
私たちの仕事（小低）
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書　名 叢書名 著　者 出版者 出版年

1 赤いポストとはいしゃさん 絵本のおもちゃばこ 薫　くみこ／作 ポプラ社 2009.3

2 あこがれお仕事いっぱい！せいふく図鑑 勝倉　崚太／写真 学研教育出版 2012.4

3 あらいぐま洗車センター 岡林　ちひろ／さく 長崎出版 2010.11

4 アントンせんせい 西村　敏雄／作 講談社 2013.3

5 アントンせんせい　あかちゃんです 西村　敏雄／作 講談社 2017.10

6 アントンせんせい　おでかけです 西村　敏雄／作 講談社 2015.4

7 うどんやのたあちゃん 鍋田　敬子／さく 福音館書店 2018.4

8 おうさまのこどもたち 三浦　太郎 偕成社  2019.11

9 オオイシさん 北村　直子／作  偕成社  2018.9

10 オニのサラリーマン 富安　陽子／文 福音館書店 2015.10

11 オニのサラリーマンじごくの盆やすみ 富安　陽子／文 福音館書店 2019.6

12 オニのサラリーマンしゅっちょうはつらいよ 富安　陽子／文 福音館書店 2017.10

13 おれ、よびだしになる 中川ひろたか／文 アリス館 2019.12

14 巨大空港 鎌田　歩／作 福音館書店 2019.9

15 ケーキやさんのゆうれい ジャクリーン・Ｋ・オグバン／作 フルーベル館 2007.12

16 こうじげんばのいちねん いちにちといちねん絵本シリーズ２ オリビア・ブルックス／文 学研教育出版 2012.5

17 こどもしごと絵じてん 三省堂編修所／編  三省堂  2018.9

18 しごとば しごとばシリーズ　１ 鈴木　のりたけ／作 ブロンズ新社 2009.3

19 しごとば　続 しごとばシリーズ　２ 鈴木　のりたけ／作 ブロンズ新社 2010.1

20 しごとば　続々 しごとばシリーズ　３ 鈴木　のりたけ／作 ブロンズ新社 2011.1

21 しごとば　もっと しごとばシリーズ　５ 鈴木　のりたけ／作 ブロンズ新社 2014.5

22 しごとば　やっぱり しごとばシリーズ　６ 鈴木　のりたけ／作 ブロンズ新社 2020.2

23 じごくのラーメンや 苅田　澄子／作 教育画劇 2010.4

24 しゅつどう！しょうぼうたい 鎌田　歩／作・絵 金の星社 2019.2

25 そらのうえのそうでんせん 鎌田　歩／作 アリス館 2018.12
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26 たのしいたてもの 青山　邦彦／作・絵 教育画劇 2009.1

27 チーター大セール 高畠　那生／作 絵本館 2006.2

28 でんせつのきょだいあんまんをはこべ サトシン／作 講談社 2011.9

29 どうぶつえんのおいしゃさん かがくのとも絵本 降矢　洋子／さく 福音館書店  2012.10

30 どうぶつげんきにじゅういさん 講談社の創作絵本  山本　省三／作 講談社  2011.11

31 トンネルをほる ライアン・アン・ハンター／文 ほるぷ出版 2012.2

32 なんでもあらう ランドセルブックス のりものとはたらく人 鎌田　歩／作 福音館書店 2014.5

33 にんぎょうのおいしゃさん マーガレット・ワイズ・ブラウン／作 ＰＨＰ研究所 2017.8

34 のぞいてみよう！厨房図鑑 学研教育出版 2012.7

35 歯いしゃのチュー先生 ウィリアム・スタイグ/ぶんとえ 評論社 1991.5

36 はいしゃさんにきたのはだれ？ わくわく世界の絵本 トム・バーバー／さく 小峰書店 2008.11

37 はこぶ 鎌田　歩／作・絵 教育画劇 2014.1

38 はしをつくる ライアン・アン・ハンター／文 ほるぷ出版 2013.3

39 番ねずみのヤカちゃん 世界傑作童話シリーズ リチャード・ウィルバー／さく 福音館書店 1992.5

40 パパのしごとはわるものです 板橋　雅弘／作 岩崎書店 2011.5

41 パパはわるものチャンピオン えほんのぼうけん 板橋　雅弘／作 岩崎書店 2014.5

42 ぴっかぴか　すいぞくかん しぜんにタッチ! なかの　ひろみ／文・構成 ひさかたチャイルド 2014.6

43 ふしぎなかばんやさん もとした　いづみ／作 鈴木出版 2014.6

44 ふしぎなでまえ かがくい　ひろし／作 講談社 2008.1

45 ふしぎなはなや おはなしえほんシリーズ 竹下　文子／作 フレーベル館 2008.10

46 ペレのあたらしいふく 世界傑作絵本シリーズ スウェーデンの絵本 エルサ・ベスコフ／え 福音館書店 1976.2

47 マフィンおばさんのぱんや こどものとも傑作集 竹林　亜紀／さく 福音館書店 1996.1

48 もぐらとずぼん 世界傑作絵本シリーズ チェコの絵本 エドアルド・ペチシカ／ぶん 福音館書店 1967.12

49 門ばんネズミのノーマン ドン・フリーマン／作 ＢＬ出版 2008.12

50 ゆうびんやさんおねがいね サンドラ・ホーニング／文 徳間書店 2007.9
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51 りんごのおじさん 竹下　文子／文 ハッピーオウル社 2008.7

52 りんごのきにこぶたがなったら 児童図書館・絵本の部屋 アーノルド・ローベル／ぶん 評論社 1999.5

53 ロケット発射場の一日 いわた　慎二郎／作 講談社 2017.7


