
タイトル 著者 出版社 枚数

1 あかべこのおはなし
わだ よしおみ・わかやま けん
／著 こぐま社 29

2 あしにょきにょき 深見 春夫／作・絵 岩崎書店 23

3 あり 小林 勇／絵 福音館書店 18

4
いいかんがえでしょトンと
ポン

いわむら かずお／作・絵 偕成社 29

5 石になってしまったあ
椋 鳩十／文
北島 新平／絵 国土社 18

6
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 18

7 いもじぞう いけがみ いわお／作 童心社 18

8 えっちゃんのなまえ
赤座 憲久／文
藤田 三歩／絵 佼成出版社 25

9 おおはくちょうのそら 手島 圭三郎／絵と文 福武書店 21

10 おしゃべりなたまごやき
寺村 輝夫／文
長 新太／絵 福音館書店 15

11 おしょうとこぞう
大川 悦生／作
上 滝子／絵 ポプラ社 22

12 おなかのかわ
瀬田 貞二／再話
村山 知義／絵 福音館書店 16

13 おばあちゃんだいすき 葉 祥明／絵と文 至光社 12

14 おひさまありがとう
いのうえ ひろちか／絵
もとおり つま／文 福武書店 25

15 お日さまはだかんぼ
神沢 利子／文
井上 洋介／絵 ポプラ社 23

16 おふろだいすき
林 明子／絵
松岡 享子／作 福音館書店 26

17 おやすみなさいおつきさま
クレメント・ハード／絵
マーガレット・ワイズ・ブラウン／作
瀬田 貞二／訳

評論社 27

18
かいじゅうたちのいるとこ
ろ

モーリス・センダック／作
じんぐう てるお／訳 冨山房 38

19 かしこいふくろう
ライナー・チムニク
ハンネ・アクスマン／作・絵
大塚 勇三／訳

佑学社 18

広島市こども図書館所蔵スライド一覧表（９０点）



20 風の神とオキクルミ
萱野 茂／文
斎藤 博之／絵 小峰書店 20

21
カムイチカプ－神々の物語
－

藤村 久和／文
手島 圭三郎／絵 福武書店 18

22 かやねずみ 神山 博光／作・絵 童心社 18

23 がわっぱ
たかし よいち／文
斎藤 博之／絵 岩崎書店 20

24 ギターはともだち 南本 樹／作・絵 フレーベル館 19

25 きつねとつきみそう
こわせ たまみ／作
いもと ようこ／絵 金の星社 18

26 きつねのよめいり
松谷 みよ子／作
瀬川 康男／絵 福音館書店 11

27 くさいろのマフラー
後藤 竜二／文
岡野 和／絵 草土文化 17

28 くつってだいすき 赤星 亮衛／作・絵 フレーベル館 21

29 くにさきの鬼どん
官 ゆり子／作
斎藤 博之／絵 岩崎書店 19

30 ぐりとぐらのおきゃくさま
なかがわ りえこ／作
やまわき ゆりこ／絵 福音館書店 15

31 黒うしのはなし
谷 真介／作
赤坂 三好／絵 国土社 18

32 くわずにょうぼう
福田 和子／再話
赤羽 末吉／画 福音館書店 19

33 けんか山
北 彰介／文
前川 かずお／絵 草土文化 19

34 ことりとねこのものがたり
なかえ よしを／作
上野 紀子／絵

金の星社 18

35 ことりのくるひ 岩崎 ちひろ／絵と文 至光社 14

36 さるとかに
神沢 利子／文
赤羽 末吉／絵 銀河社 26

37 さんねん峠
季 錦玉／作
朴 民宜／絵 岩崎書店 16

38 三びきのこぶた
瀬田 貞二／訳
山田 三郎／画 福音館書店 12

39 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 21

40 島ひきおに
山下 明生／文
梶山 俊夫／絵 偕成社 19



41 14ひきのひっこし いわむら かずお／作 童心社 19

42 すてきな三にんぐみ
トミー＝アンゲラー／作
いまえ よしもと／訳 偕成社 31

43 ぞうくんのさんぽ
なかの ひろたか／作・絵
なかの まさたか／レタリング 福音館書店 16

44 だってだってのおばあさん さの ようこ／作・絵 フレーベル館 20

45 たなばたさま 滝平 二郎・住井すゑ／作 河出書房新社 20

46 だんごまてまて
山田 貢／文
箕田 源二郎／絵 文化出版局 22

