
変身市場でよみフェスやろうよ！ よだれだらだら　おなかぐうぐう 選書リスト

№ タイトル 著者 出版社

1 こんやはてまきずし
五味ヒロミ 作
石井聖岳 絵 岩崎書店

2 うどんのうーやん 岡田よしたか ブロンズ新社

3 からすのパンやさん かこさとし 偕成社

4 きょうのごはん 加藤休ミ 偕成社

5 くいしんぼ フンガくん 国松エリカ 小学館

6 サンドイッチ サンドイッチ 小西英子 福音館書店

7 めんたべよう！ 小西英子 福音館書店

8 おべんとう 小西英子 福音館書店

9 おなべおなべにえたかな？ こいでやすこ 福音館書店

10 やまこえのこえかわこえて こいでやすこ 福音館書店

11 カレーライス 小西英子 福音館書店

12 べべべんべんとう さいとうしのぶ 教育画劇

13 おやおやおやつ 庄司三智子 岩崎書店

14 ぼくのおべんとう スギヤマカナヨ アリス館

15 わたしのおべんとう スギヤマカナヨ アリス館

16 ひみつのカレーライス
井上荒野  作
田中清代 絵 アリス館

17 おじいちゃんとパン たな パイインターナショナル

18 サラダでげんき
角野栄子　さく
長新太　え 福音館書店

19 ものすごくおおきなプリンのうえで
二宮由紀子 ぶん
中新井純子 え 教育画劇

20 おにぎり
平山英三　ぶん
平山和子　え 福音館書店

21 ぎょうれつのできるパンやさん ふくざわゆみこ 教育画劇

22 おいしいおと
三宮麻由子　ぶん
ふくしまあきえ　え 福音館書店

23 ぱんだいすき
征矢清　ぶん
ふくしまあきえ　え 福音館書店

24 おいしいよ
かんざわとしこ 文
ましませつこ 絵 こぐま社

25 もりのおくのおちゃかいへ みやこしあきこ 偕成社

26 ぐりとぐらとすみれちゃん
なかがわりえこ　文
やまわきゆりこ　絵 福音館書店

27 おやおや・おやさい
石津ちひろ　文
山村浩二　絵 福音館書店

28 いろいろごはん 山岡ひかる くもん出版

29 それいけ！アンパンマン やなせたかし フレーベル館

30 こねこのチョコレート
B・K・ウィルソン　作
大社玲子　絵　　小林いづみ　訳 こぐま社

31 かぼちゃスープ
ヘレン・クーパー
せなあいこ　やく

アスラン書房



変身市場でよみフェスやろうよ！ よだれだらだら　おなかぐうぐう 選書リスト

32 うさぎのボロリンどーこだ
ヘレン・クーパー
まえざわあきえ　訳

ひさかたチャイルド

33 こしょうできまり
ヘレン・クーパー
かわだあゆこ　やく アスラン書房

34 とびきりおいしいスープができた！
ヘレン・クーパー
かわだあゆこ　やく

アスラン書房

35 おひさまパン
エリサ・クレヴェン
江國香織　訳

金の星社

36 お月さまってどんなあじ？
ミハエル・グレーニェツ
いずみちほこ　訳 セーラー出版

37 チョコレート屋のねこ
スー・ステイントン　文
アン・モーティマー　絵　　中川千尋　訳 ほるぷ出版

38 せかいいちおいしいスープ
マーシャ・ブラウン
こみやゆう　訳 岩波書店

39 ふたりのサンドウィッチ
ラーニア・アル・ブラッドラー　さく
ケリー・ディプキオ　ぶん　トリシャ・トゥサ　え ＴＯブックス

40 だごだごころころ
石黒渼子・梶山俊夫　再話
梶山俊夫　絵 福音館書店

41 とびきりおいしいデザート
エミリー・ジェンキンス 文
ソフィー・ブラッコール　絵　　横山和江　訳 あすなろ書房

42 おだんごぱん
瀬田貞二　訳
脇田和　絵 福音館書店

43 よもぎだんご さとうわきこ 福音館書店

44 にんじん せなけいこ 福音館書店

45 だいふくもち 田島征三 福音館書店

46 やさい 平山和子 福音館書店

47 しろくまちゃんのほっとけーき
森比左志　文　わだよしおみ文
わかやまけん　絵 こぐま社

48 ぼくのぱん　わたしのぱん
神沢利子　ぶん
林明子　え 福音館書店

49 フラニーとメラニー　しあわせのスープ
あいはらひろゆき　ぶん
あだちなみ　え 講談社

50 かわいいおかし かけひさとこ 教育画劇

51 べんとうべんたろう
中川ひろたか文
酒井絹恵　絵 偕成社

52 まんまるおつきさん
ねじめ正一　さく
さいとうしのぶ　え 偕成社

53 そらからぼふ〜ん 高畠那生 くもん出版

54 パパ・カレー 武田美穂　 ほるぷ出版

55 おいもさんがね… とよたかずひこ　 童心社

56 ポテトむらのコロッケまつり
竹下文子　文
出口かずみ　絵 教育画劇

57 たまねぎちゃんあららら！ 長野ヒデ子 世界文化社

58 パン どうぞ
彦坂有紀
もりといずみ 講談社

59 ぎょうれつのできるはちみつやさん ふくざわゆみこ 教育画劇

60 いろいろサンドイッチ 山岡ひかる　 くもん出版

61 ばばばあちゃんのなんでもおこのみやき さとうわきこ　 福音館書店

62 オムライス ヘイ！ 武田美穂　 ほるぷ出版

63 ごはん 平野恵理子 福音館書店
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64 おどるカツオブシ
森絵都　文
竹内通雅　絵 金の星社

