
No. 書名 著者 出版社名

1 アリス館よみきかせ大型絵本　どうぶつたいじゅうそくてい 聞かせ屋。けいたろう／文　高畠純／絵 アリス館

2 アリス館よみきかせ大型絵本 どうぶつしんちょうそくてい 聞かせ屋。けいたろう／文　高畠純／絵 アリス館

3 アリス館のよみきかせ大型絵本　バルボンさんのおでかけ とよたかずひこ／作・絵 アリス館

4 アリス館のよみきかせ大型絵本 でんしゃにのって とよたかずひこ／作 アリス館

5 読みきかせ大型絵本　へんしんオバケ あきやまただし 作・絵 金の星社

6 読みきかせ大型絵本　しげちゃん 室井滋 作／長谷川義史 絵 金の星社

7 読みきかせ大型絵本　ふしぎなカサやさん みやにしたつや　 作・絵 金の星社

8 読みきかせ大型絵本　うみキリン あきやまただし 作・絵 金の星社

9 読みきかせ大型絵本　あなたがとってもかわいい みやにしたつや　 作・絵 金の星社

10 読みきかせ大型絵本　せんろはつづく 竹下文子 文／鈴木まもる 絵 金の星社

11 読みきかせ大型絵本　ふしぎなタネやさん みやにしたつや　 作・絵 金の星社

12 読みきかせ大型絵本　おかあさん だいすきだよ みやにしたつや　 作・絵 金の星社

13 読みきかせ大型絵本　ふしぎなキャンディーやさん みやにしたつや　 作・絵 金の星社

14 読みきかせ大型絵本　きつねのでんわボックス 戸田和代 作／たかすかずみ 絵 金の星社

15 読みきかせ大型絵本　おこる 中川ひろたか 作／長谷川義史 絵 金の星社

16 大型絵本　ぼくのくれよん 作・絵：長　新太 講談社

17 大型絵本　にじいろのさかな 作：マ－カス・フィスタ－　訳：谷川　俊太郎 講談社

18 大型絵本　もったいないばあさん 著：真珠　まりこ 講談社

19 大きな絵本　うがいライオン ねじめ正一　作／長谷川義史　絵 鈴木出版

20 大きな絵本　いただきバス 藤本ともひこ　作・絵 鈴木出版

21 大きな絵本　ちゅーちゅー 宮西達也　作・絵 鈴木出版

22 大きな絵本　にゃーご 宮西達也　作・絵 鈴木出版

23 大きな絵本　ぶたくんと100ぴきのおおかみ 宮西達也　作・絵 鈴木出版

24 大きな絵本　すっぽんぽんのすけ もとしたいづみ　作／荒井良二　絵 鈴木出版

25 大きな絵本　おっぱい みやにしたつや　作・絵 鈴木出版

26 大きな絵本　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

27 大きな絵本　もりもりくまさん 長野ヒデ子　作／スズキコージ　絵 鈴木出版

28 大きな絵本　だいおういかのいかたろう ザ・キャビンカンパニー　作・絵 鈴木出版

29 大きな絵本　いもほりバス 藤本ともひこ　作・絵 鈴木出版

30 大きな絵本　たなばたバス 藤本ともひこ　作・絵 鈴木出版

31 大きな絵本　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

32 大きな絵本　How Do You Do?はじめまして 新沢としひこ　作／大和田美鈴　絵 テレック・ウエスマン　訳 鈴木出版

33 大きな絵本　まーだだよ 間部香代　作／ひろかわさえこ　絵 鈴木出版

34 大きな絵本　まめまきバス 藤本ともひこ　作・絵 鈴木出版

35 大きな絵本　トラネコとクロネコ 宮西達也／作・絵 鈴木出版

36 大型絵本　どうぞのいす 香山美子　作／柿本幸造　絵 チャイルド本社

37 うたって あそぼう！　大きな絵本　とんとんとんとん　ひげじいさん構成・絵：藤本ともひこ チャイルド本社

38 うたって あそぼう！　大きな絵本　あっぷっぷ 人形製作：くすはら順子 チャイルド本社

39 うたって あそぼう！　大きな絵本　あぶくたった 構成・絵：さいとう しのぶ チャイルド本社

40 うたって あそぼう！　大きな絵本　おにの　パンツ 構成・絵：鈴木博子 チャイルド本社

41 うたって あそぼう！　大きな絵本　おべんとうばこの　うた 構成・絵：さいとう しのぶ チャイルド本社

42 ビッグブック　ノラネコぐんだん きしゃぽっぽ  工藤ノリコ 白泉社

43 大型絵本　三びきのやぎのがらがらどん マーシャ・ブラウン 絵 / せた ていじ 訳 福音館書店

44 大型絵本　ももたろう 松居 直 文 / 赤羽 末吉 画 福音館書店

45 大型絵本　おおきなかぶ Ａ・トルストイ 再話 / 内田 莉莎子 訳 / 他 福音館書店

46 大型絵本　めっきらもっきら どおんどん 長谷川 摂子 作 / 降矢 なな 画 福音館書店

47 大型絵本　ぐりとぐら 中川 李枝子 文 / 大村 百合子 絵 福音館書店

48 大型絵本　きんぎょが にげた 五味 太郎 作 福音館書店

49 大型絵本　サンドイッチ　サンドイッチ 小西 英子 作 福音館書店

50 大型絵本　たまごのあかちゃん 神沢 利子 文 / 柳生 弦一郎 絵 福音館書店

51 大型絵本　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

52 大型絵本　おやおや、おやさい 石津 ちひろ 文 / 山村 浩二 絵 福音館書店

53 大型絵本　そらまめくんのベッド なかや みわ 作・絵 福音館書店

