
（閲覧用）

（２０１９年７月１０日現在）

大型絵本
書　　　名 資料番号 著者名（編者） 訳者 絵（写真） 出版社名 分類

せつぶん 120360896 阿部　恵　／監修 チャイルド本社 38ｾ

たなばた 120438601 阿部　恵　／監修 チャイルド本社 38ﾀ

ひなまつり ・ こどものひ 120438619 阿部　恵　／監修 チャイルド本社 38ﾋ

もちつき・おしょうがつ 120360235 阿部　恵　／監修 チャイルド本社 38ﾓ

おおきなもののすきなおうさま 120242532 安野　光雅 安野　光雅 メイト Ｅア

くものすおやぶん とりものちょう 120326194 秋山　あゆ子 秋山　あゆ子 福音館書店 Ｅア

すてきな三にんぐみ 120318936 トミー・アンゲラー 今江　祥智 トミー・アンゲラー 偕成社 Eア

うみキリン 120480975 あきやま　ただし あきやま　ただし 金の星社 Eア

たまごにいちゃん 120307327 あきやま　ただし あきやま　ただし すずき出版 Ｅア

たまごにいちゃんぐみ 120464847 あきやま　ただし あきやま　ただし すずき出版 Ｅア

へんしんオバケ 120290952 あきやま　ただし あきやま　ただし 金の星社 Ｅア

ももたろう 120438585 松居  直 赤羽  末吉 福音館書店 Ｅア

れいぞうこ 120433271 新井　洋行 新井　洋行 偕成社 Ｅア

おこだでませんように 120416656 くすのき　しげのり 石井　聖岳 小学館 Ｅイ

おめんです 120438510 いしかわ　こうじ いしかわ　こうじ 偕成社 Ｅイ

おめんです　２ 120464862 いしかわ　こうじ いしかわ　こうじ 偕成社 Ｅイ

ねずみのいもほり 120449947 山下　明生 いわむら　かずお チャイルド本社 Ｅイ

ねずみのでんしゃ 120348768 山下　明生 いわむら　かずお チャイルド本社 Ｅイ

ひさの星 120242557 斎藤　隆介 岩崎　ちひろ 岩崎書店 Ｅイ

高千帆 １００かいだてのいえ 320013550 いわい　としお いわい　としお 偕成社 Ｅイ

へびくんのおさんぽ 120319520 いとう　ひろし いとう　ひろし すずき出版 Ｅイ

もぐらバス 120369392 うちの  ますみ うちの  ますみ 偕成社 Ｅウ

ぐりとぐら 120481031 中川　李枝子 大村　百合子 福音館書店 Ｅオ

はじめまして 120319538 新沢　としひこ 大和田　美鈴 すずき出版 Ｅオ

えんそく 120081500 片山　健 片山　健 架空社 Eカ

からすのパンやさん 121124804 かこ　さとし かこ　さとし 偕成社 Ｅカ

だるまちゃんとてんぐちゃん 120450333 加古　里子 加古　里子 福音館書店 Ｅカ

はははのはなし 120465141 加古　里子 加古　里子 福音館書店 Ｅカ

月ようびはなにたべる？ 120481007 エリック・カール もり　ひさし エリック・カール 偕成社 Ｅカ

パパ、お月さまとって！ 120480991 エリック・カール もり　ひさし エリック・カール 偕成社 Ｅカ

はらぺこあおむし 120450598 エリック・カール もり　ひさし エリック・カール 偕成社 Ｅカ

だるまさんが 120438627 かがくい　ひろし かがくい　ひろし ブロンズ新社 Eカ

だるまさんと 120466594 かがくい　ひろし かがくい　ひろし ブロンズ新社 Eカ

だるまさんの 120466586 かがくい　ひろし かがくい　ひろし ブロンズ新社 Eカ