65 がまんのケーキ かがくいひろし 教育画劇

66 おかしのくにのうさこちゃん
ディック・ブルーナ
まつおかきょうこ　やく 福音館書店

67 おばけのアイスクリームやさん 安西水丸 教育画劇

68 わにわにのごちそう
小風さち　文
山口マオ　絵 福音館書店

69 おおきなおおきなおいも 赤羽末吉 福音館書店

70 おむすびころりん
令丈ヒロ子　文
真珠まりこ　絵 講談社

71 からすのそばやさん かこさとし 偕成社

72 からすのおかしやさん かこさとし 偕成社

73 からすのやおやさん かこさとし 偕成社

74 からすのてんぷらやさん かこさとし 偕成社

75 ばばばあちゃんのおもちつき さとうわきこ 福音館書店

76 うどんのうーやん 岡田よしたか ブロンズ新社



変身市場でよみフェスやろうよ！ だしきってすっきり 選書リスト

№ タイトル 著者 出版社

1 もっちゃうもっちゃうもうもっちゃう 土屋富士夫 徳間書店

2 おならまんざい 長谷川義史 小学館

3 おしりしりしり
長野ヒデ子　作
長谷川義史　絵 佼成出版社

4 うんちしたのはだれよ！
ヴェルナー・ホルツヴァルト　文
ヴォルフ・エールブルッフ　絵 偕成社

5 うんちっち
ステファニー・ブレイク　作
ふしみみさを　訳 あすなろ書房

6 ちびちっち
ステファニー・ブレイク　作
ふしみみさを　訳 あすなろ書房

7 うーん、うーん、うんち！ ネイチャー＆サイエンス　編 河出書房新社

8 おならをならしたい すずきのりたけ 小学館

9 うんぴ・うんにょ・うんち・うんご
村上八千世 文
せべまさゆき 絵 ほるぷ出版

10 おなら 長新太 福音館書店

11 おならうた
谷川俊太郎　原詩
飯野和好　絵 絵本館

12 まよなかのおならたいかい
中村翔子　作
荒井良二　絵 PHP研究所

13 みんなうんち 五味太郎 福音館書店

14 おならのしゃもじ
小沢正　文
田島征三　画 教育画劇

15 うんこのたつじん
みずうちきくお　文
はたこうしろう　絵 PHP研究所

16
うんこいってきます！
ぼくはうんこヒーロー

スギヤマカナヨ　 佼成出版社

17 うんちがぽとん
アロナ・フランケル
さくまゆみこ　やく アリス館

18 へっこきあねさ
長谷川摂子　文
荒井良二　絵 岩波書店

19 これ、わたし さわだともこ　撮影 福音館書店

20 かいけつ！トイレざむらい
片平直樹　作
村田エミコ　絵 フレーベル館



変身市場でよみフェスやろうよ！ みぢかなふしぎ 選書リスト

№ タイトル 著者 出版社

1 はっぱじゃないよぼくがいる 姉崎一馬　 アリス館

2 からだのなかでドゥンドゥンドゥン
木坂涼　文
あべ弘士　絵 福音館書店

3 しろいかみのサーカス たにうちつねお 福音館書店

4 ちいさなかえるくん 甲斐伸枝 福音館書店

5 おつきさまこっちむいて
片山令子　ぶん
片山健　え 福音館書店

6 のぞく
天野祐吉　文
後藤田三朗　写真　大社玲子　絵 福音館書店

7 かぜフーホッホ
三宮麻由子　ぶん
斉藤俊行　え 福音館書店

8 くさはら
加藤幸子　ぶん
酒井駒子　え 福音館書店

9 じゃぐちをあけると しんぐうすすむ 福音館書店

10 てのひらおんどけい
浜口哲一　ぶん
杉田比呂美　え 福音館書店

11 ちいさなき
神沢利子　ぶん
高森　登志夫　え 福音館書店

12 ことりのゆうびんやさん
ニコライ・スラトコフ　原作
松谷さやか　ぶん　はたこうしろう　え 福音館書店

