
大型えほんリスト

書名 著者名 出版者

1 あんぱんまん やなせ　たかし／作・絵 フレーベル館

2 100かいだてのいえ いわい　としお／[作] 東京：偕成社

3 100にんのサンタクロース 谷口　智則／作絵 東京：文溪堂

4 あなたがとってもかわいい みやにし　たつや／作絵 東京：金の星社

5 いただきバス 藤本　ともひこ／作・絵 東京：鈴木出版

6 いもほりバス 藤本　ともひこ／作・絵 東京：鈴木出版

7 うみキリン あきやま　ただし／作・絵 東京：金の星社

8 うみの100かいだてのいえ いわい　としお／[作] 東京：偕成社

9 おいしくたべよう! ラビッツアイ／文・構成 東京：チャイルド本社

10 おおきなかぶ A.トルストイ／再話 東京：福音館書店

11 おかあさんだいすきだよ みやにし　たつや／作絵 東京：金の星社

12 おこだでませんように くすのき　しげのり／作 東京：小学館

13 おじさんのかさ 佐野　洋子／作・絵 東京：講談社

14 おばけのてんぷら せな　けいこ／作・絵 東京：ポプラ社

15 おばけのバーバパパ アネット=チゾン／さく 東京：偕成社

16 おばけの地下室たんけん ジャック・デュケノワ／さく 東京：ほるぷ出版

17 おばけパーティ ジャック・デュケノワ／さく 東京：ほるぷ出版

18 おべんとうバス 真珠　まりこ／作・絵 東京：チャイルド本社

19 おめんです いしかわ　こうじ／作・絵 東京：偕成社

20 おめんです　2 いしかわ　こうじ／作・絵 東京：偕成社

21 おやおや、おやさい 石津　ちひろ／文 東京：福音館書店

22 からすのパンやさん かこ　さとし／絵と文 東京：偕成社

23 からすのパンやさん かこ　さとし／絵と文 東京：偕成社

24 からすのパンやさん かこ　さとし／絵と文 東京：偕成社

25 きょうりゅうのおおきさ 冨田　幸光／監修 東京：チャイルド本社

26 きんぎょがにげた 五味　太郎／作 東京：福音館書店
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27 くだものいろいろかくれんぼ いしかわ　こうじ／作・絵 東京：ポプラ社

28 ぐりとぐら なかがわ　りえこ／[さく] 東京：福音館書店

29 ぐりとぐらのえんそく 中川　李枝子／文 東京：福音館書店

30 ぐりとぐらのおきゃくさま 中川　李枝子／文 東京：福音館書店

31 しげちゃん 室井　滋／作 東京：金の星社

32 しりとりのだいすきなおうさま 中村　翔子／作 東京：鈴木出版

33 すてきな三にんぐみ トミー=アンゲラー／さく 東京：偕成社

34 せんろはつづく 竹下　文子／文 東京：金の星社

35 ぞうのはな 堀　浩／監修 東京：チャイルド本社

36 そらの100かいだてのいえ いわい　としお／[作] 東京：偕成社

37 だいおういかのいかたろう ザ・キャビンカンパニー／作・絵 東京：鈴木出版

38 だじゃれ世界一周 長谷川　義史／作 東京：理論社

39 だじゃれ日本一周 長谷川　義史／作 東京：理論社

40 たなばたバス 藤本　ともひこ／作・絵 東京：鈴木出版

41 だるまさんが かがくい　ひろし／さく 東京：ブロンズ新社

42 だるまさんと かがくい　ひろし／さく 東京：ブロンズ新社

43 だるまさんの かがくい　ひろし／さく 東京：ブロンズ新社

44 ちいちゃんのかげおくり あまん　きみこ／作 東京：あかね書房

45 ちか100かいだてのいえ いわい　としお／[作] 東京：偕成社

46 でんしゃにのって とよた　かずひこ／著 東京：アリス館

47 どうぞのいす 香山　美子／作 東京：チャイルド本社

48 どうぶついろいろかくれんぼ いしかわ　こうじ／作・絵 東京：ポプラ社

49 どうぶつしんちょうそくてい 聞かせ屋。けいたろう／文 東京：アリス館

50 とべバッタ 田島　征三／作 東京：偕成社

51 トラネコとクロネコ 宮西　達也／作絵 東京：鈴木出版

52 なにをたべてきたの? 岸田　衿子／文 [東京]：佼成出版社
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53 にんじんとごぼうとだいこん 和歌山　静子／絵 東京：鈴木出版

54 ねずみくんのチョッキ なかえ　よしを／作 東京：ポプラ社

55 ねずみのいもほり 山下　明生／作 東京：チャイルド本社

56 ねずみのさかなつり 山下　明生／作 東京：チャイルド本社

57 ねずみのでんしゃ 山下　明生／作 東京：チャイルド本社

58 ノラネコぐんだんパンこうじょう 工藤　ノリコ／著 東京：白泉社

59 ぱっくんおおかみときょうりゅうたち 木村　泰子／作・絵 東京：ポプラ社

60 パパ、お月さまとって! エリック=カール／さく 東京：偕成社

61 バムとケロのおかいもの 島田　ゆか／作　絵 東京：文溪堂

62 バムとケロのそらのたび 島田　ゆか／作　絵 東京：文溪堂

63 バムとケロのにちようび 島田　ゆか／作　絵 東京：文溪堂

64 はらぺこあおむし エリック・カール／さく 東京：偕成社

65 はらぺこあおむし エリック・カール／さく 東京：偕成社

66 バルボンさんのおでかけ とよた　かずひこ／著 東京：アリス館

67 ふしぎなカサやさん みやにし　たつや／作絵 東京：金の星社

68 ふしぎなタネやさん みやにし　たつや／作絵 東京：金の星社

69 フレデリック レオ=レオニ／作 東京：好学社

70 へんしんオバケ あきやま　ただし／作・絵 東京：金の星社

71 まどから★おくりもの 五味　太郎／作・絵 東京：偕成社

72 みんなうんち 五味　太郎／さく 東京：福音館書店

73 めっきらもっきらどおんどん 長谷川　摂子／作 東京：福音館書店

74 もこもこもこ 谷川　俊太郎／作 東京：文研出版

75 もったいないばあさん 真珠　まりこ／作・絵 東京：講談社

76 ももたろう 松居　直／文 東京：福音館書店

77 れいぞうこ 新井　洋行／作・絵 東京：偕成社

78 わゴムはどのくらいのびるかしら? マイク・サーラー／ぶん 東京：ほるぷ出版
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79 月ようびはなにたべる? エリック・カール／え 東京：偕成社

80 月ようびはなにたべる? エリック・カール／え 東京：偕成社

81 三びきのやぎのがらがらどん マーシャ・ブラウン／え 東京：福音館書店

4/4 2019/3/17


