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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 あめのひのえんそく 間瀬　なおかた／作・絵 東京：チャイルド本社

6 ありとすいか たむらしげる ポプラ社

7 あるのかな 織田　道代／作 東京：鈴木出版

8 アレクサンダとぜんまいねずみ レオ＝レオニ／作 東京：好学社

9 いただきバス 藤本　ともひこ／作・絵 東京：鈴木出版

10 いたずらラッコとおなべのほし 神沢　利子／文 東京：あかね書房

11 いっしょにあそぼ！ 田中　四郎／絵 東京：チャイルド本社

12 いつもいっしょに こんの　ひとみ／作 東京：金の星社

13 犬のさんぽ ラコンテ 東京：おはなしかご

14 いもほりバス 藤本　ともひこ／作・絵 東京：鈴木出版

15 うさぎのくれたバレエシューズ 安房　直子／文 東京：小峰書店

16 うみキリン あきやま　ただし／作・絵 東京：金の星社

17 うみの１００かいだてのいえ いわい　としお／〔作〕 東京：偕成社

18 うんこダスマン 村上　八千世／文 東京：ほるぷ出版

19 うんぴ・うんにょ・うんち・うんご 村上　八千世／文 東京：ほるぷ出版

20 おおきなかぶ Ａ．トルストイ／再話 東京：福音館書店

21 おおきなきがほしい さとう　さとる／ぶん 東京：偕成社

22 おおはくちょうのそら 手島　圭三郎／画・文 東京：リブリオ出版

23 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

24 おかしなかくれんぼ 山脇　恭／作 東京：チャイルド本社

25 おこだでませんように くすのき　しげのり／作 東京：小学館

26 おこる 中川　ひろたか／作 東京：金の星社

27 おしくら・まんじゅう かがくい　ひろし／さく 東京：ブロンズ新社

28 おじさんのかさ 佐野　洋子／作・絵 東京：講談社

29 おしゃれなおたまじゃくし 塩田　守男／え 川口：メイト

30 おっぱい みやにし　たつや／作・絵 東京：鈴木出版

31 おにのパンツ 鈴木　博子／構成・絵 東京：チャイルド本社

32 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

33 おばけのてんぷら せな　けいこ／作・絵 東京：ポプラ社

34 おばけのバーバパパ アネット＝チゾン／さく 東京：偕成社

35 おばけパーティ ジャック・ディケノワ ほるぷ出版

36 おばけびょうきになる ジャック・デュケノワ／さく 東京：ほるぷ出版

37 おふとんかけたら かがくい　ひろし／さく 東京：ブロンズ新社

38 おべんとうバス 真珠　まりこ／作・絵 東京：チャイルド本社

39 おべんとくん 真木　文絵／作 東京：チャイルド本社

40 おまえうまそうだな 宮西　達也／作絵 東京：ポプラ社

◆中央館 団体貸出用資料リスト（令和２年１０月現在）◆
         ●貸出期間は１ヶ月です。（紙芝居舞台、パネルシアターボート等、用具の貸出は３日間です)

         ●利用が集中する場合がありますので、期間にかかわらず、ご使用が終了次第、返却にご協力ください。

         ●書庫に入っている資料もございます。見つからない時は、職員にお尋ねください。

大型絵本
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41 おめんです　〔１〕 いしかわ　こうじ／作・絵 東京：偕成社

