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書　　名 作　者

1 ありとすいか たむらしげる/作・絵

2 アレクサンダとぜんまいねずみ レオ=レオニ/作　谷川俊太郎/訳

3 あんぱんまん やなせたかし/作・絵

4 いただきバス 藤本ともひこ/作・絵

★ いもほりバス 藤本ともひこ/作・絵

6 おおきなかぶ A・トルストイ/再話　内田莉莎子/訳　佐藤忠良/画

7 おっぱい みやにしたつや/作・絵

8 おとうさん・パパ・おとうちゃん みやにしたつや/作・絵

9 おばけのバーバパパ アネット=チゾンとタラス=テイラー/さく　やましたはるお/やく

10 おばけのてんぷら せなけいこ/作・絵

11 おばけパーティ ジャック・デュケノワ/さく　おおさわあきら/やく

12 おべんとうバス 真珠まりこ/作・絵

13 おまえうまそうだな 宮西達也/作・絵

14 おめんです いしかわこうじ/作・絵

★ おめんです ２ いしかわこうじ/作・絵

16 からすのパンやさん かこさとし/絵と文

17 かわいそうなぞう つちやゆきお/ぶん　たけべもといちろう/え

18 きつねのでんわボックス 戸田和代/作　たかすかずみ/絵

19 キャベツくん 長新太/文・絵

20 給食番長 よしながたく/さく

21 ９９９ひきのきょうだい 木村研/文　村上康成/絵

22 きょうはなんてうんがいいんだろう 宮西達也/作・絵

23 きょうりゅうのおおきさ 冨田幸光/監修

24 きょだいなきょだいな 長谷川摂子/作　降矢なな/絵

25 きんぎょがにげた 五味太郎/作

26 くだものいろいろかくれんぼ いしかわこうじ/作・絵

27 ぐりとぐら なかがわりえこ/さく　おおむらゆりこ/え

28 ぐりとぐらのえんそく 中川李枝子/作　山脇百合子/絵

29 ぐりとぐらのおきゃくさま 中川李枝子/作　山脇百合子/絵

30 グリーンマントのピーマンマン さくらともこ/作　中村景児/絵

31 クリスマスのかくれんぼ いしかわこうじ/作・絵

32 ぐるんぱのようちえん 西内みなみ/さく　堀内誠一/え

33 けがをしない！ ラビッツアイ/文・構成　森のくじら/絵

34 ころころころ 元永定正/さく

35 ころわんとしろいくも 間所ひさこ/作　黒井健/絵

36 こわーいはなし せなけいこ/作・絵
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37 サンドイッチサンドイッチ 小西英子/さく

38 三びきのこぶた 瀬田貞二/やく　山田三郎/え

39 三びきのやぎのがらがらどん マーシャ・ブラウン/え　せた　ていじ/やく

40 しゅっぱつしんこう！ 山本忠敬/作

41 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

42 スイミー レオ・レオニ/作　谷川　俊太郎/訳

43 すてきな三人ぐみ トミー=アンゲラー/さく　いまえよしとも/やく

44 せんたくかあちゃん さとうわきこ/作・絵

45 せんろはつづく 竹下文子/文　鈴木まもる/絵

46 ぞうくんのさんぽ なかのひろたか/文・絵

47 そらまめくんのベッド なかやみわ/さく・え

48 だいおういかのいかたろう ザ・キャビンカンパニー/作・絵

49 だじゃれ日本一周 長谷川義史/作

50 たなばたバス 藤本ともひこ/作・絵

51 たまごにいちゃん あきやまただし/作・絵

52 たまごのあかちゃん かんざわとしこ/ぶん　やぎゅうげんいちろう/え

53 だるまさんが かがくいひろし/さく

54 だるまさんと かがくいひろし/さく

55 だるまさんの かがくいひろし/さく

56 だるまちゃんとてんぐちゃん 加古里子/さく・え

57 ちいちゃんのかげおくり あまんきみこ/作　上野紀子/絵

58 ちびゴリラのちびちび ルース・ボーンスタイン/さく　いわたみみ/やく

59 てぶくろ エウゲーニー・M・ラチョフ/え　うちだ　りさこ/やく

60 でんしゃにのって とよたかずひこ/著

61 どうぞのいす 香山美子/作　柿本幸造/絵

62 どうぶついろいろかくれんぼ いしかわ/こうじ/作・絵

63 どうぶつしんちょうそくてい きかせ屋。けいたろう/文　高畠純/絵

64 ともだちや 内田麟太郎/作　降矢なな/絵

65 どんぐりむらのぱんやさん なかや/みわ/さく

66 にじいろのさかな マーカス・フィスター/作　谷川俊太郎/訳

67 にじいろのしまうま こやま峰子/作　やなせたかし/絵

68 にゃーご 宮西達也/作・絵

69 にんじんとごぼうとだいこん 和歌山静子/絵

70 ねずみくんのチョッキ なかえよしを/作　上野紀子/絵

71 ねずみのさかなつり 山下明生/作　いわむらかずお/絵

72 ノラネコぐんだんきしゃぽっぽ 工藤ノリコ/著



大型絵本リスト 3/3

書　　名 作　者

73 ノラネコぐんだんパンこうじょう 工藤ノリコ/著

74 のりものいろいろかくれんぼ いしかわ/こうじ/作・絵

75 はじめてのおつかい 筒井頼子/さく　林明子/え

76 花さき山 斎藤隆介/作　滝平二郎/絵

77 パパ、お月さまとって！ エリック=カール/さく　もりひさし/やく

78 パムとケロのさむいあさ 島田ゆか/作・絵

79 バムとケロのそらのたび 島田ゆか/作・絵

80 バムとケロのにちようび 島田ゆか/作・絵

81 はらぺこあおむし エリック=カール/さく　もりひさし/やく

82 バルボンさんのおでかけ とよたかずひこ/著

83 ぴっけやまのおならくらべ かさいまり/ぶん　村上康成/絵

84 ひつじぱん あきやまただし/作・絵

85 １００にんのサンタクロース 谷口智則/作・絵

86 ぴょーん まつおかたつひで/作・絵

★ ふしぎなタネやさん みやにしたつや/作・絵

88 へびくんのおさんぽ いとうひろし/作・絵

89 へんしんオバケ あきやまただし/作・絵

90 へんしんトンネル あきやまただし/作・絵

91 ぼくのくれよん 長新太/おはなし・え

92 ぽんたのじどうはんばいき 加藤ますみ/作　水野二郎/絵

★ まーだだよ 間部 香代/作　ひろかわ さえこ/絵

94 まどから☆おくりもの 五味太郎/作

95 めっきらもっきらどおんどん 長谷川摂子/作　ふりやなな/画

96 モチモチの木 斎藤隆介/作　滝平二郎/絵

★ もったいないばあさん 真珠まりこ/作・絵

98 ももたろう 松居直/文　赤羽末吉/画

99 もりのおふろ 西村敏雄/さく

100 もりのかくれんぼう 末吉暁子/作　林明子/絵

101 妖怪交通安全 広瀬/克也/作

102 よかったねネッドくん レミー・シャーリップ/さく　やぎたよしこ/やく

103 わにわにのおふろ 小風さち/ぶん　山口マオ/え

（2022年３月）

★マークがついている本は、今年度新しく入った大型絵本です。
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