
大型絵本リスト
★読み聞かせ用のテキストやポスター付き

No 資料番号 本の題名 著者名 所蔵館

1 3110238296 100かいだてのいえ いわい　としお/作 ロマン

2 3110238288 999ひきのきょうだいのおひっこし　★ 木村　研/文　村上　康成/絵 かもがわ

3 3110345471 いただきバス 藤本 ともひこ/著 ロマン

4 3110063215 いつもいっしょに　★ こんの　ひとみ/作　いもと　ようこ/絵 ロマン

5 3110287996 うがいライオン ねじめ 正一/著　長谷川 義史/画 ロマン

6 3110387200 うみの100かいだてのいえ 岩井 俊雄/作 かもがわ

7 3110345521 えらいえらい！ ますだ ゆうこ/著　竹内 通雅/画 かもがわ

8 3110217597 おおきなきがほしい さとう　さとる/ぶん　むらかみ　つとむ/え かもがわ

9 3110217621 おかしなかくれんぼ　★ 山脇　恭/作　末崎　茂樹/絵 かもがわ

10 3110355223 おこだてませんように くすのき しげのり/作　石井 聖岳/絵 ロマン

11 3110255084 おこる 中川　ひろたか/作　長谷川義史/絵 かもがわ

12 3110288119 おとうさん・パパ・おとうちゃん みやにし たつや/著 かもがわ

13 3110354564 おばあちゃん、まっててね　ビッグめいろえほん いけずみ ひろこ/作・絵 かもがわ

14 3110315540 おばけのてんぷら せな　けいこ/作・絵 ロマン

15 3110488354 おばけのバーバパパ アネット・チゾン/著　タラス・テイラー/著 かもがわ

16 3110253386 おべんとうバス　★ 真珠　まりこ/著 かもがわ

17 3110315789 きつねのでんわボックス ★ 戸田　和代/著　たかす　かずみ/画 かもがわ

18 3110217654 きょうりゅうのおおきさ　★ 岡本　三紀夫/イラスト かもがわ

19 3110557265 きんぎょがにげた　★ 五味　太郎/著 ロマン

20 3110238262 くものすおやぶん とりものちょう　★ 秋山　あゆ子/さく かもがわ

21 3110374617 クリスマスのかくれんぼ いしかわ　こうじ/著 かもがわ

22 3110532599 グレート・ワンダーシップへようこそ！ 五味　太郎/作 かもがわ

23 3110217548 こわーいはなし　★ せな　けいこ/作・絵 ロマン

24 3110217522 じゃんけんぽん　★ せな　けいこ/作・絵 かもがわ

25 3110347642 しゅっぱつしんこう！ 山本 忠敬/作 かもがわ

26 3110238270
しょくいくランドのたんけん　たからものはなあ
に？　★

吉田　隆子/作　せべ　まさゆき/絵 かもがわ

27 3110457953 しんらんさま 中川　正文/文　小島　直/画 かもがわ

28 3110450180 スイミー　ちいさなかしこいさかなのはなし レオ・レオニ/作 かもがわ

令和2年5月22日改訂



No 資料番号 本の題名 著者名 所蔵館

29 3110449075 せんたくかあちゃん　★ さとう　わきこ/著 ロマン

30 3110449109 ぞうくんのさんぽ　★ なかの　ひろたか/著 かもがわ

31 3110217647 ぞうのはな　★ 内山　晟/写真 ロマン

32 3110255050 だじゃれ日本一周 長谷川 義史 ロマン

33 3110384660 たなばたバス 藤本 ともひこ/作・絵 ロマン

34 3110213349 だるまさんが かがくい　ひろし/さく かもがわ

35 3110213356 だるまさんの かがくい　ひろし/さく ロマン

36 3110217613 たろうくんのじどうしゃ　★ 山本　忠敬/作・絵 ロマン

37 3110216045 ダンゴムシみつけたよ 皆越　ようせい/写真・文 かもがわ

38 3110354671 ちいさなくれよん 篠塚 かをり/さく　安井 淡/絵 かもがわ