13 つららがぽーっとん
小野寺悦子　ぶん
藤枝つう　え 福音館書店

14 おっぱい みやにしたつや 鈴木出版

15 くさはらどん 松岡達英 福音館書店

16 でんしゃはうたう
三宮麻由子　ぶん
みねおみつ　え 福音館書店

17 王さまライオンのケーキ
マシュー・マケリゴット
野口絵美　訳 徳間書店

18 みずたまレンズ 今森光彦 福音館書店

19 ふしぎなきかい 安野光雅 福音館書店

20
杉山きょうだいの
しゃぼんだまとあそぼう

杉山弘之　杉山輝行　文と構成
吉村則人　写真　平野恵理子　文 福音館書店

21 いとでんわ
小林実　ぶん
荒木桜子　え 福音館書店

22 まほうのコップ
長谷川摂子　文
川島敏生　写真 福音館書店

23 かげはどこ 木坂涼 福音館書店

24 ゆきゆきゆき たむらしげる 福音館書店

25 はるをさがしに
七尾純　文
久保秀一　写真 偕成社

26 どうぶつえんガイド あべ弘士 福音館書店

27 ポットくんとミミズくん
真木文絵　ぶん
石倉ヒロユキ　え 福音館書店

28 ぼく、だんごむし
得田之久　文
たかはしきよし　絵 福音館書店

29 ダンゴムシ 今森光彦 アリス館

30 だれだかわかるかい？ 今森光彦 福音館書店

31 かがくのとも傑作集　　アリからみると 桑原隆一 福音館書店



変身市場でよみフェスやろうよ！ みぢかなふしぎ 選書リスト

32 ぼく、あぶらぜみ
得田之久　ぶん
たかはしきよし　え 福音館書店

33 さかなだってねむるんです
嶋田泰子　文
伊藤勝敏　写真 ポプラ社

34 しぜんにタッチ！　にんじゃあまがえる
松井孝爾　監修
榎本功　写真撮影 ひさかたチャイルド

35 めだかのぼうけん
伊地知英信　文
渡辺昌和　写真 ポプラ社

36 はらのなかのはらっぱで
アーサー・ビナード
長野仁　監修 フレーベル館

37 おへそのひみつ やぎゅうげんいちろう 福音館書店

38 中をそうぞうしてみよ
佐藤雅彦
ユーフラテス 福音館書店

39 宇宙をみたよ！
宇野素子　文
毛利衛　監修 偕成社

40 はちみつ
ふじわらゆみこ　文
いせひでこ　絵 福音館書店

41 びっくりまつぼっくり
多田多恵子　ぶん
堀川理万子　え 福音館書店

42 なぞってみたよ 福知伸夫　 福音館書店

43 まさかさかさま　その２ 伊藤文人 新風舎

44 ほね 堀内誠一 福音館書店

45 地面の下のいきもの
大野正男　ぶん
松岡達英　え 福音館書店

46 はははのはなし 加古里子 福音館書店

47 ふゆめがっしょうだん
長新太　文
富成忠夫・茂木透　写真 福音館書店

48 てじなでだましっこ 佐伯俊男　 福音館書店

49 へんてこへんてこ 小野かおる　 福音館書店

50 鳥のなき声ずかん
薮内正幸
篠原栄太　もじ　　佐藤聡明　おと 福音館書店

51 星座を見つけよう
Ｈ．Ａ．レイ
草下英明　訳 福音館書店

52 せいめいのれきし
バージニア・リーバートン
いしいももこ　訳 岩波書店

53 さんすうサウルス
ミッシェル・マーケル　ぶん
ダグ・クシュマン　え　　はいじまかり　やく 福音館書店

54 宇宙 加古里子　 福音館書店

55 地球 加古里子 福音館書店



変身市場でよみフェスやろうよ！ へんしんワールド 選書リスト

№ タイトル 著者 出版社

1 へんしんトンネル あきやまただし 金の星社

2 へんしんクイズ あきやまただし 金の星社

3 いちにちおもちゃ
ふくべあきひろ　さく
