
書　名 作者等 出版者 出版年 大きさ 対象年齢・その他

正月 もちづきくん 中川　ひろたか/作　長野　ヒデ子/絵 チャイルド本社 2007 50×50㎝ しかけ

節分 まめまきバス 藤本　ともひこ/作・絵 鈴木出版 2019 36×50㎝ 乗り物

七夕 おこだでませんように くすのき　しげのり/作 小学館 2014 40×45㎝ 小学生以上

たなばたバス 藤本　ともひこ/作・絵 鈴木出版 2015 36×50㎝ 乗り物

運動会 おやおや、おやさい 石津　ちひろ/文 福音館書店 2014 42cm

ハロウィン ハロウィンのかくれんぼ いしかわ　こうじ/作・絵 ポプラ社 2019 38×38㎝ 0.1.2歳向き　参加型　しかけ

クリスマス クリスマスのかくれんぼ いしかわ　こうじ/作・絵 ポプラ社 2019 38×38㎝ 0.1.2歳向き　参加型　しかけ

ぐりとぐらのおきゃくさま 中川　李枝子/文　山脇　百合子/絵 福音館書店 2003 50cm

バスでおでかけ 間瀬　なおかた/作・絵 チャイルド本社 2008 50×50㎝ 乗り物　しかけ

１００にんのサンタクロース 谷口　智則/作 文溪堂 2018 41cm

ふゆのよるのおくりもの 芭蕉　みどり/作・絵 ポプラ社 2004 44×44㎝

まどから★おくりもの 五味　太郎/作・絵 偕成社 2003 43×49㎝ しかけ

春 いっしょにあそぼ！ 田中　四郎/絵 チャイルド本社 2009 50cm 0.1.2歳向き　しかけ

うさぎのくれたバレエシューズ 安房　直子/文　南塚　直子/絵 小峰書房 2004 50cm 小学生以上

おかしなかくれんぼ 山脇　恭/作　末崎　茂樹/絵 チャイルド本社 2008 50×50㎝ しかけ

おべんとくん 真木　文絵/作　石倉　ヒロユキ/絵 チャイルド本社 2005 50×50㎝ しかけ

９９９ひきのきょうだい 木村　研/文　村上　康成/絵　　　　　　 チャイルド本社 2005 50cm しかけ

９９９ひきのきょうだいのおひっこし 木村　研/文　村上　康成/絵　　　　　　 チャイルド本社 2006 50cm

くものすおやぶんとりものちょう 秋山　あゆ子/さく 福音館書店 2008 36×50㎝

ぐりとぐらのえんそく 中川　李枝子/文　山脇　百合子/絵 福音館書店 2008 36×50㎝

こすずめのぼうけん ルース・エインズワース/作　石井 桃子/訳　堀内 誠一/画 福音館書店 2003 36×50㎝ しかけ

しげちゃん 室井　滋/作　長谷川　義史/絵 金の星社 2013 50cm 小学生以上

ねずみのでんしゃ 山下　明生/作　いわむら　かずお/絵 チャイルド本社 2005 50cm

はじめまして　How Do You Do? 新沢　としひこ/作 鈴木出版 2019 44cm 歌・詩・言葉遊び
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はらぺこあおむし エリック・カール/絵　もり ひさし/訳 偕成社 2002 42×58㎝ しかけ

ぽんたのじどうはんばいき 加藤　ますみ/作　水野　二郎/絵 チャイルド本社 2007 50cm しかけ

みんなでんしゃ 薫　くみこ/作　かとう　ようこ/絵 チャイルド本社 2009 50×50㎝ 乗り物　しかけ

ろばさんのかわいいバッグ 香山　美子/作 チャイルド本社 2006.6 50×50㎝ しかけ

夏 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 福音館書店 2008 36×50㎝ おばけ・ゆうれい