42 おめんです　２ いしかわ　こうじ／作・絵 東京：偕成社

43 おやおや、おやさい 石津　ちひろ／文 東京：福音館書店

44 かたあしだちょうのエルフ おのき　がく ポプラ社

45 がっこうでトイレにいけるかな？ 村上　八千世／文 東京：ほるぷ出版

46 かわいそうなぞう つちや　ゆきお／ぶん 東京：金の星社

47 かばくん 岸田　衿子／さく 東京：福音館書店

48 からすのパンやさん かこ　さとし／絵と文 東京：偕成社

49 ガンピーさんのふなあそび ジョン・バーニンガム ほるぷ出版

50 きたきつねのゆめ 手島　圭三郎／画・文 東京：リブリオ出版

51 きつねのでんわボックス 戸田　和代／作 東京：金の星社

52 キャベツくん 長　新太／文・絵 東京：文研出版

53 給食番長 よしなが　こうたく／さく 東京：長崎出版

54 ９９９ひきのきょうだい 木村　研／文 東京：チャイルド本社

55 ９９９ひきのきょうだいのおひっこし 木村　研／文 東京：チャイルド本社

56 きょうはなんてうんがいいんだろう 宮西　達也／作・絵 東京：鈴木出版

57 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

58 きょだいなきょだいな 長谷川　摂子／作 東京：福音館書店

59 きんぎょがにげた 五味　太郎／作 東京：福音館書店

60 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

61 くまのコールテンくん ドン・フリーマン／さく 東京：偕成社

62 ぐりとぐら なかがわ　りえこ／〔さく〕 東京：福音館書店

63 ぐりとぐらのえんそく 中川　李枝子／文 東京：福音館書店

64 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

65 ぐるんぱのようちえん 西内　みなみ／さく 東京：福音館書店

66 グレート・ワンダーシップへようこそ！ 五味　太郎／〔作〕 東京：偕成社

67 月ようびはなにたべる？ エリック・カール／え 東京：偕成社

68 こすずめのぼうけん ルース・エインズワース／作 東京：福音館書店

69 ことわざのえほん 西本　鶏介／編・文 東京：鈴木出版

70 ころころころ 元永　定正／さく 東京：福音館書店

71 ころわんとしろいくも 間所　ひさこ／作 東京：チャイルド本社

72 サンドイッチサンドイッチ 小西　英子／さく 東京：福音館書店

73 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

74 しげちゃん 室井　滋／作 東京：金の星社

75 しっぽのはたらき 川田　健／ぶん 東京：福音館書店

76 しまふくろうのみずうみ 手島　圭三郎／画・文 東京：リブリオ出版

77 じゃんけんぽん せな　けいこ／作・絵 東京：鈴木出版

78 しゅっぱつしんこう！ 山本　忠敬／さく 東京：福音館書店

79 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

80 スイミー レオ＝レオニ／作 東京：好学社

81 スキャリーおじさんのおおきなことばえほん リチャード・スキャリー／さく 神戸：ＢＬ出版

82 すっぽんぽんのすけ もとした　いづみ／作 東京：鈴木出版

83 すてきな三にんぐみ トミー＝アンゲラー／さく 東京：偕成社

84 すみっこのおばけ 武田　美穂／作・絵 東京：ポプラ社

85 ぜったいにおしちゃダメ？ ビル・コッター／さく 東京：サンクチュアリ出版

86 せんたくかあちゃん さとう　わきこ／作・絵 東京：福音館書店
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87 せんろはつづく 竹下　文子／文 東京：金の星社

