
　団体用セット「この本よんだ？」幼児用　Aパック 　　24冊

No. 書名 著者名 出版年 出版者

A1 あかちゃんなんてだいきらい ジュリア マックレランド∥作 1995 岩崎書店

A2 あまつぶぽとりすぷらっしゅ アルビン トゥレッセルト∥さく 1997 童話館出版

A3 あんたがたどこさ ましま せつこ∥絵 1997 こぐま社

A4 いろ モニック フェリックス∥作 1994 くもん出版

A5 うちのなまくらさん ポール ジェラティ∥さく 1993 評論社

A6 おおいびきのツチブタ ムワリム∥文 1993 西村書店

A7 おかあさんがおかあさんになった日 長野 ヒデ子∥さく 1994 童心社

A8 おにいちゃんとおんなじ スーザン ウィンター∥さく 1994 評論社

A9 かぜのこもりうた くどう なおこ∥詩 1995 童話屋

A10 かみなりケーキ パトリシア ポラッコ∥作 1994 あかね書房

A11 ぎょうざつくったの きむら よしお∥さく 1997 福音館書店

A12 ごちそうラディッシュ 大場 牧夫∥文 1994 福音館書店

A13 さつまのおいも 中川 ひろたか∥文 1996 童心社

A14 シナの五にんきょうだい クレール Ｈ ビショップ∥ぶん 1995 瑞雲舎

A15 しりたがりやのふくろうぼうや マイク サラー∥さく 1993 評論社

A16 大草原のとしょかんバス 岸田 純一∥作 1997 岩崎書店

A17 タンゲくん 片山 健∥〔作〕 1992 福音館書店

A18 ちょろりんのすてきなセーター 降矢 なな∥さく え 1993 福音館書店

A19 デイジー リサ コッパー∥さく 1996 アスラン書房

A20 長い長いベッドカバー シルビア フェア∥文と絵 1991 セーラー出版

A21 ふたりはふたご 田島 征彦∥作 1997 くもん出版

A22 ぼくとおとうさん 宮本 忠夫∥作 絵 1993 くもん出版

A23 まあちゃんのながいかみ たかどの ほうこ∥さく 1996 福音館書店

A24 みみずのかんたろう たじま ゆきひこ∥作 1993 くもん出版



　　団体用セット「この本よんだ？」　幼児用　Bパック 　　30冊

No. 書名 著者名 出版年 出版者

B1 あえるといいな ネレ モースト∥作 2002 ＢＬ出版

B2 あかてぬぐいのおくさんと７にんのなかま イ ヨンギョン∥ぶん え 1999 福音館書店

B3 あなぐまのクリーニングやさん 正岡 慧子∥文 2002 ＰＨＰ研究所

B4 うんぴ・うんにょ・うんち・うんご 村上 八千世∥文 2000 ほるぷ出版

B5 オオカミのごちそう 木村 裕一∥ぶん 1999 偕成社

B6 おつきさまはきっと ゲオルク ハレンスレーベン∥絵 2000 講談社

B7 おっきょちゃんとかっぱ 長谷川 摂子∥文 1998 福音館書店

B8 おねえちゃんったらもう！ クリス ラシュカ∥作 絵 1999 偕成社

B9 カンガルーの子どもにもかあさんいるの？ エリック カール∥さく 2001 偕成社

B10 きょうからおはし とくなが まり∥さく 1999 アリス館

B11 ぐんぐんぐん デービッド マレット∥文 1999 岩波書店

B12 ゲーとピー 毛利 子来∥ぶん 1998 福音館書店

B13 ざぼんじいさんのかきのき すとう あさえ∥文 2001 岩崎書店

B14 しーっ！ぼうやがおひるねしているの ミンフォン ホ∥作 1998 偕成社

B15 ソリちゃんのチュソク イ オクベ∥絵と文 2000 セーラー出版

B16 チキチキチキチキいそいでいそいで 角野 栄子∥文 1996 あかね書房