ありとすいか たむら　しげる/作・絵 ポプラ社 2004 49cm

うみキリン あきやま　ただし/作・絵 金の星社 2016.12 50cm

うみの１００かいだてのいえ いわい　としお/作 偕成社 2014 116×21㎝

おじさんのかさ 佐野　洋子/作・絵 講談社 2003 53cm

ガンピーさんのふなあそび ジョン・バーニンガム/作　みつよし なつや/訳 ほるぷ出版 2004 38×38㎝

くじらだ！ 五味　太郎/作・絵 岩崎書店 2004 52cm

グレート・ワンダーシップへようこそ 五味　太郎/作・絵 偕成社 2007 52cm

だるまちゃんとかみなりちゃん 加古　里子/さく・え 福音館書店 2016.12 36×51㎝

ちいさなきいろいかさ にしまき かやこ/イラスト　もり ひさし/シナリオ 金の星社 2003 50cm

なつのいちにち はた　こうしろう/作 偕成社 2013 51cm

ねずみのかいすいよく 山下　明生/作　いわむら　かずお/絵 チャイルド本社 2007 50cm

はっぱのおうち 征矢　清/さく　林　明子/え 福音館書店 2010 42cm

秋 あめのひのえんそく 間瀬　なおたか/作・絵 チャイルド本社 2007 50×50㎝ 乗り物

いつもいっしょに こんの ひとみ/作　いもと ようこ/絵 金の星社 2009 48×50㎝

いもほりバス 藤本　ともひこ/作・絵 鈴木出版 2012 36×50㎝ 乗り物

ぐりとぐら 中川　李枝子/文　山脇　百合子/絵 福音館書店 1998 36×50㎝

どうぞのいす 香山　美子/作　柿本　幸造/絵　　　　　　　　　 チャイルド本社 2005 50cm

となりのたぬき せな　けいこ/作・絵 鈴木出版 2005 36×50㎝

ねずみのえんそくもぐらのえんそく 藤本　四郎/作・絵 チャイルド本社 2009 50×50㎝
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パパ、お月さまとって！ エリック＝カール/作 偕成社 2015 59cm 父　しかけ

もりのかくれんぼう 末吉　暁子/作　林　明子/絵 偕成社 2006 51cm

冬 おばけびょうきになる ジャック・デュケノワ/作　おおさわ あきら/訳 ほるぷ出版 2008 34×43㎝ おばけ・ゆうれい

きたきつねのゆめ 手島　圭三郎/画・文 リブリオ出版 2005 44cm

くまのコールテンくん ドン・フリーマン/さく　まつおか きょうこ/やく 偕成社 2006 43×47㎝

こわーいはなし せな　けいこ/作・絵 鈴木出版 2007 36×50㎝ おばけ・ゆうれい

じゃんけんぽん せな　けいこ/作・絵 鈴木出版 2010 36×50㎝

そらの１００かいだてのいえ いわい　としお/作 偕成社 2018 116×21㎝

だいおういかのいかたろう ザ・キャビンカンパニー/作・絵 鈴木出版 2015 50cm 歌・詩・言葉遊び　参加型

てぶくろ エウゲーニー・Ｍ・ラチョフ／え 福音館書店 2020 48cm 外国の昔話

ねずみのさかなつり 山下　明生/作　いわむら　かずお/絵 チャイルド本社 2008 50cm

バムとケロのさむいあさ 島田　ゆか/作・絵 文溪堂 2012 32×41㎝

日本の昔話 いっすんぼうし メルヘン立体童話企画/制作　佐竹　玲/文 メイト 2001 36×50㎝

おやゆびひめ メルヘン立体童話企画/制作　小沢 優/文 メイト 2002 50cm

かちかちやま メルヘン立体童話企画/制作　佐竹 玲/文 メイト 2002 36×50㎝

こぶとりじいさん メルヘン立体童話企画/制作　佐竹 玲/文 メイト 2002 36×50㎝

ちからたろう いまえ よしとも/ぶん　たしま せいぞう/え ポプラ社 2004 49cm

にんじんとごぼうとだいこん 和歌山　静子/絵 鈴木出版 2007 44cm

ぶんぶくちゃがま メルヘン立体童話企画/制作　佐竹 玲/文 メイト 2003 36×50㎝

ももたろう 松居　直/文 福音館書店 2016 36×37㎝

外国の昔話 おおきなかぶ A.トルストイ/話　佐藤　忠良/画 福音館書店 1998 36×50㎝

三びきのこぶた 瀬田　貞二/訳 福音館書店 1998 50×36㎝

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 2016 48cm

しらゆきひめ メルヘン立体童話企画/制作　小沢 優/文 メイト 2001 36×50㎝
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シンデレラ メルヘン立体童話企画/制作　小沢 優/文 メイト 2002 50cm