かわしまななえ　え ＰＨＰ研究所

4 ほしのかえりみち きたじまごうき 絵本塾出版

5 げたにばける
新美南吉　作
鈴木靖将　絵 新樹社

6 てじな 土屋富士夫 福音館書店

7 はんぶんタヌキ 長　新太 こぐま社

8 かあさんになったあーちゃん
ねじめ正一　作
長野ヒデ子　絵 偕成社

9 おとうさんはウルトラマン みやにしたつや 学研

10 なりました
内田麟太郎　作
山口マオ　絵 鈴木出版

11 ずいとんさん
日野十成　再話
斎藤隆夫　絵 福音館書店

12
海野和男のさがしてムシハカセ　2
さがそう！かくれる虫

海野和男 偕成社

13
ムシとあそぼう海野和男のムシシシシ　2
おおきくなると

海野和男 新日本出版

14 たんぼのカエルのだいへんしん 内山りゅう ポプラ社

15 グリーンマントのピーマンマン
さくらともこ　作
中村景児　絵 岩崎書店

16 こぎつねコンとこだぬきポン
松野正子　文
二俣英五郎　画 童心社

17 はらぺこあおむし
エリック・カール　さく
もりひさし　やく 偕成社

18 ばけくらべ
松谷みよ子 さく
瀬川康男 え 福音館書店

19 ちいさいタネ
エリック・カール　さく
ゆあさふみえ　やく 偕成社

20 ごちゃまぜカメレオン
エリック・カール　さく
やぎたよしこ　やく 偕成社



変身市場でよみフェスやろうよ！ ぼうけんにいこう 選書リスト

№ タイトル 著者 出版社

1 地球をほる 川端誠 ＢＬ出版

2 あたりかも きたじまごうき ＰＨＰ研究所

3 わんぱくだんのはらっぱジャングル
ゆきのゆみこ　上野与志　作
末崎茂樹　絵

ひさかたチャイルド

4 ロボットのくにＳＯＳ たむらしげる 福音館書店

5 いかだにのって とよたかずひこ アリス館

6 なつのいちにち はたこうしろう 偕成社

7 おっきょちゃんとかっぱ
長谷川摂子　文
降矢奈々　絵 福音館書店

8 ちょろりんととっけー 降矢なな 福音館書店

9 てんのくぎをうちにいったはりっこ
かんざわとしこ　さく
ほりうちせいいち　え 福音館書店

10 だんごむしうみへいく 松岡達英 小学館

11 あむ
小風さち　さく
山口マオ　え 福音館書店

12 きょうはみんなでクマがりだ
マイケル・ローゼン　再話
ヘレン・オクセンバリー　絵　　山口文生　訳 評論社

13 ジャック船長とちびっこかいぞく
ピーター・ベントリー　文
ヘレン・オクセンバリー　絵　　やましたはるお
訳

ＢＬ出版

14 シンドバッドの冒険
ルドミラ・ゼーマン
脇明子　訳 岩波書店

15 わたしのおふねマギーB
アイリーン・ハース
うちだりさこ　やく 福音館書店

16 ウエズレーの国
ポール・フライシュマン 　作
ケビン・ホークス　絵　　千葉茂樹　訳 あすなろ書房

17 くんちゃんのだいりょこう
ドロシー・マリノ
石井桃子　訳 岩波書店

18 おうじょさまのぼうけん
エルサ・ベスコフ
石井登志子　やく フェリシモ

19 はろるどのふしぎなぼうけん
クロケット・ジョンソン
岸田衿子　訳 文化出版局

20 ちびくろ・さんぼ
ヘレン・バンナーマン　文
フランク・ドビアス　絵　　光吉夏弥　訳 瑞雲舎

21 冒険図鑑
さとうち藍　文
松岡達英　絵 福音館書店

22 おだんごぱん
ロシア民話　瀬田貞二　訳
脇田和　画 福音館書店

23 ちいさなねこ
石井桃子　さく
横内襄　え 福音館書店

24 とりかえっこ
さとうわきこ　作
二俣英五郎　絵 ポプラ社

25 三びきのやぎのがらがらどん
