
タイトル 著者 出版社

あるのかな 織田 道代／作 鈴木出版

いもほりバス 藤本 ともひこ／作絵 鈴木出版

うがいライオン ねじめ 正一／作 鈴木出版

おおきなかぶ A.トルストイ／再話 福音館書店

おおきなきがほしい さとう さとる／文 偕成社

おこだでませんように くすのき しげのり／作 小学館

おこる 中川 ひろたか／作 金の星社

おしくら・まんじゅう かがくい ひろし／作 ブロンズ新社

おっぱい みやにし たつや／作絵 鈴木出版

おとうさん・パパ・おとうちゃん みやにし たつや／作絵 鈴木出版

おばけのバーバパパ アネット=チゾン／作 偕成社

おばけびょうきになる ジャック デュケノワ／作 ほるぷ出版

おふとんかけたら かがくい ひろし／作 ブロンズ新社

おべんとうバス 真珠 まりこ／作絵 チャイルド本社

子ども読書推進センター所蔵大型絵本一覧　　　　　（令和５年1月28日現在）



タイトル 著者 出版社

おまえうまそうだな 宮西 達也／作絵 ポプラ社

おめんです いしかわ こうじ／作絵  偕成社

おめんです２ いしかわ こうじ／作絵  偕成社

かばくん 岸田 衿子／作 福音館書店

からすのパンやさん かこ さとし／絵と文 偕成社

かわいそうなぞう つちや ゆきお／文 金の星社

きつねのでんわボックス 戸田 和代／作 金の星社

キャベツくん 長 新太／文絵 文研出版

999ひきのきょうだい 木村 研／文 チャイルド本社

きょうはなんてうんがいいんだろう 宮西 達也／作絵 鈴木出版

きょだいなきょだいな 長谷川 摂子／作 福音館書店

きんぎょがにげた 五味 太郎／作 福音館書店

くだものいろいろかくれんぼ いしかわ こうじ／作絵 ポプラ社

クリスマスのかくれんぼ いしかわ こうじ／作絵 ポプラ社

ぐりとぐら なかがわ りえこ／作 福音館書店



タイトル 著者 出版社

ぐりとぐらのおきゃくさま 中川 李枝子／文 福音館書店

ぐるんぱのようちえん 西内 ミナミ／作 福音館書店

こすずめのぼうけん ルース エインズワース／作 福音館書店

こわーいはなし せな けいこ／作絵 鈴木出版

サンドイッチサンドイッチ 小西 英子／作 福音館書店

三びきのこぶた 瀬田 貞二／やく 福音館書店

三びきのやぎのがらがらどん マーシャ ブラウン／絵 福音館書店

しっぽのはたらき 川田 健／文 福音館書店

じゃんけんぽん せな けいこ／作絵 鈴木出版

しりとりのだいすきなおうさま 中村 翔子／作 鈴木出版

スイミー レオ=レオニ／作 好学社

すてきな三にんぐみ トミー=アンゲラー／作 偕成社

せんたくかあちゃん さとう わきこ／作絵 福音館書店

ぞうくんのさんぽ なかの ひろたか／作絵 福音館書店

そらまめくんのベッド なかや みわ／作絵 福音館書店



タイトル 著者 出版社

たまごにいちゃん あきやま ただし／作絵 鈴木出版

たまごにいちゃんぐみ あきやま ただし／作絵 鈴木出版

たまごのあかちゃん かんざわ としこ／文 福音館書店

たまごをこんこんこん あかま あきこ／作絵 チャイルド本社

だるまさんが かがくい ひろし／作 ブロンズ新社

だるまさんと かがくい ひろし／作 ブロンズ新社

だるまさんの かがくい ひろし／作 ブロンズ新社

ダンゴムシみつけたよ 皆越 ようせい／写真・文 ポプラ社

ちいさなきいろいかさ にしまき かやこ／イラスト 金の星社

ちびゴリラのちびちび ルース　ボーンスタイン／作 ほるぷ出版

ちゅーちゅー 宮西 達也／作絵 鈴木出版

つきよのくじら 戸田 和代／作 鈴木出版

てぶくろ エウゲーニー M.ラチョフ／絵 福音館書店

でんしゃにのって とよた かずひこ／著 アリス館

どうぞのいす 香山 美子／作 チャイルド本社



タイトル 著者 出版社

どうぶつしんちょうそくてい 聞かせ屋。けいたろう／文 アリス館

どうぶつたいじゅうそくてい 聞かせ屋。けいたろう／文 アリス館

とべバッタ 田島 征三／作 偕成社

ともだちや 内田 麟太郎／作 偕成社

どんぐりむらのどんぐりえん なかや みわ／作 学研プラス

にじいろのさかな マーカス　フィスター／作 講談社

にゃーご 宮西 達也／作絵 鈴木出版

にんじんとごぼうとだいこん 和歌山 静子／絵 鈴木出版

ねずみくんのチョッキ なかえ よしを／作 ポプラ社

のりものいろいろかくれんぼ いしかわ こうじ／作絵  ポプラ社

はじめてのおつかい 筒井 頼子／さく 福音館書店

はじめてのおるすばん しみず みちを／作 岩崎書店

はじめまして 新沢 としひこ／作 鈴木出版

花さき山 斎藤　隆介／作 岩崎書店

パパ、お月さまとって! エリック=カール／作 偕成社



タイトル 著者 出版社

はらぺこおおかみとぶたのまち 宮西 達也／作絵 鈴木出版

ハロウィンのかくれんぼ いしかわ こうじ／作絵 ポプラ社

半日村 斎藤 隆介／作 岩崎書店

ぴっけやまのおならくらべ かさい まり／文 チャイルド本社

ひつじぱん あきやま ただし／作絵 鈴木出版

ぴょーん まつおか たつひで／作絵 ポプラ社

ふしぎなカサやさん みやにし たつや／作絵  金の星社

ふしぎなタネやさん みやにし たつや／作絵  金の星社

ぶたくんと100ぴきのおおかみ 宮西 達也／作絵 鈴木出版

へびくんのおさんぽ いとう ひろし／作絵 鈴木出版

ぼくのくれよん 長 新太／おはなし・絵 講談社

まどから★おくりもの 五味 太郎／作絵 偕成社

めっきらもっきらどおんどん 長谷川 摂子／作 福音館書店

もこもこもこ 谷川 俊太郎／作 文研出版

モチモチの木 斎藤 隆介／作 岩崎書店

ももたろう 松居 直／文 福音館書店



タイトル 著者 出版社

もりのかくれんぼう 末吉 暁子／作 偕成社

やさいさん tupera tupera／作  学研プラス

れいぞうこ 新井 洋行／作絵 偕成社

わにわにのおふろ 小風 さち／文 福音館書店

Brown bear, brown bear, what do you see? by Bill Martin  Jr. H. Holt

From head to toe Eric Carle HarperFestival

Goodnight moon by Margaret Wise Brown HarperFestival

Panda bear, panda bear, what do you see? by Bill Martin  Jr. H. Holt

Polar bear, polar bear, what do you hear? by Bill Martin  Jr. H. Holt
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