てぶくろ エウゲーニー・Ｍ・ラチョフ／え 福音館書店 2020 48cm 冬

おばけ・ゆうれい おしくら・まんじゅう かがくい　ひろし/さく ブロンズ新社 2019 39×48㎝

おばけだじょ tupera tupera/さく 学研 2018 52cm 0.1.2歳向き

おばけの地下室たんけん ジャック・デュケノワ/作　おおさわ あきら/訳 ほるぷ出版 2008 34×43㎝

おばけのてんぷら せな　けいこ/作・絵 ポプラ社 2003 50cm

おばけのバーバパパ アネット・チゾン/作　タラス・テイラー/作　やました はるお/訳 偕成社 2003 43×49㎝ おとうさん

おばけびょうきになる ジャック・デュケノワ/作　おおさわ あきら/訳 ほるぷ出版 2008 34×43㎝ 冬

こわーいはなし せな　けいこ/作・絵 鈴木出版 2007 36×50㎝ 冬

すみっこのおばけ 武田　美穂/作・絵 ポプラ社 2005 38×38㎝

へんしんオバケ あきやま　ただし/作・絵 金の星社 2012 50cm 歌・詩・言葉遊び

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 福音館書店 2008 36×50㎝ 夏

妖怪交通安全 広瀬　克也/作 絵本館 2015 41×45㎝ 歌・詩・言葉遊び

乗り物 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 2007 38×38㎝ 0.1.2歳向き　しかけ

あめのひのえんそく 間瀬　なおたか/作・絵 チャイルド本社 2007 50×50㎝ 秋

いただきバス 藤本　ともひこ/作・絵 鈴木出版 2009 36×50㎝

いもほりバス 藤本　ともひこ/作・絵 鈴木出版 2012 36×50㎝ 秋

おべんとうバス 真珠　まりこ/作・絵 チャイルド本社 2009 50cm 0.1.2歳向き

しゅっぱつしんこう 山本　忠敬/さく 福音館書店 2014 42cm

せんろはつづく 竹下　文子/文　鈴木　まもる/絵 金の星社 2010 48×50㎝

せんろはつづくまだつづく 竹下　文子/文　 金の星社 2020 48×51㎝

たなばたバス 藤本　ともひこ/作・絵 鈴木出版 2015 36×50㎝ 七夕

たろうくんのじどうしゃ 山本　忠敬/作・絵 チャイルド本社 2006 50×50㎝

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 チャイルド本社 2005 50×50㎝ しかけ
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でんしゃにのって とよた　かずひこ/著 アリス館 2006 43cm

ドライブにいこう 間瀬　なおかた/作・絵 チャイルド本社 2006 37×54㎝ しかけ

ノラネコぐんだんきしゃぽっぽ 工藤　ノリコ／著 白泉社 2019 44×44㎝

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 2007 38×38㎝ 0.1.2歳向き　しかけ

バスでおでかけ 間瀬　なおかた/作・絵 チャイルド本社 2008 50×50㎝ クリスマス　しかけ

まめまきバス 藤本　ともひこ/作・絵 鈴木出版 2019 36×50㎝ 節分

みんなでんしゃ 薫　くみこ/作　かとう　ようこ/絵 チャイルド本社 2009 50×50㎝ 春　しかけ

わんぱくだんの　はしれ！いちばんぼし ゆきの ゆみこ/作　上野 与志/作　末崎 茂樹/絵 チャイルド本社 2006 50cm しかけ

英語でも読める 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 偕成社 2010 51cm

0.1.2歳向き あかまるちゃんとくろまるちゃん 上野　与志/作 チャイルド本社 2009 50×50㎝ しかけ

いっしょにあそぼ！ 田中　四郎/絵 チャイルド本社 2009 50cm 春　しかけ

おっぱい みやにし　たつや/作・絵 鈴木出版 2005 44cm おかあさん

おばけだじょ tupera tupera/さく 学研 2018 52cm おばけ・ゆうれい

おべんとうバス 真珠　まりこ/作・絵 チャイルド本社 2009 50cm 乗り物

おめんです いしかわ　こうじ/作・絵 偕成社 2014 43cm 参加型　しかけ

おめんです２ いしかわ　こうじ/作・絵 偕成社 2018 43cm 参加型　しかけ

かばくん 岸田　怜子/作　中谷　千代子/絵 福音館書店 2001 36×50㎝

きんぎょがにげた 五味　太郎/作 福音館書店 2009 42cm

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 2016 38×38㎝ 参加型　しかけ

クリスマスのかくれんぼ いしかわ　こうじ/作・絵 ポプラ社 2019 38×38㎝ クリスマス　参加型　しかけ

ころころころ 元永　定正/さく 福音館書店 2010 42cm

サンドイッチサンドイッチ 小西　英子/さく 福音館書店 2014 42cm

ぞうくんのさんぽ なかの　ひろたか/作・絵 福音館書店 1999 36×50㎝

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 福音館書店 2009 42cm
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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 2009 50cm しかけ