88 せんろはつづくまだつづく 竹下　文子／文 東京：金の星社

89 ぞうくんのさんぽ なかの　ひろたか／さく・え 東京：福音館書店

90 ぞうのはな 堀　浩／監修 東京：チャイルド本社

91 そらまめくんのベッド なかや　みわ／さく・え 東京：福音館書店

92 そらまめくんのぼくのいちにち なかや　みわ／さく 東京：小学館

93 だいすきっていいたくて カール・ノラック／ぶん 東京：ほるぷ出版

94 たからものはなあに？ 吉田　隆子／作 東京：金の星社

95 だじゃれ世界一周 長谷川　義史／作 東京：理論社

96 だじゃれ日本一周 長谷川　義史／作 東京：理論社

97 たなばたバス 藤本　ともひこ／作・絵 東京：鈴木出版

98 たまごをこんこんこん あかま　あきこ／作・絵 東京：チャイルド本社

99 たまごにいちゃん あきやま　ただし／作・絵 東京：鈴木出版

100 たまごにいちゃんぐみ あきやま　ただし／作・絵 東京：鈴木出版

101 たまごねえちゃん あきやま　ただし／作・絵 東京：鈴木出版

102 たまごのあかちゃん かんざわ　としこ／ぶん 東京：福音館書店

103 だるまさんが かがくい　ひろし／さく 東京：ブロンズ新社

104 だるまさんと かがくい　ひろし／さく 東京：ブロンズ新社

105 だるまさんの かがくい　ひろし／さく 東京：ブロンズ新社

106 だるまちゃんとかみなりちゃん 加古　里子／さく　え 東京：福音館書店

107 だるまちゃんとてんぐちゃん 加古　里子／さく　え 東京：福音館書店

108 たろうくんのじどうしゃ 山本　忠敬／作絵 東京：チャイルド本社

109 ダンゴムシみつけたよ 皆越　ようせい／写真・文 東京：ポプラ社

110 ちいさなきいろいかさ にしまき　かやこ／イラスト 東京：金の星社

111 ちいさなくれよん 篠塚　かをり／作 東京：金の星社

112 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

113 ちか１００かいだてのいえ いわい　としお／〔作〕 東京：偕成社

114 ちからたろう たしま　せいぞう ポプラ社

115 ちびくろ・さんぼ ヘレン・バンナーマン／文 東京：瑞雲舎

116 ちびゴリラのちびちび ルース・ボーンスタイン／さく 東京：ほるぷ出版

117 ちゅーちゅー 宮西　達也／作絵 東京：鈴木出版

118 チリンのすず やなせ　たかし／作・絵 東京：フレーベル館

119 てぶくろ エウゲーニー・Ｍ．ラチョフ／え 東京：福音館書店

120 でんしゃでいこうでんしゃでかえろう 間瀬　なおかた／作・絵 東京：チャイルド本社

121 でんしゃにのって とよた　かずひこ／著 東京：アリス館

122 ドアがあいて… エルンスト・ヤンドゥル／作 東京：ほるぷ出版

123 どうぞのいす 香山　美子／作 東京：チャイルド本社

124 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

125 とべバッタ 田島　征三／作 東京：偕成社

126 となりのたぬき せな　けいこ／作・絵 東京：鈴木出版

127 トーマスきゃくしゃをひく ウィルバート・オードリー ポプラ社

128 ともだちや 内田　麟太郎／作 東京：偕成社

129 トラネコとクロネコ 宮西　達也／作絵 東京：鈴木出版

130 どんぐりたろうのき 鶴見　正夫／作 〔東京〕：佼成出版社

131 どんぐりむらのどんぐりえん なかや　みわ／さく 東京：学研プラス

132 とんとんとん 上野　与志／作 東京：チャイルド本社
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133 なつのいちにち はた　こうしろう／作 東京：偕成社

