
No. 書名 著者名 出版社

1 いないいないばあ 瀬川康夫/絵 童心社

2 おふろでちゃぷちゃぷ いわさきちひろ/え 童心社

3 きゅうりさんととまとさんとたまごさん ひらやまえいぞう/え 童心社

4 すりすりももんちゃん とよた かずひこ/さく え 童心社

5 どんどこももんちゃん とよたかずひこ/さく・え 童心社

6 あいうえおうさま 和歌山静子/絵 理論社

7 あえるといいな ネレ モース/作 ＢＬ出版

8 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 福音館書店

9 あなぐまのクリーニングやさん 正岡 慧子/文 ＰＨＰ研究所

10 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 童話館出版

11 あかまるちゃんとくろまるちゃん(大型） 村松カツ チャイルド本社

12 いっしょにあそぼ！(大型） 田中四郎 チャイルド本社

13 おべんとうバス(大型） 真珠まりこ チャイルド本社

14 きんぎょがにげた(大型） 五味太郎 福音館書店

No. 書名 著者名 出版社

1 雨、あめ ピーター・スピアー/作 評論社

2 あめのひのえんそく 間瀬 なおかた/作 絵 ひさかたチャイルド

3 あめぽぽぽ ひがし なおこ/さく　 くもん出版

4 あらまっ！ エイドリアン・ジョンソン/絵 小学館

5 ありとすいか たむらしげる/作 ポプラ社

6 ありのごちそうなーに？ 得田 之久/さく 童心社

7 あんたがたどこさ ましま せつこ/絵 こぐま社

8 いーはとあーは やぎゅう げんいちろう/さく 福音館書店

9 イエぺはぼうしがだいすき 石亀康郎/写真 文化出版局

10 いしころ 森宏詞/作 文研出版

11 たまごをこんこんこん(大型） あかまあきこ チャイルド本社

12 たまごのあかちゃん(大型） やぎゅうげんいちろう 福音館書店

13 ぴょーん(大型） まつおかたつひで ポプラ社

14 もこもこもこ(大型） 元永定正 文研出版

光絵本セット　１

光絵本セット　２
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No. 書名 著者名 出版社

1 いのちのまつり 草場 一寿/作 サンマーク出版

2 いま、なんさい? ひがし ちから/作 BL出版

3 いもむしれっしゃ にしはら みのり/作  絵 PHP研究所

4 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 鈴木出版

5 うしろにいるのはだあれ まつい のりこ/さく 童心社

6 うたのてんらんかい 長新太/え 理論社

7 うんてんするのはだあれ？ レオ・ ティマース/さく え フレーベル館

8 うんぴ・うんにょ・うんち・うんご 村上 八千世/文 ほるぷ出版

9 おいしいおとなあに？ さいとう しのぶ/作 あかね書房

10 オー・スッパ 高畠純/絵 講談社

11 いたずらラッコとおなべのほし(大型）長新太 あかね書房

12 いつもいっしょに(大型） いもとようこ 金の星社

13 えらいえらい！(大型） 竹内通雅 そうえん社

14 おおきなきがほしい(大型） むらかみつとむ 偕成社

No. 書名 著者名 出版社

1 オオカミのごちそう 木村 裕一/ぶん 偕成社

2 おおきくなるっていうことは 中川ひろたか/さく 童心社

3 おおきなかぶ 佐藤忠良/画 福音館書店

4 おしゃべりなたまごやき 長新太/え 福音館書店

5 お月さまってどんなあじ？ グレイニエツ/絵・文 セーラー出版

6 おつきさまはきっと ゲオルク ハレンスレーベン/絵 講談社

7 おっきょちゃんとかっぱ 長谷川 摂子/文 福音館書店

8 おとぞうさん マイケル グレイニエツ/絵と文 セーラー出版

9 おばけのどろんどろんとぴかぴかおばけ わかやまけん/作・絵 ポプラ社

10 おふとんのくにのこびとたち おち のりこ/さく 偕成社

11 おかしなかくれんぼ(大型） 末崎茂樹 チャイルド本社

12 おじいちゃんのごくらくごくらく（大型） 長谷川義史 鈴木出版

13 おじさんのかさ(大型） 佐野洋子 講談社