だるまさんが かがくい　ひろし/さく ブロンズ新社 2010 39×39㎝

だるまさんと かがくい　ひろし/さく ブロンズ新社 2011 39×39㎝

だるまさんの かがくい　ひろし/さく ブロンズ新社 2010 39×39㎝

どうぶついろいろかくれんぼ いしかわ　こうじ/作・絵 ポプラ社 2007 38×38㎝ 参加型　しかけ

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 2007 38×38㎝ 乗り物　参加型　しかけ

ハロウィンのかくれんぼ いしかわ　こうじ/作・絵 ポプラ社 2019 38×38㎝ ハロウィン　参加型　しかけ

ぴょーん まつおか　たつひで/作・絵 ポプラ社 2004 37×37㎝ 参加型　

ぼくのくれよん 長　新太/文・絵 講談社 2003 53cm

もこもこもこ 谷川　俊太郎/作　元永　定正/絵 文研出版 2006 44cm

もりのおふろ 西村　敏雄/さく 福音館書店 2010 42cm

やさいさん tupera tupera/さく 学研教育出版 2015 36×36㎝ 参加型　しかけ

れいぞうこ 新井　洋行/作・絵 偕成社 2015 56cm

わにわにのおふろ 小風　さち/ぶん　山口　マオ/え 福音館書店 2009 42cm

小学生以上 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 好学社 2012 52cm

いたずらラッコとおなべのほし 神沢　利子/文　長　新太/絵 あかね書房 2003 50cm

うさぎのくれたバレエシューズ 安房　直子/文　南塚　直子/絵 小峰書房 2004 50cm 春

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 偕成社 2007 51cm

おこだでませんように くすのき　しげのり/作 小学館 2014 40×45㎝ 七夕

かたあしだちょうのエルフ おのき　がく/文・絵 ポプラ社 2004 44cm

がっこうでトイレにいけるかな？ 村上　八千代/文　せべ　まさゆき/絵 ほるぷ出版 2007 38×38㎝ 知識絵本

かわいそうなぞう つちや ゆきお/文　たけべ もといちろう/絵 金の星社 1999 50cm

ここがせかいいち！ 千葉　とき子/監修 チャイルド本社 2008 51×60㎝ 知識絵本

ことわざのえほん 西本　鶏介/編・文　高部　晴市/絵 鈴木出版 2008 50cm 歌・詩・言葉遊び
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しげちゃん 室井　滋/作　長谷川　義史/絵 金の星社 2013 50cm 春