39 3110379363 ちからたろう いまえ よしとも/作　たしま せいぞう/画 ロマン

40 3110238254 ちびゴリラのちびちび ﾙｰｽ･ﾎﾞｰﾝｽﾀｲﾝ/さく　いわた　みみ/やく かもがわ

41 3110217514 どうぞのいす　★ 香山　美子/作　柿本　幸造/絵 かもがわ

42 3110251786 どうぶついろいろかくれんぼ いしかわ　こうじ/著 ロマン

43 31105777693 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 かもがわ

44 3110217589 ともだちや 内田　麟太郎/作　降矢　なな/絵 かもがわ

45 3110382086 トラネコとクロネコ 宮西 達也/作・絵 ロマン

46 3110384645 にんじんとごぼうとだいこん 和歌山 静子/絵 かもがわ

47 3110063231 ねずみのえんそく　もぐらのえんそく 藤本　四郎/作・絵 ロマン

48 3110553355 ノラネコぐんだん きしゃぽっぽ 工藤　ノリコ/作 かもがわ

49 3110532607 ノラネコぐんだん パンこうじょう 工藤　ノリコ/作 ロマン

50 3110253352 のりものいろいろかくれんぼ いしかわ　こうじ/著 ロマン

51 3110217530 はっぱのおうち　★ 征矢　清/さく　林　明子/え ロマン

52 3110216060 花さき山　★ 斎藤　隆介/作　滝平　次郎/絵 かもがわ

53 3110217555 はなすもんかー！　★ 宮西　達也/作・絵 ロマン

54 3110146416 はらぺこあおむし ｴﾘｯｸ･ｶｰﾙ/さく　もり　ひさし/やく ロマン

55 3110238239 はらぺこおおかみとぶたのまち　★ 宮西　達也/作・絵 かもがわ

56 3110216052 半日村　★ 斎藤　隆介/作　滝平　次郎/絵 かもがわ

57 3110217506 ぴっけやまのおならくらべ　★ かさい　まり/文　村上　康成/絵 ロマン

58 3110238247 ひつじぱん　★ あきやま　ただし/作・絵 かもがわ



No 資料番号 本の題名 著者名 所蔵館

59 3110566373 ぴょーん まつおか　たつひで/作・絵 ロマン

60 3110450172 フレデリック　ちょっとかわったねずみのはなし レオ・レオニ/作 ロマン

61 3110217563 ぼくのくれよん 長　新太/おはなし・え ロマン

62 3110548314 まーだだよ　★ 間部　香代/作　ひろかわ　さえこ/絵 かもがわ

63 3110488347 まどからのおくりもの　五味太郎・しかけ絵本 五味　太郎/著 ロマン

64 3110493115 みんなでたのしむ もりのえほん 安野　光雅/絵 かもがわ

65 3110217639 みんなでんしゃ　★ 薫　くみこ/作　かとう　ようこ/絵 ロマン

66 3110382094 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 ロマン

67 3110254830 もぐらバス うちの ますみ/文・絵 かもがわ

68 3110063223 もちづきくん　★ 中川　ひろたか/作　長野　ヒデ子/絵 ロマン

69 3110217571 もったいないばあさん 真珠　まりこ/著 ロマン

70 3110577222 もったいないばあさんのいただきます 真珠　まりこ/著 ロマン

71 3110217605 もりのかくれんぼう 末吉　暁子/作　林　明子/絵 かもがわ

72 3110290628 もりもりくまさん 長野 ヒデ子/作　スズキ コージ/絵 かもがわ

73 3110146408 よかったねネッドくん ﾚﾐｰ･ｼｬｰﾘｯﾌﾟ/さく　やぎた　よしこ/やく ロマン

74 3110577685 りんごがドスーン 多田　ヒロシ/文・絵 かもがわ

75 3110425323 れいぞうこ 新井　洋行/作・絵 かもがわ

76 3110449117 わにわにのおふろ　★ 小風　さち/著　山口　マオ/画 かもがわ