14 おっぱい(大型） みやにしたつや 鈴木出版

光絵本セット　４

光絵本セット　３
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No. 書名 著者名 出版社

1 おやすみおちびちゃん ドーン アパリー/作 絵 フレーベル館

2 かいじゅうたちのいるところ モーリス・センダック/さく 冨山房

3 かいわれざむらいとだいこんひめ 国松エリカ/絵 童心社

4 かえるのあまがさ 那須良輔/画 童心社

5 かさ 太田大八/作・絵 文研出版

6 かさかしてあげる こいで やすこ/さく 福音館書店

7 かさじぞう 赤羽末吉/画 福音館書店

8 かぜのこもりうた くどう なおこ/詩 童話屋

9 がたたんたん やすいすえこ/作 ひさかたチャイルド

10 かちかちやま 瀬川康夫/絵 フレーベル館

11 おばけの地下室たんけん(大型） ジャック・デュケノワ ほるぷ出版

12 おばけのてんぷら(大型） せなけいこ ポプラ社

13 おばけのバーバパパ(大型） アネット・チゾン 偕成社

14 からすのパンやさん(大型） かこさとし 偕成社

No. 書名 著者名 出版社

1 かにむかし 清水崑/絵 岩波書店

2 かばががばー ひさかたチャイルド

3 ガラスめだまときんのつののヤギ スズキコージ/画 福音館書店

4 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 偕成社

5 ガンピーさんのふなあそび ジョン・バーニンガム/作 ほるぷ出版

6 きかんしゃやえもん 岡部冬彦/絵 岩波書店

7 きつねとうさぎ Ｆ・ヤ－ルブソワ/絵 福音館書店

8 きつねのかみさま 酒井駒子/絵 ポプラ社

9 きみのうち、ぼくのうち ヤン ホアン/文 岩崎書店

10 キャベツくん 長新太/文・絵 文研出版

11 きつねのでんわボックス(大型） たかすかずみ 金の星社

12 ９９９ひきのきょうだい(大型） 村上康成 チャイルド本社

13 くまのコールテンくん(大型） ドン・フリーマン 偕成社

14 グレート・ワンダーシップへようこそ！(大型） 五味太郎 偕成社

光絵本セット　５

光絵本セット　６
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No. 書名 著者名 出版社

1 きょうからおはし とくなが まり/さく アリス館

2 ぎょうざつくったの きむら よしお/さく 福音館書店

3 きょうはみんなでクマがりだ オクセンバリー/絵 評論社

4 くっついた 三浦 太郎/作 絵 こぐま社

5 くまくん あべ弘士/絵 ひかりのくに

6 ぐりとぐら おおむらゆりこ/絵 福音館書店

7 くろねこかあさん 東君平/さく 福音館書店

8 くんくん、いいにおい たしろ ちさと/絵 グランまま社

9 ゲーとピー 毛利 子来/ぶん 福音館書店

10 けんかのきもち 伊藤秀男/絵 ポプラ社

11 ことわざのえほん(大型） 高部晴市 鈴木出版

12 ころわんとしろいくも(大型） 黒井健 チャイルド本社

13 すっぽんぽんのすけ(大型） 荒井良二 鈴木出版

14 たからものはなあに？(大型） せべまさゆき 金の星社

No. 書名 著者名 出版社

1 ケンケンとびのけんちゃん 大島妙子/絵 あかね書房

2 こねこのチョコレート Ｂ．Ｋ．ウィルソン/作 こぐま社

3 こぶとり おおたこうし/え ポプラ社

4 ゴムあたまポンたろう 長新太/作 童心社

5 サンドイッチサンドイッチ 小西 英子/さく 福音館書店

6 三ねんねたろう わたなべさぶろう/え ポプラ社

7 三びきのこぶた 山田三郎/画 福音館書店

8 三びきのやぎのがらがらどん ブラウン/絵 福音館書店

9 しずかなおはなし レーベデフ/え 福音館書店

10 したのどうぶつえん あきびんご/作・絵 くもん出版

11 たまごにいちゃん(大型） あきやまただし 鈴木出版

12 ちいさなきいろいかさ(大型） にしまきかやこ 金の星社

13 ちからたろう(大型） たしませいぞう ポプラ社

14 ちゅーちゅー(大型） 宮西達也 鈴木出版

光絵本セット　7

光絵本セット　８