だじゃれ世界一周 長谷川　義史/作 理論社 2017 44cm 歌・詩・言葉遊び

だじゃれ日本一周 長谷川　義史/作 理論社 2011 44cm 歌・詩・言葉遊び

花さき山 斎藤　隆介/作　滝　平二郎/絵 岩崎書店 2003 52cm

半日村 斎藤　隆介/作　瀧　平二郎/絵 岩崎書店 2004 53cm

ひさの星 斎藤　隆介/作　岩崎　ちひろ/絵 岩崎書店 2004 50cm

モチモチの木 斎藤　隆介/作　滝　平二郎/絵 岩崎書店 2002 36×50㎝

知識絵本 うんこダスマン 村上　八千代/文　せべ　まさゆき/絵 ほるぷ出版 2007 38×38㎝

うんぴ・うんにょ・うんち・うんご 村上　八千代/文　せべ　まさゆき/絵 ほるぷ出版 2007 38×38㎝

がっこうでトイレにいけるかな？ 村上　八千代/文　せべ　まさゆき/絵 ほるぷ出版 2007 38×38㎝ 小学生以上

きょうりゅうのおおきさ 冨田 幸光/監修　岡本 三紀夫/イラスト チャイルド本社 2008 51×60㎝

ここがせかいいち！ 千葉　とき子/監修 チャイルド本社 2008 51×60㎝ 小学生以上

しっぽのはたらき 川田　健/ぶん　薮内　正幸/え 福音館書店 2011 49cm 参加型

ぞうのはな 堀　浩/監修　内山　晟/写真 チャイルド本社 2008 51×60㎝ しかけ

たからものはなあに？ 吉田　隆子/作　せべ　まさゆき/絵 金の星社 2007 40cm

ダンゴムシみつけたよ 皆越　ようせい/写真・文 ポプラ社 2005 35×44㎝

はははのはなし 加古　里子/ぶん・え 福音館書店 2011 49cm

みんなうんち 五味　太郎/さく 福音館書店 2011 49cm

歌・詩・言葉遊び あるのかな 織田　道代/作　飯野　和好/絵 鈴木出版 2007 36×50㎝

えらいえらい！ ますだ　ゆうこ/ぶん　竹内　通雅/え そうえん社 2008 51cm

おにのパンツ 鈴木　博子／構成・絵 チャイルド本社 2019 50cm

きょだいなきょだいな 長谷川　摂子/作　降矢　なな/絵 福音館書店 2001 36×50㎝

月ようびはなにたべる？ エリック・カール/絵　 もりひさし/訳 偕成社 1997 42×56㎝
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ことわざのえほん 西本　鶏介/編・文　高部　晴市/絵 鈴木出版 2008 50cm 小学生以上

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 鈴木出版 2004 36×50㎝

だいおういかのいかたろう ザ・キャビンカンパニー/作・絵 鈴木出版 2015 50cm 冬　参加型

だじゃれ世界一周 長谷川　義史/作 理論社 2017 44cm 小学生以上

だじゃれ日本一周 長谷川　義史/作 理論社 2011 44cm 小学生以上

はじめまして　How Do You Do? 新沢　としひこ/作 鈴木出版 2019 44cm 春

へんしんオバケ あきやま　ただし/作・絵 金の星社 2012 50cm おばけ・ゆうれい

へんしんトンネル あきやま　ただし/作・絵 金の星社 2007 50cm

もりもりくまさん 長野　ヒデ子/作　スズキ　コージ/絵 鈴木出版 2012 44cm

妖怪交通安全 広瀬　克也/作 絵本館 2015 41×45㎝ おばけ・ゆうれい

おとうさん 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 2012 44cm

おとうさんはウルトラマン みやにし たつや/作・絵　円谷プロダクション/監修 学研 2008 48cm

おばけのバーバパパ アネット・チゾン/作　タラス・テイラー/作　やました はるお/訳 偕成社 2003 43×49㎝ おばけ・ゆうれい

からすのパンやさん かこ　さとし/絵・文 偕成社 1997 42×51㎝ おかあさん

だいすきっていいたくて カール・ノラック/ぶん　クロード・Ｋ・デュボワ/え ほるぷ出版 2008 37×44㎝ おかあさん

つきよのくじら 戸田　和代/作　沢田　としき/絵 鈴木出版 2005 50cm

パパ、お月さまとって！ エリック＝カール/作 偕成社 2015 59cm 秋　しかけ

おかあさん おっぱい みやにし　たつや/作・絵 鈴木出版 2005 44cm 0.1.2歳向き

からすのパンやさん かこ　さとし/絵・文 偕成社 1997 42×51㎝ おとうさん

せんたくかあちゃん さとう　わきこ/作・絵　　　　 福音館書店 2003 36×50㎝

だいすきっていいたくて カール・ノラック/ぶん　クロード・Ｋ・デュボワ/え ほるぷ出版 2008 37×44㎝ おとうさん

ぼくにげちゃうよ マーガレット・ブラウン/文　クレメントハード/絵 ほるぷ出版 2003 33×39㎝

参加型大型絵本 おめんです いしかわ　こうじ/作・絵 偕成社 2014 43cm 0.1.2歳向き　しかけ
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おめんです２ いしかわ　こうじ/作・絵 偕成社 2018 43cm 0.1.2歳向き　しかけ