ノラネコぐんだんパンこうじょう 120459144 工藤  ノリコ 工藤  ノリコ 白泉社 Ｅク

どんぐりたろうの木 120242565 鶴見　正夫 黒井　健 佼成出版社 Ｅク

サンドイッチ　サンドイッチ 120407911 小西　英子 小西　英子 福音館書店 Ｅコ

きんぎょがにげた 120476346 五味　太郎 五味　太郎 福音館書店 Ｅコ

みんなうんち 120469887 五味　太郎 五味　太郎 福音館書店 Ｅコ

おおきなかぶ 120438494 A.トルストイ　／再話 内田　莉沙子 佐藤　忠良 福音館書店 Eサ

おじさんのかさ 120233473 佐野　洋子 佐野　洋子 講談社 Eサ

せんたくかあちゃん 120481023 さとう　わきこ さとう　わきこ 福音館書店 Ｅサ

大型絵本 ・ 大型紙芝居 ・ エプロンシアター ・　パネルシアター　リスト　

＊裏側にもリストが続いています。



（閲覧用）
よくばりすぎたねこ 120247663 さとう　わきこ さとう　わきこ メイト Ｅサ

だいおういかのいかたろう 120466016 ザ  キャビンカンパニー ザ  キャビンカンパニー 鈴木出版 Ｅザ

おしゃれなおたまじゃくし 120308697 さくら　ともこ 塩田　守男 メイト Eシ

バムとケロのおかいもの 120438395 島田　ゆか 島田　ゆか 文渓堂 Eシ

バムとケロのさむいあさ 120438387 島田　ゆか 島田　ゆか 文渓堂 Eシ

バムとケロのそらのたび 120438411 島田　ゆか 島田　ゆか 文渓堂 Eシ

バムとケロのにちようび 120438379 島田　ゆか 島田　ゆか 文渓堂 Eシ

バムとケロのもりのこや 120438403 島田　ゆか 島田　ゆか 文渓堂 Eシ

せんろはつづく 120480983 竹下　文子 鈴木　まもる 金の星社 Eス

おばけのてんぷら 120308705 せな　けいこ せなけいこ ポプラ社 Eセ

こわーい はなし 120326202 せな　けいこ せな　けいこ すずき出版 Ｅセ

となりのたぬき 120316443 せな　けいこ せなけいこ すずき出版 Eセ

ありとすいか 120348743 たむら　しげる たむら　しげる ポプラ社 Eタ

とべバッタ 120318910 田島　征三 田島　征三 偕成社 Eタ

どうぶつしんちょうそくてい 120480967 聞かせ屋。けいたろう 高畠　純 アリス館 Eタ

花さき山 120322151 斉藤　隆介 滝平　二郎 岩崎書店 Ｅタ

モチモチの木 120214432 斉藤　隆介 滝平　二郎 岩崎書店 Ｅタ

いたずらラッコとおなべのほし 120308713 神沢　利子 長　新太 あかね書房 Eチ

ぼくのくれよん 120233465 長　新太 長　新太 講談社 Ｅチ

おばけのバーバパパ 120318928 アネット・チゾン　ほか 山下　明生 アネット・チゾン　ほか 偕成社 Eチ

おばけだじょ 120477898 ｔｕｐｅｒａ  ｔｕｐｅｒａ ｔｕｐｅｒａ  ｔｕｐｅｒａ 学研プラス Eツ

やさいさん 120469374 ｔｕｐｅｒａ  ｔｕｐｅｒａ ｔｕｐｅｒａ  ｔｕｐｅｒａ 学研教育出版 Eツ

でんしゃにのって 120260369 とよた　かずひこ とよた　かずひこ アリス館 Eト

かばくん 120312368 岸田　衿子 中谷　千代子 福音館書店 Ｅナ

グリーンマントのピーマンマン 120247648 さくら　ともこ 中村　景児 メイト Ｅナ

