
区分 № 書　　　　　名 出 版 者 出版年

1 E ふ ぴよぴよぴよ 平野　剛　さく 福音館書店 1987

2 E ふ ぺんぎんたいそう 齋藤　槙　さく 福音館書店 2016

3 E かこ からすのパンやさん かこ　さとし　作・絵 偕成社 1973

4 E たけ 九月姫とウグイス サマセツト・モーム　文 光吉　夏弥　やく 武井　武雄　え　 岩波書店 1954

5 E ちよ おしゃべりなたまごやき 寺村　輝夫　作 長　新太　画 福音館書店 1972

6 E にし こけこっこー 林　木林　作 西村　敏雄　絵　 鈴木出版 2011

7 E ふり ヒヨドリのピピのおはなし 松野　正子　さく 降矢　なな　え　 教育画劇 2005

8 E ほり こすずめのぼうけん ルース・エインワース　さく ほりうち　せいいち　え いしい　ももこ　やく 福音館書店 1977

9 E やま あひるのバーバちゃん 神沢　利子　作 山脇　百合子　絵　 偕成社 1974

10 E やま からすのせっけん むらやま　けいこ　さく やまわき　ゆりこ　え 福音館書店 2016

11 E ヴイ あひるのピンのぼうけん マージョリー・フラック　ぶん クルト・ヴィーゼ　え まさき　るりこ　やく 瑞雲舎 2014

12 E カー もう一羽のがちょう ジュディス・カー　作 まつかわ　まゆみ　訳　 評論社 2002

13 E ガル めんどりペニー ポール・ガルドン　おはなしとえ 谷川　俊太郎　やく　 童話館出版 1995

14 E キム キジのかあさん クォン　ジョンセン　文 キム　セヒョン　絵 ピョン　キジャ　訳　 平凡社 2011

15 E スロ ねむれないふくろうオルガ ルイス・スロボドキン　作 三原　泉　訳　 偕成社 2011

16 E タフ さがしてさがして　みんなでさがして ナンシー・タフリ　さく とうま　ゆか　やく　 福武書店 1986

17 E デユ がちょうのペチューニア ロジャー・デュボワザン　作 まつおか　きょうこ　訳 冨山房 1999

18 E ドー トロールのばけものどり イングリ・ドーレア　作 エドガー・ドーレア　作 いつじ　あけみ　訳 福音館書店 2000

19 E ハー かあさんふくろう イーディス・サッチャー・ハード　作 クレメント・ハード　絵 おびか　ゆうこ　訳 偕成社 2012

20 E ハツ ロージーのおさんぽ パット・ハッチンス　さく わたなべ　しげお　やく 偕成社 1975

21 E フリ ターちゃんとペリカン ドン・フリーマン　さく さいおんじ　さちこ　やく ほるぷ出版 1975

22 E ポガ 金のニワトリ エレーン・ポガニー　文 ウイリー・ポガニー　え 光吉　夏弥　やく　 岩波書店 1978

23 E マツ かもさんおとおり ロバート・マックロスキー　ぶん・え わたなべ　しげお　やく 福音館書店 1965

24 EK おお とりになったきょうりゅうのはなし 大島　英太郎　さく 福音館書店 2010

25 EK たに カラスのはてな？ からさわ　こういち　さく たにうち　つねお　え　 福音館書店 2005

26 EK やぶ くちばし ビアンキ　ぶん 田中　友子　やく 藪内　正幸　え　 福音館書店 2006

27 EK やま しまふくろう 山本　純郎　ぶん 神沢　利子　ぶん 山本　純郎　写真　 福音館書店 1992
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28 EM あか したきりすずめ 石井　桃子　再話 赤羽　末吉　画　 福音館書店 1982