134 なにをたべてきたの？ 岸田　衿子／文 〔東京〕：佼成出版社

135 にじいろのさかな マーカス・フィスター／作 東京：講談社

136 にじいろのしまうま こやま　峰子／作 東京：金の星社

137 にゃーご 宮西　達也／作・絵 東京：鈴木出版

138 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

139 ねずみくんのチョッキ なかえ　よしを／作 東京：ポプラ社

140 ねずみのいもほり 山下　明生／作 東京：チャイルド本社

141 ねずみのえんそくもぐらのえんそく 藤本　四郎／作・絵 東京：チャイルド本社

142 ねずみのかいすいよく 山下　明生／作 東京：チャイルド本社

143 ねずみのさかなつり 山下　明生／作 東京：チャイルド本社

144 ねずみのでんしゃ 山下　明生／作 東京：チャイルド本社

145 ノラネコぐんだんきしゃぽっぽ 工藤　ノリコ／著 東京：白泉社

146 のり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

147 バスでおでかけ 間瀬　なおかた／作・絵 東京：チャイルド本社

148 はじめてのおつかい 筒井　頼子／さく 東京：福音館書店

149 はじめてのおるすばん しみず　みちを／作 〔東京〕：岩崎書店

150 はじめまして 新沢　としひこ／作 東京：鈴木出版

151 花さき山 斎藤　隆介／作 東京：岩崎書店

152 はなすもんかー！ 宮西　達也／作・絵 東京：鈴木出版

153 パパ、お月さまとって！ エリック＝カール／さく 東京：偕成社

154 はははのはなし 加古　里子／ぶん・え 東京：福音館書店

155 バムとケロのおかいもの 島田　ゆか／作　絵 東京：文溪堂

156 バムとケロのさむいあさ 島田　ゆか／作　絵 東京：文溪堂

157 バムとケロのそらのたび 島田　ゆか／作　絵 東京：文溪堂

158 バムとケロのにちようび 島田　ゆか／作　絵 東京：文溪堂

159 バムとケロのもりのこや 島田　ゆか／作　絵 東京：文溪堂

160 はらぺこあおむし エリック・カール／さく 東京：偕成社

161 はらぺこおおかみとぶたのまち 宮西　達也／作・絵 東京：鈴木出版

162 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

163 半日村 斎藤　隆介／作 東京：岩崎書店

164 ひさの星 斎藤　隆介／作 東京：岩崎書店

165 ぴっけやまのおならくらべ かさい　まり／文 東京：チャイルド本社

166 ひつじぱん あきやま　ただし／作・絵 東京：鈴木出版

167 １００にんのサンタクロース 谷口　智則／作・絵 東京：文溪堂

168 １００かいだてのいえ いわい　としお／〔作〕 東京：偕成社

169 ぴょーん まつおか　たつひで／作・絵 東京：ポプラ社

170 ぶたくんと１００ぴきのおおかみ 宮西　達也／作・絵 東京：鈴木出版

171 ふしぎなキャンディーやさん みやにし　たつや／作絵 東京：金の星社

172 ふゆのよるのおくりもの 芭蕉みどり ポプラ社

173 フレデリック レオ＝レオニ／作 東京：好学社

174 へびくんのおさんぽ いとう　ひろし／作・絵 東京：鈴木出版

175 へんしんオバケ あきやま　ただし／作・絵 東京：金の星社

176 へんしんトンネル あきやま　ただし／作・絵 東京：金の星社

177 ぼくにげちゃうよ マーガレット・Ｗ．ブラウン／ぶん 東京：ほるぷ出版

178 ぼくのくれよん 長　新太／おはなし・え 東京：講談社
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179 ぽんたのじどうはんばいき 加藤　ますみ／作 東京：チャイルド本社