ノルウェーの昔話
マーシャ・ブラウン　え　　せたていじ　やく 福音館書店

26 こんとあき 林明子 福音館書店

27 はじめてのおつかい
筒井頼子　さく
林明子　え 福音館書店

28 うらしまたろう
時田史郎 再話
秋野不矩 画 福音館書店

29 いってきまあす！
わたなべしげお　ぶん
おおともやすお　え 福音館書店

30 ぼくのロボット大旅行 松岡達英 福音館書店

31 ジャリおじさん おおたけしんろう　 福音館書店



変身市場でよみフェスやろうよ！ ぼうけんにいこう 選書リスト

32 ルイのうちゅうりょこう
エズラ・ジャック・キーツ
田村恵子　訳 偕成社

33 バスをおりたら… 小泉るみ子 ポプラ社

34 ぼくがとぶ ささきまき 絵本館

35 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

36 どうくつをたんけんする 堀内誠一 福音館書店

37 漂流物 デイヴィッド・ウィーズナー BL出版

38 こすずめのぼうけん
ルース・エインズワース
堀内 誠一　絵　 　石井 桃子　訳 福音館書店

39 ももたろう
松井直　文
赤羽末吉　画 福音館書店

40 新世界へ あべ弘士 偕成社

41 いーとんの大冒険 なばたとしたか ロクリン社

42 フリッチスふしぎな色の旅
ジラルド　作・絵
松本乃里子　訳 桜風舎

43 よるくま 酒井駒子 偕成社

44 イバラードの旅 井上直久 架空社

45 おまかせツアー 高畠那生 理論社

46 キムのふしぎなかさのたび
ホーカン・イェンソン　文
カーリン・スレーン　絵　　オスターグレン晴子　訳 徳間書店

47
じごくのそうべえ
桂米朝・上方落語・地獄八景より

田島征彦　 童心社

48 ダットさんうみをはしる こもりまこと 教育画劇

49 たびねこ さとうあすか 飛鳥新社

50 ばけねこぞろぞろ 石黒亜矢子 あかね書房



変身市場でよみフェスやろうよ！ よんでうたっておどっちゃおう 選書リスト

№ タイトル 著者 出版社

1 パンダともだちたいそう いりやまさとし 講談社

2 まほうのでんしレンジ
たかおまりこ　原案
さいとうしのぶ　絵・作 ひかりのくに

3 ぺんぎんたいそう 齋藤　槇 福音館書店

4
5ひきのすてきなねずみ
 おんがくかいのよる

たしろちさと ほるぷ出版

5 おどるカツオブシ
森絵都 　文
竹内通雅　絵 金の星社

6 ぐぎがさんとふへほさん
岸田衿子　さく
にしむらあつこ　え 福音館書店

7 きょうはマラカスのひ 樋勝朋巳 福音館書店

8 ねこのピートだいすきなしろいくつ
エリック・リトウィン 作　ジェームズ・ディーン 絵
大友剛　訳　長谷川善史　文字画 ひさかたチャイルド

9 まんげつダンス！
パット・ハッチンス
なかがわちひろ　やく 福音館書店

10 おどりトラ
金森襄作　再話
鄭スク香　画 福音館書店

11 おどる詩あそぶ詩きこえる詩
はせみつこ　編
飯野和好　絵

冨山房インターナショナル

12 ねこふんじゃった
阪田寛夫　作詞
せなけいこ　絵 ポプラ社

13 ぞうさん
まどみちお　詩
にしまきかやこ　絵 こぐま社

14 くまさん
まどみちお　詩
ましませつこ　絵 こぐま社

15 月ようびはなにたべる
アメリカのわらべうた
エリック・カール　　もりひさし　やく 偕成社



変身市場でよみフェスやろうよ！ ことばあそび 選書リスト

№ タイトル 著者 出版社

1 たたんぱたたんぱ