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No. 書名 著者名 出版社

1 シナの五にんきょうだい クレール Ｈ ビショップ/ぶん 瑞雲舎

2 ジャイアント・ジョン アーノルド ローベル/作 文化出版局

3 しゃっくりがいこつ シンドラー/絵 セーラー出版

4 11ぴきのねこ 馬場のぼる/作 こぐま社

5 14ひきのおつきみ いわむらかずお/作 童心社

6 しゅくだい いもとようこ/文・絵 岩崎書店

7 しょうぼうじどうしゃじぷた 山本忠敬/え 福音館書店

8 しろいかみのサーカス たにうち つねお/さく 福音館書店

9 しろいはうさぎ クォン・ユンドク/文  絵 福音館書店

10 すやすやタヌキがねていたら 渡辺有一/絵 文研出版

11 つきよのくじら(大型） 沢田としき 鈴木出版

12 でんしゃにのって(大型） とよたかずひこ アリス館

13 とべバッタ(大型） 田島征三 偕成社

14 ともだちや(大型） 降矢なな 偕成社

No. 書名 著者名 出版社

1 ソリちゃんのチュソク イ オクベ/絵と文 セーラー出版

2 だいくとおにろく 赤羽末吉/画 福音館書店

3 だめよ、デイビッド！ シャノン/さく 評論社

4 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

5 ちいさいちゃん ジェシカ  ミザーヴ/作 主婦の友社

6 ちからたろう たしませいぞう/え ポプラ社

7 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 チャイルド本社

8 ちびすけどっこい こばやし えみこ/案 こぐま社

9 つつじのむすめ 丸木俊/絵 あかね書房

10 ティッチ ハッチンス/さく・え 福音館書店

11 どんぐりたろうのき(大型） 黒井健 佼成出版社メイト

12 とんとんとん(大型） 末崎茂樹 チャイルド本社

13 にじいろのさかな(大型） マーカス・フィスター 講談社

14 ねずみくんのチョッキ(大型） 上野紀子 ポプラ社

光絵本セット　１０

光絵本セット　９

5 ページ



No. 書名 著者名 出版社

1 でこちゃん つちだのぶこ/作・絵 ＰＨＰ研究所

2 デパートいきタイ 長野ヒデ子/さく 童心社

3 てぶくろ ラチョフ/え 福音館書店

4 でんしゃえほん 井上洋介/作 ビリケン出版

5 ともだちいっぱい 新沢 としひこ/作 ひかりのくに

6 とりかえっこ 二俣英五郎/絵 ポプラ社

7 どろんここぶた ローベル/作 文化出版局

8 どろんこハリー グレアム/絵 福音館書店

9 にこらすどこにいってたの レオ・レオニ/作 あすなろ書房

10 ねえ、ほんよんで! レイン　マーロウ/作　絵 徳間書店

11 ねずみのいもほり(大型） いわむらかずお チャイルド本社

12 ねずみのえんそくもぐらのえんそく(大型） 藤本四郎 チャイルド本社

13 バスでおでかけ(大型） 間瀬なおたか チャイルド本社

14 ぱっくんおおかみときょうりゅうたち(大型） 木村泰子 ポプラ社

No. 書名 著者名 出版社

1 ねえとうさん 佐野洋子/作 小学館

2 ねずみくんのチョッキ 上野紀子/絵 ポプラ社

3 ねずみのすもう 梅田俊作/絵 ポプラ社

4 ねむれないの、ほんとだよ ガブリエラ  ケセルマン/文 岩波書店

5 ねんころりん ジョン バーニンガム/さく ほるぷ出版

6 はがぬけたらどうするの？ セルビー ビーラー/文 フレーベル館

7 はなをくんくん シーモント/え 福音館書店

8 パパとママのたからもの サム・マクブラットニィ/ぶん 評論社

9 はやくねてよ あきやまただし/作・絵 岩崎書店

10 パヨカカムイ 石倉欣二/絵 小峰書店

11 花さき山(大型） 滝平二郎 岩崎書店

12 はなすもんかー！(大型） 宮西達也 鈴木出版

13 バムとケロのおかいもの(大型） 島田ゆか 文溪堂

14 はらぺこあおむし(大型） エリック・カール 偕成社

光絵本セット　１１

光絵本セット　１２
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No. 書名 著者名 出版社