180 まどから★おくりもの 五味　太郎／作・絵 東京：偕成社

181 ミッケ！　３ ジーン・マルゾーロ／文 東京：小学館

182 みんなうんち 五味　太郎／さく 東京：福音館書店

183 みんなでんしゃ 薫　くみこ／作 東京：チャイルド本社

184 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

185 もぐらバス 佐藤　雅彦／原案 東京：偕成社

186 もこもこもこ 谷川　俊太郎／作 東京：文研出版

187 もちづきくん 中川　ひろたか／作 東京：チャイルド本社

188 モチモチの木 斎藤　隆介／作 東京：岩崎書店

189 もったいないばあさん 真珠　まりこ／作・絵 東京：講談社

190 ももたろう 松居　直／文 東京：福音館書店

191 もりのおふろ 西村　敏雄／さく 東京：福音館書店

192 もりのかくれんぼう 末吉　暁子／作 東京：偕成社

193 もりもりくまさん 長野　ヒデ子／作 東京：鈴木出版

194 やさいさん ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ／さく 東京：学研教育出版

195 やさしいライオン やなせ　たかし／作・絵 東京：フレーベル館

196 ゆうたとさんぽする きたやま　ようこ／作 東京：あかね書房

197 ゆうたはともだち きたやま　ようこ／作 東京：あかね書房

198 妖怪交通安全 広瀬　克也／作 東京：絵本館

199 よかったねネッドくん レミー・シャーリップ／さく 東京：偕成社

200 リンチェはどこ？ シブ・ポスツマ／作　絵 東京：ワールドライブラリー

201 れいぞうこ 新井　洋行／作・絵 東京：偕成社

202 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

203 わにわにのおふろ 小風　さち／ぶん 東京：福音館書店

タイトル 作家 出版者

1 あひるのおうさま 堀尾　青史／脚本 東京：童心社

2 おおきくおおきくおおきくなあれ まつい　のりこ 東京：童心社

3 おだんごころころ 坪田　譲治／脚本 東京：童心社

4 おとうさん 田畑精一 東京：童心社

5 くれよんさんのけんか 八木田　宜子／脚本 東京：童心社

6 こねこのしろちゃん 堀尾　青史／脚本 東京：童心社

7 じごくのそうべえ　前編 田島　征彦／脚本・絵 東京：童心社

8 じごくのそうべえ　後編 田島　征彦／脚本・絵 東京：童心社

9 したきりすずめ 松谷　みよ子／脚本 東京：童心社

10 たべられたやまんば 二俣英五郎 東京：童心社

11 でんしゃがくるよ とよた　かずひこ／脚本・絵 東京：童心社

12 はい、タッチ とよた　かずひこ／脚本・絵 東京：童心社

13 みんなでぽん！ まつい　のりこ／脚本・絵 東京：童心社

14 もみもみおいしゃさん とよた　かずひこ／脚本・絵 東京：童心社

15 りんごくんのおうちはどこ？ とよた　かずひこ／脚本・絵 東京：童心社

大型紙芝居
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タイトル 作家 出版者

1 赤ずきんちゃん メイト

2 いっぽんばしにほんばし 中川　ひろたか 〔東京〕：アイ企画

3 大きなだいこん メイト

4 おばけマンション 鈴木　翼 〔東京〕：アイ企画

5 かさじぞう メイト

6 きぬさやくんとべいなすくん ケロポンズ 東京：学研教育みらい

7 きれいなお窓 メイト

8 くいしんぼおばけ号 秋田　桂子 〔東京〕：アイ企画

9 さかながはねて 中川　ひろたか 〔東京〕：アイ企画

10 さるかに合戦 メイト

11 しゃぼん玉　とばせ 古宇田　亮順 メイト

12 １０人のサンタ 秋田　桂子 〔東京〕：アイ企画

13 せんたく変身しゃわららん 松家　まきこ 〔東京〕：アイ企画

14 それはボク 中川　ひろたか 〔東京〕：アイ企画

15 抱っこ おはなしかご 東京：おはなしかご

16 だれでしょう メイト

17 とんでったバナナ・すうじの歌 メイト

18 とんとんとんこんにちは！ 古宇田　亮順 〔東京〕：アイ企画

19 にゃあクション！ 浦中　こういち 〔東京〕：アイ企画

20 にんじん　だいこん　ごぼう号 荒木　文子 〔東京〕：アイ企画

21 ねこのお医者さん [増田　裕子] 武蔵野：カエルちゃん

22 ハッピーバースディ ケロポンズ 東京：学研教育みらい

23 パパ、お月さまとって！ エリック・カール 東京：学研教育みらい

24 ふうせん 中川　ひろたか 〔東京〕：アイ企画

25 ポンポンポケット 古宇田　亮順 〔東京〕：アイ企画

26 まるい卵 古宇田亮順・松田治仁 メイト

27 まんまるさん 古宇田亮順・松田治仁 メイト

28 みんなねんね 藤田　佳子 〔東京〕：アイ企画

タイトル 作家 出版者

1 アラジンと魔法のランプ 東京：アイ企画

2 一本の鉛筆 東京：アイ企画

3 歌のひろば 東京：アイ企画

4 おばけなんてないさ 月下　和恵 〔東京〕：アイ企画

5 おもちゃのチャチャチャ 月下　和恵 東京：メイト

6 からかさのおよめさん 荒木　文子 〔東京〕：アイ企画

7 サンタが町にやってくる 月下　和恵 東京：メイト

8 どこでねるの 月下　和恵 東京：メイト

9 ほしのクリスマス 東京：アイ企画

10 メリークリスマス 月下　和恵 〔東京〕：アイ企画

パネルシアター

ブラックパネルシアター（※ブラックライトの貸出はしていません）
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タイトル 著者 出版者

