
区分 № 書　名 出版者 出版年

1 E ふ いぬがいっぱい グレース・スカール　さく やぶき　みちこ　やく 福音館書店 1986

2 E ふ どうぶつのおかあさん 小森　厚　ぶん 薮内　正幸　え 福音館書店 1981

3 E ほ とりかえっこ さとう　わきこ　作 二俣　英五郎　絵 ポプラ社 1995

4 E たか どうぶつたいじゅうそくてい 聞かせ屋。けいたろう　文 高畠　純　絵 アリス館 2014

5 E たし すずめくんどこでごはんたべるの？ たしろ　ちさと　ぶん・え 福音館書店 2016

6 E なか ぞうくんのさんぽ なかの　ひろたか　さく・え なかの　まさたか　レタリング 福音館書店 1977

7 E ばば １１ぴきのねこ 馬場　のぼる　著 こぐま社 1967

8 E はや もりのかくれんぼう 末吉　暁子　作 林　明子　絵 偕成社 1978

9 E エツ もりのなか マリー・ホール・エッツ　ぶん・え まさき　るりこ　やく 福音館書店 1963

10 E カー くまさん　くまさん　なにみてるの？ エリック＝カール　え ビル＝マーチン　ぶん 偕成社編集部　やく 偕成社 1984

11 E サツ 人形の家にすんでいたネズミ一家のおはなし マイケル・ボンド　文 エミリー・サットン　絵 早川　敦子　訳 徳間書店 2016

12 E ステ ライオンをかくすには ヘレン・スティーヴンズ　作 さくま　ゆみこ　訳 ブロンズ新社 2013

13 E チヤ もりのてぶくろ 八百板　洋子　ぶん ナターリヤ・チャルーシナ　え 福音館書店 2010

14 E バー ガンピーさんのふなあそび ジョン・バーニンガム　さく みつよし　なつや　やく ほるぷ出版 1976

15 E フラ アンガスとねこ マージョリー・フラック　さく・え 瀬田　貞二　やく 福音館書店 1974

16 E フリ しずかに！ここはどうぶつのとしょかんです ドン・フリーマン　作 なかがわ　ちひろ　訳 ＢＬ出版 2008

17 EＫ まつ ちきゅうがウンチだらけにならないわけ 松岡　たつひで　さく　 福音館書店 2013

18 EＫ やぶ しっぽのはたらき 川田　健　ぶん 薮内　正幸　え 福音館書店 1969

19 EＫ アン いっぽんのきのえだ コンスタンス・アンダーソン　作 千葉　茂樹　訳 ほるぷ出版 2019

20 EＫ ジエ これがほんとの大きさ！ スティーブ・ジェンキンズ　作 佐藤　見果夢　訳 評論社 2008

21 EM さと おおきなかぶ Ａ．トルストイ　再話 内田　莉莎子　訳 佐藤　忠良　画 福音館書店 1966

22 EM フイ ブレーメンのおんがくたい グリム　原作 ハンス・フィッシャー　え せた　ていじ　やく 福音館書店 1964

23 EM ブラ 三びきのやぎのがらがらどん マーシャ・ブラウン　え せた　ていじ　やく 福音館書店 1965

24 EM ブラ ダチョウのくびはなぜながい？ ヴァーナ・アーダマ　文 マーシャ・ブラウン　絵 まつおか　きょうこ　訳 冨山房 1996
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25 310 た 消えたレッサーパンダを追え！ たけたに　ちほみ　文 西脇　せいご　絵 学研プラス 2020

26 480 た ライオンのおじいさん、イルカのおばあさん 高岡　昌江　文 篠崎　三朗　絵 学研プラス 2016

27 480 な もぐもぐどうぶつえん なかの　ひろみ　文・構成 福田　豊文　写真 ひさかたチャイルド 2015

28 480 ろ レッド・フォックス チャールズ・Ｇ．Ｄ．ロバーツ　作 桂　宥子　訳 チャールズ・リビングストン・ブル　画 福音館書店 2015

29 481 あ だれの手がた・足がた？ 有沢　重雄　構成・文 小宮　輝之　監修・手がた・足がた図版 偕成社 2019

30 482 し オオカミ王ロボ アーネスト・Ｔ．シートン　文・絵 今泉　吉晴　訳・解説 童心社 2009

31 489 さ 天井からジネズミ 佐伯　元子　文 あべ　弘士　絵 学研教育出版 2015

32 640 た 災害にあったペットを救え 高橋　うらら　著 小峰書店 2019

33 640 た 珍獣ドクターのドタバタ診察日記 田向　健一　著 ポプラ社 2017

34 910 う 命の意味命のしるし 上橋　菜穂子　著 齋藤　慶輔　著 講談社 2017

35 913 い ぼくはアフリカにすむキリンといいます 岩佐　めぐみ　作 高畠　純　絵 偕成社 2001

36 913 お 目をさませトラゴロウ 小沢　正　作 井上　洋介　絵 理論社 2000

37 913 か ぼくとニケ 片川　優子　著 講談社 2018

38 913 か くまの子ウーフ 神沢　利子　作 井上　洋介　絵 ポプラ社 2001

39 913 さ 冒険者たち 斎藤　惇夫　作 薮内　正幸　画 岩波書店 2000

40 913 さ ぼくの・トモダチのつくりかた さとう　まきこ　作 杉田　比呂美　絵 ポプラ社 2004

41 913 な ももいろのきりん 中川　李枝子　さく 中川　宗弥　え 福音館書店 1965

42 913 な ネコのタクシー 南部　和也　さく さとう　あや　え 福音館書店 2001

43 933 あ グレイ・ラビットのおはなし アリソン・アトリー　作 石井　桃子　訳 中川　李枝子　訳 岩波書店 2000

44 933 き 歌うねずみウルフ ディック・キング＝スミス　作 三原　泉　訳 杉田　比呂美　絵 偕成社 2002

45 933 く たのしい川べ ケネス・グレーアム　作 石井　桃子　訳 岩波書店 2002

46 933 し ミス・ビアンカ　くらやみ城の冒険 マージェリー・シャープ　作 渡辺　茂男　訳 岩波書店 2016

47 933 ろ ドリトル先生航海記 ロフティング　作 井伏　鱒二　訳 岩波書店 1961

48 943 け 動物会議 ケストナー　作 高橋　健二　訳 岩波書店 1980

49 943 ろ ライオンがいないどうぶつ園 フレート・ロドリアン　作 ヴェルナー・クレムケ　絵 たかはし　ふみこ　訳 徳間書店 2012

50 949 ま あおい目のこねこ エゴン・マチーセン　さく・え せた　ていじ　やく　 福音館書店 1965
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