のむらさやか　文
塩田正幸　写真 福音館書店

2 つんこんぱっ こぺんなな　さく　 福音館書店

3 どどどどど 五味太郎 偕成社

4 ぽぽぽぽぽ 五味太郎 偕成社

5 るるるるる 五味太郎 偕成社

6 わにがわになる 多田ヒロシ こぐま社

7 かえるがみえる
まつおかきょうこ　さく
馬場のぼる　え こぐま社

8 あのやまこえてどこいくの ひろかわさえこ アリス館

9 おいしいおと
三宮麻由子　文
ふくしまあきえ　絵 福音館書店

10 おなべぐつぐつ ほさかあやこ 福音館書店

11 ぴっけやまのおならくらべ
かさいまり　文
村上康成　絵 ひさかたチャイルド

12 わ 元永定正 福音館書店

13 これは　のみの　ぴこ
谷川俊太郎　作
和田誠　絵 サンリード

14 ごつんふわふわ
谷川俊太郎　ぶん
なかのまさたか　え 福音館書店

15 ぞうからかうぞ
石津ちひろ　文
藤枝リュウジ　絵 ＢＬ出版出版

16 生麦生米生卵 長谷川義史 ほるぷ出版

17 カニツンツン
金関寿夫　ぶん
元永定正　え 福音館書店

18 もじもじさんのことば劇場 西村敏雄 偕成社

19 言葉図鑑ことばがいっぱい 2 ようすのことば 五味太郎　監修・制作 偕成社

20 しゃべる詩あそぶ詩聞こえる詩 はせみつこ
冨山房インターナショナ
ル

21 どうぶつ句会オノマトペ あべ弘士 学習研究社

22 ねんねこさっしゃれ ひぐちみちこ こぐま社

23 もけらもけら
山下洋輔　ぶん
元永定正　え 福音館書店

24 ごぶごぶごぼごぼ 駒形克己 福音館書店

25 バナナです 川端誠 文化出版局

26 もこ もこもこ
谷川俊太郎　作
元永定正　絵 文研出版

27 りんごです 川端誠 文化出版局

28 プッポコとペッポコ
岸田衿子　さく
片山健　え 福音館書店

29 ぶーぶーぶぶちゃん わたりむつこ 福音館書店

30 えじえじえじじえ
谷川俊太郎　じ
佐藤可士和　え クレヨンハウス

31 ぽぽんぴぽんぽん
松竹いね子　文
ささめやゆき　絵 福音館書店

32 ぶきゃぶきゃぶー
内田麟太郎　文
竹内通雅　絵 講談社



変身市場でよみフェスやろうよ！ ことばあそび 選書リスト

33 オー・スッパ
越野民雄　文
高畠純　絵 講談社

34 ブンブンガタガタドンドンドン
かんざわとしこ　さく
たばたせいいち　さく のら書房

35 ころころにゃーん 長新太 福音館書店

36 ぼくがうまれた音
近藤等則  文
智内兄助　絵 福音館書店

37 ももんちゃんし〜 とよたかずひこ 童心社

38 むにゃむにゃ きゃっきゃっ 柳原良平 こぐま社

39 ハハハのがくたい

たかはしゆうじ 　ぶん　　やぎゅうげんいちろう
え
長谷川四郎　作「アラフラの女王」より 福音館書店

40 あめかな！ U.G.サトー 福音館書店

41 おいっちにおいっちに 柚木沙弥郎 福音館書店

42 ヒュンヒュンビュンビュンビュワンビュワン
ジョン・ハセット＆アン・ハセット
今江祥智＆遠藤育枝　訳 ＢＬ出版

43 シイィィッ！
ジーン・ウィルス　ぶん
トニー・ロス　え　　いけ ひろあき　やく 評論社

44 絵本から擬音語擬態語ぷちぷちぽーん 後路好章 アリス館

45 あみだだだ
谷川俊太郎　文　　　元永定正　絵
中辻悦子 構成 福音館書店

46 かぞえうたのほん
岸田衿子　作
スズキコージ　絵 福音館書店

47 がちゃがちゃどんどん 元永定正  福音館書店

48 ぽぱーぺぽぴぱっぷ
谷川俊太郎　作