ぞうくんのさんぽ 121126189 なかの　ひろたか 今江　祥智 なかの　ひろたか 福音館書店 Ｅナ

そらまめくんのベッド 120481056 なかや　みわ なかや　みわ 福音館書店 Ｅナ

そらまめくんのぼくのいちにち 120430673 なかや　みわ なかや　みわ 福音館書店 Ｅナ

なにを　たべてきたの？ 120247655 岸田　衿子 長野　博一 メイト Ｅナ

もりのおふろ 120465133 西村  敏雄 西村  敏雄 福音館書店 Ｅニ

ちいさなきいろいかさ 120308689 もり　ひさし にしまき　かやこ 金の星社 Ｅニ

おこる 120450937 中川　ひろたか 長谷川　義史 金の星社 Eハ

うがいライオン 120290945 ねじめ　正一 長谷川　義史 すずき出版 Eハ

しげちゃん 120430087 室井　滋 長谷川　義史 金の星社 Eハ

しりとりのだいすきなおうさま 120316427 中村　翔子 はた　こうしろう すずき出版 Eハ

はじめてのおつかい 121126130 筒井　頼子 林　明子 福音館書店 Ｅハ

だじゃれ世界一周 120480942 長谷川　義史 長谷川　義史 理論社 Ｅハ

ぼくにげちゃうよ 120307301 マーガレット・ワイズ・ブラウン クレメント・ハード ほるぷ出版 Ｅハ

きょだいなきょだいな 120312376 長谷川　摂子 降矢　なな 福音館書店 Ｅフ

くまのコールテンくん 120438551 ドン  フリーマン ドン  フリーマン 偕成社 Ｅフ

三びきのやぎのがらがらどん 120438577 マーシャ  ブラウン せた  ていじ マーシャ  ブラウン 福音館書店 Ｅフ

いもほりバス 120480959 藤本　ともひこ 藤本　ともひこ すずき出版 Ｅフ

たなばたバス 120426135 藤本　ともひこ 藤本　ともひこ すずき出版 Ｅフ

まめまきバス 120481668 藤本　ともひこ 藤本　ともひこ すずき出版 Ｅフ

ともだちや 120438528 内田　麟太郎 降矢　なな 偕成社 Ｅフ

にじいろのさかな 120203815 マーカス・フィスター 谷川　俊太郎 マーカス・フィスター 講談社 Ｅフ

めっきらもっきら　どおんどん 120326178 長谷川　摂子 ふりや　なな 福音館書店 Ｅフ

ぐるんぱのようちえん 121126171 西内　みなみ 堀内　誠一 福音館書店 Ｅホ

＊裏側にもリストが続いています。



（閲覧用）
こすずめのぼうけん 120312400 ﾙｰｽ・ｴｲﾝｽﾞﾜｰｽ いしい　ももこ 堀内　誠一 福音館書店 Ｅホ

ちびゴリラのちびちび 120307293 ルース・ボーンスタイン いわた　みみ ルース・ボーンスタイン ほるぷ出版 Ｅボ

あめのひのえんそく 120291687 間瀬　なおたか 間瀬　なおたか チャイルド本社 Ｅﾏ

ＮＥＷ ぴょーん 120484027 まつおか　たつひで まつおか　たつひで ポプラ社 Ｅﾏ

うさぎのくれたバレ－シューズ 120242540 安房　直子 南塚　直子 小峰書店 Ｅミ

おっぱい 120316435 宮西　達也 宮西　達也 すずき出版 Eミ

にゃーご 120307319 宮西　達也 宮西達也 すずき出版 Ｅミ

はなすもんかー！ 120290960 宮西　達也 宮西達也 すずき出版 Ｅミ

ふしぎなカサやさん 120476353 宮西　達也 宮西　達也 金の星社 Ｅミ

ふしぎなキャンディーやさん 120274451 宮西　達也 宮西　達也 金の星社 Ｅミ

ぶたくんと１００ぴきのおおかみ 120464854 宮西　達也 宮西　達也 すずき出版 Ｅミ