54 大型絵本　もりのおふろ 西村 敏雄　作 福音館書店

55 大型絵本　ぞうくんのさんぽ なかの ひろたか 作・絵 / なかの まさたか レタリング 福音館書店

56 大型絵本　わにわにのおふろ 小風 さち 文 / 山口 マオ 絵 福音館書店

57 大型絵本　ぐるんぱのようちえん 西内 ミナミ 作 / 堀内 誠一 絵 福音館書店

58 大型絵本　ころ ころ ころ 元永 定正 作 福音館書店

59 大型絵本　ぐりとぐらのおきゃくさま 中川 李枝子 文 / 山脇 百合子 絵 福音館書店

60 大型絵本　しゅっぱつしんこう！ 山本 忠敬 作 福音館書店

61 大型絵本　ぐりとぐらのえんそく 中川 李枝子 文 / 山脇 百合子 絵 福音館書店

62 大型絵本　はじめてのおつかい 筒井 頼子 作 / 林 明子 絵 福音館書店



63 大型絵本　せんたくかあちゃん さとう わきこ 作・絵 福音館書店

64 大型絵本　こすずめのぼうけん ルース・エインズワース 作 / 石井 桃子 訳 / 他 福音館書店

65 大型絵本　しっぽのはたらき 川田 健 文 / 薮内 正幸 絵 / 他 福音館書店

66 大型絵本　はっぱのおうち 征矢 清 作 / 林 明子 絵 福音館書店

67 大型絵本　みんなうんち 五味 太郎 作 福音館書店

68 大型絵本　かばくん 岸田 衿子 作 / 中谷 千代子 絵 福音館書店

69 大型絵本　はははのはなし 加古 里子 文・絵 福音館書店

70 大型絵本　だるまちゃんとかみなりちゃん 加古 里子 文・絵 福音館書店

71 大型絵本　だるまちゃんとてんぐちゃん 加古 里子 文・絵 福音館書店

72 【大型絵本】だるまさんが かがくい ひろし／作 ブロンズ新社

73 【大型絵本】だるまさんの かがくい ひろし／作 ブロンズ新社

74 【大型絵本】だるまさんと かがくい ひろし／作 ブロンズ新社

75 【大型絵本】おしくら・まんじゅう かがくい ひろし／作 ブロンズ新社

76 【大型絵本】おふとんかけたら かがくい ひろし／作 ブロンズ新社

77 （大型絵本）おばけのてんぷら せなけいこ　作・絵 ポプラ社

78 （大型絵本）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

79 （大型絵本）ダンゴムシみつけたよ 皆越ようせい　写真・文 ポプラ社

80 （大型絵本）おまえうまそうだな 安西達也　作・絵 ポプラ社

81 （大型絵本）ぴょーん まつおかたつひで　作・絵 ポプラ社

82 （大型絵本）くだものいろいろかくれんぼ いしかわこうじ　作・絵 ポプラ社

83 （大型絵本）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

84 （大型絵本）のりものいろいろかくれんぼ いしかわこうじ　作・絵 ポプラ社

85 （大型絵本）ふゆのよるのおくりもの 芭蕉みどり　作・絵 ポプラ社

86 （大型絵本）かたあしだちょうのエルフ おのきがく　文・絵 ポプラ社

87 （大型絵本）ぱっくんおおかみときょうりゅうたち 木村泰子　作・絵 ポプラ社

88 （大型絵本）ハロウィンのかくれんぼ いしかわこうじ　作・絵 ポプラ社

89 （大型絵本）クリスマスのかくれんぼ いしかわこうじ　作・絵 ポプラ社

90 （大型絵本）パンダくんのおにぎり いしかわこうじ　作・絵 ポプラ社

91 （大型絵本）ウララちゃんのたんじょうび 作／山本　直子　絵／黒井　健 ポプラ社

92 もこ　もこもこ（大型絵本） 谷川俊太郎　作／元永定正　絵 文研出版

93 キャベツくん（大型絵本） 長新太　作 文研出版

94 りんごがドスーン（大型絵本） 多田ヒロシ　作・文・絵 文研出版

95 ビッグブック れいぞうこ 作・絵： 新井洋行 偕成社

96 ビッグブック おめんです 作・絵：いしかわこうじ 偕成社

97 ビッグブック おめんです２ 作・絵： いしかわこうじ 偕成社

98 ビッグブック ともだちや 作：内田麟太郎　絵：降矢なな 偕成社

99 ビッグブック はらぺこあおむし 作：エリック・カール　訳：もりひさし 偕成社

100 ビッグブック 100かいだてのいえ 作：いわいとしお 偕成社

101 ビッグブック うみの100かいだてのいえ 作：いわいとしお 偕成社

102 ビッグブック そらの100かいだてのいえ 作：いわいとしお 偕成社

103 ビッグブック ちか100かいだてのいえ 作：いわいとしお 偕成社

104 ビッグブック まどからおくりもの 作・絵：五味太郎 偕成社

105 ビッグブック からすのパンやさん 作・絵： かこさとし 偕成社

106 ビッグブック すてきな三にんぐみ 作：トミー・アンゲラー　訳：今江祥智 偕成社

107 ビッグブック もぐらバス 作：佐藤雅彦、 うちのますみ 偕成社

108 ビッグブックよかったねネッドくん 作：レミー・シャーリップ　訳：やぎたよしこ 偕成社

109 ビッグブック なつのいちにち 作：はたこうしろう 偕成社

110 ビッグブック　とべバッタ 作：田島征三 偕成社

111 ビッグブック おおきなきがほしい 文：佐藤さとる　絵：村上勉 偕成社

112 ビッグブック グレート・ワンダーシップへようこそ！ 作：五味太郎 偕成社