1 あかずきん メイト

2 あわぶくかいじゅうモクモクだい！ 中谷　真弓 メイト

3 うさぎとかめ メイト

4 おおかみと７ひきのこやぎ メイト

5 おおきなかぶ 中谷　真弓 メイト

6 おかしのほしのくいしんぼう 中谷　真由美 メイト保育事業部

7 おひさまパン 乳幼児教育研究所

8 おべんとうバス 真珠　まりこ 東京：チャイルド本社

9 おむすびころりん メイト

10 かえるののどじまん 乳幼児教育研究所

11 かくれんぼ 中谷　真弓 東京：メイト

12 カレーでおんど 中谷　真弓 メイト

13 くいしんぼゴリラ 東京：メイト

14 グリーンマントのピーマンマン メイト

15 さるかに話 メイト

16 ３びきのこぶた 川口：メイト

17 ３びきのやぎのガラガラドン メイト

18 ジャックと豆の木 メイト

19 ぞうのはなはなぜながい 中谷　真弓 東京：メイト

20 てぶくろ 阿部　直美 東京：乳幼児教育研究所

21 ともだちほしいなおおかみくん 中谷　真弓 メイト

22 どろんこネコちゃん 東京：乳幼児教育研究所

23 とんでった麦わらぼうし メイト

24 ねずみのよめいり メイト

25 ねんころカメのこもりうた 乳幼児教育研究所

26 はだかのおうさま 川口：メイト

27 はらぺこあおむし エリック・カール 東京：学研教育みらい

28 ふしぎなキャンディーやさん 東京：メイト

29 ブレーメンのおんがくたい 中谷　真弓 メイト

30 ○△□なーにかな？ 中谷　真弓 東京：メイト

31 ももたろう メイツ

32 やさいのかくれんぼ さくら　ともこ 東京：乳幼児教育研究所

33 やさいのパーティー 中谷　真弓 メイト

34 わらってよカバのはいしゃさん 中谷　真弓 東京：メイト

タイトル 著者 出版者

1 かぼちゃ おはなしかご 東京：おはなしかご

2 タコ おはなしかご 東京：おはなしかご

3 ひつじの親子 おはなしかご 東京：おはなしかご

エプロンシアター

手袋人形
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タイトル 著者 出版者

1 アニマルギャラリー デイビット・ペルハム／さく 東京：大日本絵画

2 エノカッパくん スズキ　コージ／作　絵 東京：教育画劇

3 お医者さんへいく マクシー・チェンブリス／え 東京：大日本絵画

4 おたすけてんぐ 長谷川　義史／作　絵 東京：教育画劇

5 おばけのたからさがし ジャック・デュケノワ／さく 東京：ほるぷ出版

6 おばけのたんじょうパーティ ジャック・デュケノワ／さく 東京：ほるぷ出版

7 おまるはなんにつかうのかな？ マリアン・ボガート／さく 東京：大日本絵画

8 きつねのばけものでら 斎藤　隆夫／作 東京：教育画劇

9 クマのプーさん Ａ．Ａ．ミルン／〔原作〕 東京：アスカ・コーポレーション

10 昆虫館 小池　啓一／監修 東京：小学館

11 こんにちはおてがみです 中川　李枝子／〔ほか〕文 東京：福音館書店

12 サンタクロースへのおくりもの デビッド・ウッド／ぶん 東京：主婦の友社

13 すいぞく館 さかなクン／作 東京：小学館

14 そらとぶねこざかな わたなべ　ゆういち／作・絵 東京：フレーベル館

15 だっこだっこのねこざかな わたなべ　ゆういち／作・絵 東京：フレーベル館

16 だんまりこおろぎ エリック＝カール／さく 東京：偕成社

17 実物大恐竜図鑑 デヴィッド・ベルゲン／著 東京：小峰書店

18 ながーいおはなのブタくん キース・フォークナー／文 東京：文化出版局

19 ねこざかなとうみのおばけ わたなべ　ゆういち／作・絵 東京：フレーベル館

20 歯医者さんへいく マクシー・チェンブリス／え 東京：大日本絵画

21 パクパク、ゴックン、ゴロゴロ、ポットンえほん スティーブ・アルトン／ぶん 東京：大日本絵画

22 はみがきしましょ レスリー・マクガイアー／さく 東京：大日本絵画

23 ばんごはんはねこざかな わたなべ　ゆういち／作・絵 東京：フレーベル館

24 びっくりいろあそび チャック・マーフィー／さく 東京：大日本絵画

25 びっくりかずあそび チャック・マーフィー／さく 東京：大日本絵画

26 びっくり！ジャンボ昆虫園 岡島　秀治／監修 東京：学研教育出版

27 ひとりぼっちのだいだらぼっち 沢田　としき／作　絵 東京：教育画劇

28 ぴょんたのたいそう ルース・ティルデン／さく 東京：大日本絵画

29 プー通りの家 Ａ．Ａ．ミルン／〔作〕 東京：アスカコーポレーション

30 星のものがたり ニール・レイトン／さく 東京：大日本絵画

31 ほねほねがいこつやってきた ジャネット・ローラー／ぶん 東京：大日本絵画

32 ほんとのおおきさ恐竜博 真鍋　真／監修 東京：学研教育出版

33 ほんとのおおきさ水族館 小宮　輝之／監修 東京：学研教育出版

34 ほんとのおおきさ・なかよし動物園 小宮　輝之／監修 東京：学研教育出版

35 まじょのキッチン ニック・シャラット／さく・え 東京：大日本絵画

36 ようかいアニミちゃん 荒井　良二／作　絵 東京：教育画劇

37 りゅうのおくりもの 宇野　亜喜良／作・絵 東京：教育画劇

しかけ絵本・特殊絵本など
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