おかざきけんじろう　絵 クレヨンハウス

49 ごろごろにゃーん 長新太 福音館書店

50 にゅーっするするする 長新太 福音館書店

51 くりんくりんごーごー 佐々木マキ 福音館書店

52 くりくり ひろかわさえこ アリス館

53 ぎったんばっこん
なかえよしを　文
上野紀子　絵 文化出版局

54 ももんちゃんぽっぽー とよたかずひこ 童心社

55 ぴよぴよぴよ 平野剛 福音館書店

56 ぶーぶーじどうしゃ 山本忠敬 福音館書店

57 十二支しりとりえほん 高畠純 教育画劇

58 どうぶつ句会オノマトペ あべ弘士 学研

59 風の子しりとり とだこうしろう 戸田デザイン研究室

60 ヤッホーホイホー スズキコージ 講談社

61 ぽぱーぺぽぴぱっぷ
谷川俊太郎　作
おかざきけんじろう　絵 クレヨンハウス

62 のびのびのーん 川上隆子 アリス館

63 さる・るるる 五味太郎 絵本館

64 うんこしりとり ツペラツペラ 白泉社



変身市場でよみフェスやろうよ！ ことばあそび 選書リスト

65 ことばあそびうた
谷川俊太郎　詩
瀬川康男　絵 福音館書店

66 ごろごろごろ 長新太 ＢＬ出版



変身市場でよみフェスやろうよ！ ぞくぞく　どきどき 選書リスト

№ タイトル 著者 出版社

1 あけるな
谷川俊太郎　作
安野光雅　絵 銀河社

2 いまむかしえほん（５）　かちかち山
広松由希子　文
あべ弘士　絵 岩崎書店

3 ゆうだち あきびんご 偕成社

4 ゆうれいなっとう
苅田澄子 作
大島妙子 絵 アリス館

5 もりのおばけ かたやまけん 福音館書店

6 のっぺらぼう
杉山亮　作
軽部武宏　絵 ポプラ社

7 うみぼうず
杉山亮　作
軽部武宏　絵 ポプラ社

8 かっぱ
柳田国男　原作　京極夏彦　文
北原明日香　絵 汐文社

9 注文の多い料理店
宮澤賢治　原作
スズキコージ　絵 三起商行

10 ドラキュラーってこわいの？ せなけいこ 小峰書店

11 おばけのてんぷら せなけいこ ポプラ社

12 おばけでんしゃ
内田麟太郎　文
西村繁男　絵 童心社

13 でんでらの
柳田国男　原作　京極夏彦　文
はたこうしろう　絵 汐文社

14 ざしきわらし
柳田国男　原作　京極夏彦　文
町田尚子　絵 汐文社

15 いのちのろうそく 渋谷勲 フレーベル館

16 くいしんぼうのあおむしくん
槇ひろし　文
前川欣三　画 福音館書店

17 ことりぞ
京極夏彦　作
山科理　 絵 岩崎書店

18 あかいくつ アンデルセン 偕成社

19 しりっぽおばけ
ジョアンナ・ガルドン　文
ポール・ガルドン　絵 ほるぷ出版

20 ハーメルンの笛吹き男 グリム兄弟　原作 ＢＬ出版

21 ゆきおんな
まつたにみよこ　ぶん
あさくらせつ　え ポプラ社

22 三まいのおふだ おざわとしお　再話 くもん出版

23 大接近！妖怪図鑑 軽部武宏 あかね書房

24 ぞくぞくぞぞぞ 狩野宗信 フレーベル館

25 いるのいないの
京極夏彦　作
町田尚　 絵 岩崎書店

26 どこいったん
ジョン・クラッセン
長谷川義史　訳 クレヨンハウス

27 おばけがぞろぞろ ささきまき 福音館書店

28 おしいれのぼうけん
ふるたたるひ
たばたせいいち　画 童心社

29 おばけのバーバパパ
アネット・チゾン　　タラス･テイラー
山下明生　訳 偕成社

30 猫山
斎藤隆介　作
滝平二郎　絵 岩崎書店

31 くわずにょうぼう
稲田和子　再話
赤羽末吉　画 福音館書店