47 たんぽぽ 甲斐 信枝／作・絵 金の星社 23

48 ちいさなひつじフリスカ
ロブ・ルイス／さく
かねはら みずひと／やく ほるぷ出版 17

49 ともだち 太田 大八／作・絵 講談社 21

50 どらねこママくん おぼ まこと／作・絵 講談社 20

51
ドリーム・ケーキつくって
ね

田沢 梨枝子／絵
間所 ひさこ／作 PHP研究所 19

52 どろんこハリー
ジーン・ジオン／文
マーガレット・ブロイ・グレアム／絵
わたなべ しげお／訳

福音館書店 25

53 どんぐりたろうのき
鶴見 正夫／文
黒井 健／絵 佼成出版社 18

54 トントンのおてがみ 長島 克夫／作・絵 佼成出版社 19

55 七いろの雪 高橋 宏幸／作・絵 岩崎書店 19

56 ヌーチェの水おけ
かんざわ としこ／文
あかば すえきち／絵 ポプラ社 18

57 ねずみすもう
大川 悦生／作
梅田 俊作／絵 ポプラ社 22

58
ねむりんぼじまのおおおと
こ

中村 景児／絵
たかし よいち／作 岩崎書店 17

59
のねずみととってむちって
む

アカボシ リョウエ／作・絵 佼成出版社 19

60 ばあちゃんのえんがわ 野村 たかあき／作 講談社 18

61
ぱっくんおおかみとくいし
んぼん

木村 泰子／作・絵 ポプラ社 21



62 ピカドンたけやぶ はら みちを／作・絵 岩崎書店 16

63 ピツクとニックまちへゆく 田中 秀幸／作・絵 フレーベル館 31

64 ひつじぐものむこうに
あまん きみこ／文
長谷川 知子／絵 文研出版 17

65 100万回生きたねこ 佐野 洋子／作・絵 講談社 16

66
びゅんびゅんごまがまわっ
たら

宮川 ひろ／作
林 明子／絵 童心社 31

67
ぴょんぴょんぱんのかばん
です

香山 美子／文
柿本 幸造／絵 新日本出版社 18

68 ひろしまのピカ 丸木 俊／文・絵 小峰書店 25

69 ピンク、ペッコン 村上 康成／作 福武書店 28

70 ふしぎなレストラン
にしむら ひろみ／作
川上 尚子／絵 佼成出版社 20

71 へそどろぼう
たかし よいち／作
長野 ヒデ子／絵 岩崎書店 20

72
ぼくおつきさまとはなした
よ

フランク・アッシュ／絵と文
山口 文夫／訳 評論社 34

73 ぼくのくれよん 長 新太／作・絵 銀河社 19

74 ぼくまいごになったんだ
わたなべ しげお／作
おおとも やすお／絵 あかね書房 24

75 ぽんとぽとんはなんのおと
神沢 利子／作
平山 英三／絵 福音館書店 19

76 ポンとルル
有馬 志津子／作
アリマ ジュンコ／絵 佼成出版社 20

77 まちんと
松谷 みよ子／作
司 修／絵 偕成社 18

78 みんなうんち 五味 太郎／作 福音館書店 21

79 むかえじぞう
遠藤 てるよ／絵
吉本 直志郎／文 ポプラ社 18

80 むくむくとぴー うすい しゅん／絵と文 さ・え・ら書房 27

81 めがねうさぎ せな けいこ／作・絵 ポプラ社 19

82 もぐらのおとしあな
いわき たかし／文
しまだ みつお／絵 童話屋 21



83
もしもぼくのせいがのびた
ら

にしまき かやこ／作 こぐま社 23

84 やまわらしきえた 梶山 俊夫／作 冨山房 33

85
ゆうびんうさぎとおおかみ
がぶり

木暮 正夫／作
黒井 健／絵 ひさかたチャイルド 26

86 ゆきのひ
エズラ・ジャック・キーツ／文・
絵 木島 始／訳 偕成社 27

87 雪わらしのうた
谷 真介／文
赤坂 三好／絵 国土社 18

88 ろくべえまってろよ
灰谷 健次郎／文
長 新太／絵 文研出版 16

89 ロージーのおさんぽ
パット・ハッチンス／絵
わたなべ しげお／訳 偕成社 29

90
わらってよカバのはいしゃ
さん

さくら ともこ／作
その やすじ／絵 岩崎書店 17

やまだたかひろ氏製作・寄贈（７点）

タイトル 枚数

あねさのすきなおにえぼし 50

金尾ぎつね 100

スキスキ森のオオカミさん 37

はじめてのクリスマス 38

花桐の里 37

ハロルの靴屋と11人の子ど
もたち

91

やさしいヘビくんと子ギツ
ネちゃんのものがたり １

41


	スライド