1 ハンダのびっくりプレゼント アイリーン ブラウン/作 光村教育図書

2 パンちゃんのおさんぽ どい かや/作 絵 ブックローン出版

3 ピチクルピチクル 西村 繁男/作 童心社

4 ひとまねこざる H・A・レイ/文・絵 岩波書店

5 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 小峰書店

6 ひまわり 和歌山 静子/作 福音館書店

7 ふうせんクジラ 渡辺有一/絵 佼成出版社

8 ぶたたぬききつねねこ 馬場のぼる/作 こぐま社

9 ふたりはふたご 田島 征彦/作 くもん出版

10 ふってきました 石井聖岳/絵 講談社

11 はらぺこおおかみとぶたのまち(大型） 宮西達也 鈴木出版

12 びっけやまのおならくらべ(大型） 村上康成 チャイルド本社

13 ひつじぱん(大型） あきやまただし 鈴木出版

14 ふしぎなキャンディーやさん(大型） みやにしたつや 金の星社

No. 書名 著者名 出版社

1 ブラッキンダー スズキコージ/作・絵 イースト・プレス

2 ボールのまじゅつしウィリー アンソニー・ブラウン/さく 評論社

3 ぼく 竹田 まゆみ/作 教育画劇

4 ぼく、およげないの アンバー・スチュアート/文 徳間書店

5 ぼく、だんごむし 得田 之久/ぶん 福音館書店

6 ぼくたち１ばんすきなもの にしまき かやこ/作 絵 こぐま社

7 ぼくとおとうさん 宮本 忠夫/作 絵 くもん出版

8 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〕 架空社

9 ぼくのくれよん 長新太/作 講談社

10 ぼくのはなし 和歌山静子/さく 童心社

11 ぶたくんと１００ぴきのおおかみ(大型） 宮西達也 鈴木出版

12 ふゆのよるのおくりもの(大型） 芭蕉みどり ポプラ社

13 へびくんのおさんぽ(大型） いとうひろし 鈴木出版

14 ぼくのくれよん(大型） 長新太 講談社

光絵本セット　１３

光絵本セット　１４
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No. 書名 著者名 出版社

1 ぽんぽん山の月 渡辺洋二/絵 文研出版

2 まあ、なんてこと! デイビッド・ スモール/作 平凡社

3 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 あかね書房

4 まんまるおつきさまをおいかけて ケビン ヘンクス/作 絵 福音館書店

5 みかんのひみつ 鈴木 伸一/監修 ひさかたチャイルド

6 もーいいかいまぁだだよ 平出 衛/さく 福音館書店

7 もけらもけら 元永定正/絵 福音館書店

8 ももの子たろう 箕田源二郎/絵 ポプラ社

9 もりのなか エッツ/ぶん・え 福音館書店

10 もりのひなまつり こいで やすこ/さく 福音館書店

11 まどから★おくりもの(大型） 五味太郎 偕成社

12 みんなでんしゃ(大型） かとうようこ チャイルド本社

13 もちづきくん(大型） 長野ヒデ子 チャイルド本社

14 モチモチの木(大型） 滝平二郎 岩崎書店

No. 書名 著者名 出版社

1 もりへいったすとーぶ 神沢 利子/ぶん ビリケン出版

2 ゆびくん 五味太郎/作・絵 岩崎書店

3 ヨセフのだいじなコート シムズ タバック/作 フレーベル館

4 ろくべえまってろよ 長新太/作・絵 文研出版

5 わすれられないおくりもの バーレイ/作 評論社

6 わたしの 三浦 太郎/作  絵 こぐま社

7 わたしのぼうし 佐野洋子/作 ポプラ社

8 わたしのワンピース にしまきかやこ/作 こぐま社

9 わっこおばちゃんのしりとりあそび さとうわきこ/作 童心社

10 わんわんわんわん 高畠純/絵 理論社

11 もったいないばあさん(大型） 真珠まりこ 講談社

12 ゆうたとさんぽする(大型） きたやまようこ あかね書房

13 ろばさんのかわいいバッグ(大型） 柿本幸造 チャイルド本社

14 わにわにのおふろ(大型） 山口マオ 福音館書店

光絵本セット　１６

光絵本セット　１５
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