B17 ねむりたくないトム マリーアリーン ボーウィン∥作 1997 文化出版局

B18 ねむれないよるは クリス ラシュカ∥作 絵 1998 偕成社

B19 ねんころりん ジョン バーニンガム∥さく 2002 ほるぷ出版

B20 はがぬけたらどうするの？ セルビー ビーラー∥文 2000 フレーベル館

B21 パンちゃんのおさんぽ どい かや∥作 絵 1997 ブックローン出版

B22 ピチクルピチクル 西村 繁男∥作 2001 童心社

B23 ぼく 竹田 まゆみ∥作 1998 教育画劇

B24 ぼくのおばあちゃんのてはしわしわだぞ そうま こうへい∥〔作〕 2000 架空社

B25 マルチンとかぼちゃおばけのまほうのたね イングリート オストヘーレン∥作 2000 あかね書房

B26 もーいいかいまぁだだよ 平出 衛∥さく 2002 福音館書店

B27 もりのひなまつり こいで やすこ∥さく 2000 福音館書店

B28 もりへいったすとーぶ 神沢 利子∥ぶん 1999 ビリケン出版

B29 ゆき ユリ シュルヴィッツ∥作 1998 あすなろ書房

B30 ヨセフのだいじなコート シムズ タバック∥作 2001 フレーベル館



　団体用セット「この本よんだ？」幼児　Cパック 　　30冊

No. 書名 著者名 出版年出版者

C1 あめのひのえんそく 間瀬 なおかた∥作 絵 2003 ひさかたチャイルド

C2 ありのごちそうなーに？ 得田 之久∥さく 2005 童心社

C3 いーはとあーは やぎゅう げんいちろう∥さく 2004 福音館書店

C4 いのちのまつり 草場 一寿∥作 2004 サンマーク出版

C5 うしろにいるのはだあれ まつい のりこ∥さく 2004 童心社

C6 うんてんするのはだあれ？ レオ ティマース∥さく え 2007 フレーベル館

C7 おいしいおとなあに？ さいとう しのぶ∥作 2003 あかね書房

C8 おとぞうさん マイケル グレイニエツ∥絵と文 2005 セーラー出版

C9 おふとんのくにのこびとたち おち のりこ∥さく 2005 偕成社

C10 おやすみおちびちゃん ドーン アパリー∥作 絵 2004 フレーベル館

C11 かさかしてあげる こいで やすこ∥さく 2002 福音館書店

C12 きつねとうさぎ Ｆ．ヤールブソワ∥絵 2003 福音館書店

C13 きみのうち、ぼくのうち ヤン ホアン∥文 2007 岩崎書店

C14 くっついた 三浦 太郎∥作 絵 2006 こぐま社

C15 くんくん、いいにおい たしろ ちさと∥絵 2007 グランまま社

C16 こねこのチョコレート Ｂ．Ｋ．ウィルソン∥作 2004 こぐま社

C17 ジャイアント・ジョン アーノルド ローベル∥作 2005 文化出版局

C18 すりすりももんちゃん とよた かずひこ∥さく え 2003 童心社

C19 ソフィーはとってもおこったの！ モリー バング∥さく 2002 評論社

C20 ちびすけどっこい こばやし えみこ∥案 2007 こぐま社

C21 と おもったら… イエラ マリ∥さく 2005 ブロンズ新社

C22 ともだちいっぱい 新沢 としひこ∥作 2002 ひかりのくに

C23 なけないちっちゃいかえる エクトル シエラ∥作 2005 鈴木出版

C24 パパとママのたからもの サム マクブラットニィ∥ぶん 2005 評論社

C25 ハンダのびっくりプレゼント アイリーン ブラウン∥作 2006 光村教育図書

C26 ひとりぼっちのタツノオトシゴ サクストン フライマン∥作 2002 小峰書店

C27 ひまわり 和歌山 静子∥作 2007 福音館書店