29 EM おの われたたまご　 小野　かおる　再話／画 福音館書店 1997

30 EM はつ ききみみずきん 木下　順二　文 初山　滋　絵　 岩波書店 1956

31 EM ガル ひよこのコンコンがとまらない　 ポール・ガルドン　作 福本　友美子　訳　 ほるぷ出版 2007

32 EM ピヤ しあわせなふくろう　 ホイテーマ　ぶん チェレスチーノ・ピヤッチ　え おおつか　ゆうぞう　やく 福音館書店 1966

33 EM ホフ 七わのからす　 グリム　作 フェリクス・ホフマン　え せた　ていじ　やく 福音館書店 1993

34 EM ワツ 金のガチョウ グリム　原作 バーナデット・ワッツ　文・絵 福本　友美子　訳　 ＢＬ出版 2008

35 488 お この羽だれの羽？ おおたぐろ　まり　作・絵 偕成社 2013

36 488 き きみの町にコウノトリがやってくる キム　ファン　著 くもん出版 2012

37 488 く ツルの大研究　―人に幸せをはこぶ鳥のひみつ― 国松　俊英　文 関口　シュン　絵　 ＰＨＰ研究所 2006

38 488 こ ツバメ観察記 孝森　まさひで　文・写真 福音館書店 2016

39 488 す 日本の鳥の巣図鑑全２５９ 鈴木　まもる　作・絵 偕成社 2011

40 488 せ たまごとひよこ ミリセント・Ｅ・セルサム　ぶん 竹山　博　え 松田　道郎　やく　 福音館書店 1980

41 488 た 家族になったスズメのチュン 竹田津　実　著 偕成社 2006

42 488 て オールド・ブルー　―世界に１羽の母鳥― メアリ・テイラー　作 百々　佑利子　訳　 さ・え・ら書房 1999

43 488 と とりをよぼう！ ひさかたチャイルド 2011

44 488 な カモのきょうだいクリとゴマ なかがわ　ちひろ　作・絵 中村　玄　写真　 アリス館 2011

45 640 ふ アイガモの絵本 ふるの　たかお　へん たけうち　つーが　え 農山漁村文化協会 2005

46 913 い ながいながいペンギンの話 いぬい　とみこ　作 大友　康夫　画　 岩波書店 2000

47 913 お つばさ 大島　理惠　作　絵 文研出版 2015

48 913 ま にわとり城 松野　正子　作 大社　玲子　絵　 こぐま社 2016

49 933 あ ポッパーさんとペンギン・ファミリー Ｒ・アトウォーター　著 Ｆ・アトウォーター　著　 Ｒ・ローソン絵　 文渓堂 1996

50 933 き ワビシーネ農場のふしぎなガチョウ ディック・キング＝スミス　作 三原　泉　訳 いとう　ひろし　絵 あすなろ書房 2007

51 933 せ すずめのくつした ジョージ・セルデン　ぶん 光吉　郁子　やく ピーター・リップマン　え 大日本図書 2010

52 933 は 白鳥とくらした子 シシリー・メアリー・バーカー　作・絵 八木田　宜子　訳　 徳間書店 2002

53 933 ほ ごきげんいかががちょうおくさん ミリアム・クラーク・ポター　さく まつおか　きょうこ　やく こうもと　さちこ　え 福音館書店 2004

54 933 ら シロクマ号となぞの鳥　上・下 アーサー・ランサム　作 神宮　輝夫　訳　 岩波書店 2016

55 933 る ミサゴのくる谷 ジル・ルイス　作 さくま　ゆみこ　訳 評論社 2013

56 943 ふ マイカのこうのとり ベンノー・プルードラ　作 上田　真而子　訳 いせ　ひでこ　絵 岩波書店 2008

57 949 ら ニルスのふしぎな旅　上・下 セルマ・ラーゲルレーヴ　作 菱木　晃子　訳 ベッティール・リーベック　画　 福音館書店 2007

58 953 ふ かわせみのマルタン リダ　ぶん いしい　ももこ　やく おおむら　ゆりこ　やく 福音館書店 1977
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