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 2016 38×38㎝ 0.1.2歳向き　しかけ

クリスマスのかくれんぼ いしかわ　こうじ/作・絵 ポプラ社 2019 38×38㎝ クリスマス　0.1.2歳向き　しかけ

しっぽのはたらき 川田　健/ぶん　薮内　正幸/え 福音館書店 2011 49cm 知識絵本

だいおういかのいかたろう ザ・キャビンカンパニー/作・絵 鈴木出版 2015 50cm 歌・詩・言葉遊び　冬

どうぶついろいろかくれんぼ いしかわ　こうじ/作・絵 ポプラ社 2007 38×38㎝ 0.1.2歳向き　しかけ

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 2007 38×38㎝ 0.1.2歳向き　乗り物　しかけ

ハロウィンのかくれんぼ いしかわ　こうじ/作・絵 ポプラ社 2019 38×38㎝ ハロウィン　0.1.2歳向き　しかけ

ぴょーん まつおか　たつひで/作・絵 ポプラ社 2004 37×37㎝ 0.1.2歳向き

やさいさん tupera tupera/さく 学研教育出版 2015 36×36㎝ 0.1.2歳向き　しかけ

しかけ あかまるちゃんとくろまるちゃん 上野　与志/作 チャイルド本社 2009 50×50㎝ 0.1.2歳向き

いっしょにあそぼ！ 田中　四郎/絵 チャイルド本社 2009 50cm 0.1.2歳向き　春

おかしなかくれんぼ 山脇　恭/作　末崎　茂樹/絵 チャイルド本社 2008 50×50㎝ 春

おべんとくん 真木　文絵/作　石倉　ヒロユキ/絵 チャイルド本社 2005 50×50㎝ 春

おめんです いしかわ　こうじ/作・絵 偕成社 2014 43cm 0.1.2歳向き　参加型

おめんです２ いしかわ　こうじ/作・絵 偕成社 2018 43cm 0.1.2歳向き　参加型

９９９ひきのきょうだい 木村　研/文　村上　康成/絵　　　　　　 チャイルド本社 2005 50cm 春

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 2016 38×38㎝ 0.1.2歳向き　参加型

クリスマスのかくれんぼ いしかわ　こうじ/作・絵 ポプラ社 2019 38×38㎝ クリスマス　0.1.2歳向き　参加型

こすずめのぼうけん ルース・エインズワース/作　石井 桃子/訳　堀内 誠一/画 福音館書店 2003 36×50㎝ 春

ぞうのはな 堀　浩/監修　内山　晟/写真 チャイルド本社 2008 51×60㎝ 知識絵本

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 2009 50cm 0.1.2歳向き

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 チャイルド本社 2005 50×50㎝ 乗り物
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どうぶついろいろかくれんぼ いしかわ　こうじ/作・絵 ポプラ社 2007 38×38㎝ 0.1.2歳向き　参加型

ドライブにいこう 間瀬　なおかた/作・絵 チャイルド本社 2006 37×54㎝ 乗り物

とんとんとん 上野　与志/作　末崎　茂樹/絵 チャイルド本社 2007 50cm

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 2007 38×38㎝ 0.1.2歳向き　乗り物　参加型

バスでおでかけ 間瀬　なおかた/作・絵 チャイルド本社 2008 50×50㎝ 乗り物　クリスマス

パパ、お月さまとって！ エリック＝カール/作 偕成社 2015 59cm 父　秋

はらぺこあおむし エリック・カール/絵　もり ひさし/訳 偕成社 2002 42×58㎝ 春

ハロウィンのかくれんぼ いしかわ　こうじ/作・絵 ポプラ社 2019 38×38㎝ ハロウィン　0.1.2歳向き　参加型

ぽんたのじどうはんばいき 加藤　ますみ/作　水野　二郎/絵 チャイルド本社 2007 50cm 春

まどから★おくりもの 五味　太郎/作・絵 偕成社 2003 43×49㎝ クリスマス

みんなでんしゃ 薫　くみこ/作　かとう　ようこ/絵 チャイルド本社 2009 50×50㎝ 乗り物　春

もちづきくん 中川　ひろたか/作　長野　ヒデ子/絵 チャイルド本社 2007 50×50㎝ 正月

やさいさん tupera tupera/さく 学研教育出版 2015 36×36㎝ 0.1.2歳向き　参加型

ろばさんのかわいいバッグ 香山　美子/作 チャイルド本社 2006.6 50×50㎝ 春

わんぱくだんの　はしれ！いちばんぼし ゆきの ゆみこ/作　上野 与志/作　末崎 茂樹/絵 チャイルド本社 2006 50cm 乗り物