C28 ぼくたち１ばんすきなもの にしまき かやこ∥作 絵 2003 こぐま社

C29 ぼく、だんごむし 得田 之久∥ぶん 2005 福音館書店

C30 まんまるおつきさまをおいかけて ケビン ヘンクス∥作 絵 2005 福音館書店



　団体用セット「この本よんだ？」幼児　Dパック 　　30冊

No. 書名 著者名 出版年出版者

D1 あめぽぽぽ ひがし なおこ∥さく　 2009 くもん出版

D2 いま、なんさい? ひがし ちから∥作 2009 BL出版

D3 いもむしれっしゃ にしはら みのり∥作  絵 2008 PHP研究所

D4 うしはどこでも「モ～!」 エレン  スラスキー  ワインスティーン∥作 2008 鈴木出版

D5 かばががばー 2009 ひさかたチャイルド

D6 サンドイッチサンドイッチ 小西 英子∥さく 2009 福音館書店

D7 したのどうぶつえん あき びんご∥作 2009 くもん出版

D8 しろいかみのサーカス たにうち つねお∥さく　 2009 福音館書店

D9 しろいはうさぎ クォン ユンドク∥文  絵 2008 福音館書店

D10 ちいさいちゃん ジェシカ  ミザーヴ∥作 2008 主婦の友社

D11 ちきゅうのためにできる10のこと メラニー　ウォルシュ∥作 2009 チャイルド本社

D12 ねえ、ほんよんで! レイン　マーロウ∥作　絵 2009 徳間書店

D13 ねむれないの、ほんとだよ ガブリエラ  ケセルマン∥文 2008 岩波書店

D14 ぼく、およげないの アンバー  スチュアート∥文 2009 徳間書店

D15 まあ、なんてこと! デイビッド  スモール∥作 2008 平凡社

D16 みかんのひみつ 2007 ひさかたチャイルド

D17 よしおくんがぎゅうにゅうをこぼしてしまったおはなし 及川 賢治∥作  絵 2007 岩崎書店

D18 わたしの 三浦 太郎∥作  絵 2007 こぐま社

D19 あいうえおにぎり ねじめ 正一∥作 2010 偕成社

D20 がんばったね、ちびくまくん エマ　チチェスター　クラーク∥作　絵 2010 徳間書店

D21 くまのこのとしこし 高橋 和枝∥作 2010 講談社

D22 たまごのなかにいるのはだあれ? ミア ポサダ∥さく 2010 福音館書店

D23 びっくりまつぼっくり 多田 多恵子∥ぶん 2010 福音館書店

D24 もぐらバス 佐藤 雅彦∥原案 2010 偕成社

D25 コウモリとしょかんへいく ブライアン　リーズ∥作　絵 2011 徳間書店

D26 ごめんね！ ノルベルト　ワンダ∥作 2011 ブロンズ新社

D27 じっちょりんのあるくみち かとう　あじゅ∥作 2011 文渓堂

D28 びゅ～んびょ～ん ふじわら　こういち∥しゃしん　ぶん 2011 新日本出版社

D29 ポポくんのかぼちゃカレー accototo∥作 2011 PHP研究所

D30 りんごがコロコロコロリンコ 三浦　太郎∥作 2011 講談社



　団体用セット「この本よんだ？」幼児　Eパック 30冊

No. 書名 著者名 出版年出版者

E1 あかちゃんかたつむりのおうち いとう せつこ∥ぶん 島津 和子∥え 2012 福音館書店

E2 いぃものみーつけた レオニード・ドア∥文絵 2012 新日本出版社

E3 ことばあそびどうぶつえん 石津 ちひろ∥文 石井 聖岳∥絵 2012 のら書店

E4 中をそうぞうしてみよ 佐藤 雅彦∥作 ユーフラテス∥作 2012 福音館書店

E5 モグラくんがみたおひさま ウィリス∥ぶん サラ　フォックス‐デイビス∥え 2012 BL出版 

E6 ようちえんいやや 長谷川 義史∥作　絵 2012 童心社

