ○

34 だじゃれ日本一周 長谷川義史 理論社 ○
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35 たなばたバス 藤本ともひこ／作・絵 鈴木出版 ○

36 たまごにいちゃん あきやまただし／作・絵 鈴木出版 ○

37 ダンゴムシみつけたよ 皆越ようせい／写真・絵 ポプラ社

38 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 ○

39 ちいさなくれよん 篠塚かをり／作　安井淡／絵 金の星社 ○

40 ちいちゃんのかげおくり あまんきみこ／作　上野紀子／絵 あかね書房 ○

41 ちからたろう いまえよしとも／文　たしませいぞう／絵 ポプラ社

42 ちびゴリラのちびちび
ルース・ボーンスタイン／作　いわたみみ／や
く

ほるぷ出版

43 ドアがあいて…
エルンスト・ヤンドゥル／作　ノルマン・ユンゲ
／絵

ほるぷ出版

44 どうぶついろいろかくれんぼ いしかわこうじ／作・絵 ポプラ社

45 とべバッタ 田島征三／作 偕成社

46 ともだちや 内田麟太郎／作　降矢なな／絵 偕成社

47 なつのいちにち はたこうしろう 偕成社

48 にゃーご 宮西達也／作 鈴木出版 ○

49 にんじんとごぼうとだいこん　日本民話和歌山静子／絵 すずき出版 ○

50 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

51 ねずみのさかなつり 山下明生／作　いわむらかずお／絵 チャイルド本社 ○

52 ねずみのでんしゃ 山下明生／作　いわむらかずお／絵 チャイルド本社 ○

53 はじめてのおつかい 筒井頼子／文　林明子／絵 福音館書店 ○

54 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 ○

55 花さき山 滝平二郎／絵　　斉藤隆介／作 岩崎書店 ○

56 はらぺこあおむし エリック・カール／作　もりひさし／訳 偕成社

57 半日村 斎藤隆介／作　滝平二郎／絵 岩崎書店 ○

58 ぴっけやまのおならくらべ かさいまり／文　村上康成／絵 チャイルド本社 ○

59 ひなまつり・こどものひ（大きな園行事えほん） チャイルド本社

60 ぴょーん まつおかたつひで／作・絵 ポプラ社

61 ぼくにげちゃうよ
マーガレット・Ｗ・ブラウン／文　クレメント・
ハート／絵

ほるぷ出版

62 ぼくのくれよん 長新太／作 講談社

63 まどから★おくりもの 五味太郎／作・絵 偕成社

64 モチモチの木 斎藤隆介／作　滝平二郎／絵 岩崎書店 ○

65 もりのかくれんぼう 末吉暁子／作　林明子／絵 偕成社