おおきなきがほしい 120438536 さとう  さとる むらかみ  つとむ 偕成社 Ｅﾑ

もこ　もこもこ 120291695 たにかわ　しゅんたろう もとなが　さだまさ 文研出版 Ｅﾓ

ころころころ 120465125 元永  定正 元永  定正 福音館書店 Ｅﾓ

しっぽのはたらき 120477906 川田  健 薮内  正幸 福音館書店 Ｅヤ

おやおや、おやさい 120407903 石津　ちひろ 山村　浩二 福音館書店 Ｅヤ

ぐりとぐらのえんそく 120481049 中川　李枝子 山脇　百合子 福音館書店 Ｅヤ

ぐりとぐらのおきゃくさま 120312392 中川　李枝子 山脇　百合子 福音館書店 Ｅヤ

三びきのこぶた 121126197 中川　李枝子 瀬田　貞二 山田　三郎 福音館書店 Ｅヤ

しゅっぱつしんこう！ 120438569 山本  忠敬 山本  忠敬 福音館書店 Ｅヤ

にじいろのしまうま 120242573 こやま　峰子 やなせ　たかし 金の星社 Ｅヤ

はじめてのおるすばん 120308721 しみず　みちを 山本　まつ子 岩崎書店 Ｅヤ

給食番長 120481015 よしなが　こうたく よしなが　こうたく 好学社 Ｅヨ

アレクサンダとぜんまいねずみ 120348750 レオ・レオニ 谷川　俊太郎 レオ・レオニ 好学社 Ｅレ

大型紙芝居
書　　　名 資料番号 著者名（編者） 訳者 絵（写真） 出版社名 分類

じごくのそうべえ　前・後編 120294772 田島　征彦 田島　征彦 童心社 C

みんなでぽん！ 120341284 まつい　のりこ まつい　のりこ 童心社 C

エプロンシアター　（事務室内にありますので、職員までお申し出ください。）
書　　　名 資料番号 著者名（編者） 訳者 絵（写真） 出版社名 分類

あかずきん 112376421 中谷　真弓 メイト 376 ｴ

おおかみと７ひきのこやぎ 112223862 中谷　真弓 メイト 376 ｴ

おおきなかぶ 110887221 中谷　真弓 メイト 376 ｴ

おむすびころりん 120290978 中谷　真弓 メイト 376 ｴ

きたかぜとたいよう 112362793 中谷　真弓 メイト 376 ｴ

３びきのやぎのガラガラドン 110894417 中谷　真弓 メイト 376 ｴ

ジャックと豆の木 112388640 中谷　真弓 メイト 376 ｴ

ぞうのはなはなぜながい 112388657 中谷　真弓 メイト 376 ｴ

ねずみのよめいり 112341482 中谷　真弓 メイト 376 ｴ

パネルシアター　（事務室内にありますので、職員までお申し出ください。）
書　　　名 資料番号 著者名（編者） 訳者 絵（写真） 出版社名 分類

ふうせん 112330584 中川　ひろたか 市原　淳 アイ企画 376 ﾅ

＊裏側にもリストが続いています。



（閲覧用）

体感型ＢｉｇＢｏｏｋ　（事務室内にありますので、職員までお申し出ください。）
書　　　名 資料番号 著者名（編者） 訳者 絵（写真） 出版社名 分類

おおきなかぶ 120469077 藤本  真央 藤本  真央 青幻舎 Ｅ ﾌ

おはなし小道具　（事務室内にありますので、職員までお申し出ください。）
書　　　名 資料番号 著者名（編者） 訳者 絵（写真） 出版社名 分類

おばけの森 120366547 藤田  浩子　・　小林  恭子 藤田  浩子　・　小林  恭子 一声社 376 ﾌ

貸出を希望される方は、サービスカウンターまでお願いします。

＊裏側にもリストが続いています。