E7 １はゴリラ アンソニー・ブラウン∥作 2013 岩波書店

E8 うまれたよ！カタツムリ 武田 晋一∥写真  ボコヤマ クリタ∥構成・文 2013 岩崎書店

E9 カラスのスッカラ 猫野 ぺすか∥絵  石津 ちひろ∥作 2013 佼成出版社

E10 しろちゃんとはりちゃん たしろ ちさと∥作・絵 2013 ひかりのくに

E11 バナナのはなし 及川 賢治∥絵  伊沢 尚子∥文 2013 福音館書店

E12 パンめしあがれ 高原 美和∥え  視覚デザイン研究所∥さく 2013 視覚デザイン研究所

E13 おーい、ふじさん！ 大山 行男∥しゃしんとことば 2014 クレヴィス

E14 トビのめんどり ポリー・アラキジャ∥作 2014 さ・え・ら書房

E15 ながいでしょりっぱでしょ サトシン∥作 山村 浩二∥絵 2014 PHP研究所

E16 ふしぎなふしぎなまほうの木 クリスティ・マシソン∥作 2014 ひさかたチャイルド

E17 ほしをさがしに しもかわら ゆみ∥作・絵 2014 講談社

E18 よくばりなカササギ ブライアン・リーズ∥絵　I.C.スプリングマン∥文 2014 徳間書店

E19 きっときっとまもってあげる レイン・マーロウ∥え マーク・スペリング∥ぶん 2015 評論社

E20 ともだちってだれのこと？ 中沢 美帆∥絵  岩瀬 成子∥作 2015 佼成出版社

E21 ハートのはっぱ かたばみ 広野 多珂子∥え 多田 多恵子∥ぶん 2015 福音館書店

E22 ぼく、おおきくなるからね！ わたなべ ゆういち∥絵  くすのき しげのり∥作 2015 鈴木出版

E23 モモンガくんとおともだち 狩野 富貴子∥絵　くすのき しげのり∥作 2015 廣済堂あかつき

E24 ロバのジョジョとおひまさま ﾍﾚﾝ・スティーブンス∥絵 マイケル.・モーパーゴ∥文 2015 徳間書店

E25 かげはどこ 木坂 涼∥ぶん 辻 恵子∥え 2016 福音館書店

E26 ゾウはおことわり！ リサ・マンチェフ∥作 ユ・テウン∥絵 2016 徳間書店

E27 ねこってこんなふう？ ブレンダン・ウェンツェル∥さく 石津 ちひろ∥やく 2016 講談社

E28 みずたまり 殿内 真帆∥作 2016 フレーベル館

E29 わたしのいえ カーソン・エリス∥作 木坂 涼∥訳 2016 偕成社

E30 わるいわるい王さまとふしぎの木 あべ はじめ∥作 2016 あすなろ書房



　団体用セット「この本よんだ？」幼児　Fパック 12冊

No. 書名 著者名 出版年 出版者

F1 いただきますのおつきさま 鈴木 真実∥作 2017 講談社

F2 いろいろおてがみ えがしら みちこ∥作 2017 小学館

F3 がっこうだってどきどきしてる アダム・レックス∥文  クリスチャン・ロビンソン∥絵 2017 WAVE出版

F4 きょうのおやつはなんだろな？ ふじもと のりこ∥作・絵 2017 鈴木出版

F5 ひとりになったライオン 夏目 義一∥文・絵 2017 福音館書店

F6 ぽちっとあかいおともだち コーリン・アーヴェリス∥文  フィオーナ・ウッドコック∥絵 2017 少年新聞新聞社

F7 きりんきりん 武鹿悦子∥詩　高畠純∥絵 2018 リーブル

F8 さとやまさん 工藤直子∥文　今森光彦∥写真 2018 アリス館

F9 どしゃぶり おーなり由子∥ぶん　はたこうしろう∥え 2018 講談社

F10 ねむりどり イザベル・シムレール∥作　 2018 フレーベル館

F11 ひよこのピケキョ ジャニーン・ブライアン∥さく　 2018 東京書店

F12 めんたべよう！ 小西英子∥さく 2018 福音館書店