変身市場でよみフェスやろうよ！ ぞくぞく　どきどき 選書リスト

32 とうふこぞう
京極夏彦　作
石黒亜矢子　絵 岩崎書店

33 おこんじょうるり
さねとうあきら　作
井上洋介　絵 理論社

34 つくもがみ
京極夏彦　作
城芽ハヤト　絵 岩崎書店

35 あずきとぎ
京極夏彦　作
町田尚子　絵 岩崎書店

36 影ぼっこ
ブレーズ・サンドラール 文
マーシャ・ブラウン　絵　 おのえたかこ　訳 ほるぷ出版

37 うぶめ
京極夏彦　作
井上洋介　絵 岩崎書店

38 悪い本
宮部みゆき　作
吉田尚令　絵 岩崎書店

39 マイマイとナイナイ
皆川博子　作
宇野亜喜良　絵 岩崎書店

40 びんの悪魔
R・L・スティーブンソン　作
磯良一　画　よしだみどり　訳 福音館書店

41 ねないこだれだ せなけいこ　 福音館書店

42 綱渡りの男
モーディカイ・ガースティン
川本三郎　訳 小峰書店

43 蟲の神
エドワード・ゴーリー
柴田元幸　訳 河出書房新社

44 おばけなんていないよ
エマヌエル・エ-コート
真木文絵　訳 偕成社

45 本所ななふしぎ
斉藤洋　文
山本孝　絵 偕成社

46 歌う悪霊
ナセル・ケミル　文　　　エムル・オルン　絵
カンゾウ・シマダ　訳 小峰書店

47 地獄 宮次男　監修 風涛社

48 はこ 小野不由美 岩崎書店

49 くうきにんげん
綾辻行人　作
牧野千穂　絵 岩崎書店

50 かがみのなか
恩田陸　作
樋口佳絵　絵 岩崎書店

51 ぼくはへいたろう
小沢正　文
宇野亜喜良　絵 ビリケン出版

52 たいふうがくる みやこしあきこ ＢＬ出版



変身市場でよみフェスやろうよ！ おとなによんでほしいえほん 選書リスト

№ タイトル 著者 出版社

1 旅の絵本 安野光雅 福音館書店

2 あさになったのでまどをあけますよ 荒井良二 偕成社

3 ルリユールおじさん いせひでこ 講談社

4 大きな木のような人 いせひでこ 講談社

5 おこだでませんように
くすのきしげのり　作
石井聖岳　絵 小学館

6 だいじょうぶだいじょうぶ いとうひろし 講談社

7 つみきのいえ
平田研也 文
加藤久仁生 絵 白泉社

8 すえっこおおかみ
ラリー・デーン・ブリマー　まさきるりこ　やく
ホセ・アルエゴ　え　　アリアンヌ・デューイ　え あすなろ書房

9 ぼくおかあさんのこと・・・ 酒井駒子 文溪堂

10 ちょっとだけ
瀧村有子　さく
鈴木永子　え 福音館書店

11 ねえだっこして
竹下文子　文
田中清代　絵 金の星社

12 なつみはなんにでもなれる ヨシタケシンスケ ＰＨＰ研究所

13 オットー　戦火をくぐったテディベア
トミー・ウンゲラー
鏡哲生　訳 評論社

14 キスなんてだいきらい
トミー・ウンゲラー
矢川澄子　訳 文化出版局

15 おおきな木
シェル・シルヴァスタイン
村上春樹　訳 あすなろ書房

16 たいせつなこと
マーガレット・ワイズ・ブラウン
レナード・ワイズガード　え　　　うちだややこ　訳 フレーベル館

17 リンドバーグ　空飛ぶネズミの大冒険
トーベン・クールマン
金原瑞人　訳 ブロンズ新社

18 終わらない夜
セーラー・Ｌ・トムソン　文
ロブ・ゴンサルヴェス　絵　　金原瑞人　訳 ほるぷ出版

19 まさ夢いちじく
クリス・ヴァン・オールズバーグ
村上春樹　訳 河出書房新社

20 アンジュールある犬の物語 ガブリエル・バンサン ＢＬ出版

21 いまいましい石
クリス・ヴァン・オールズバーグ
村上春樹　訳 河出書房新社

22 ザガズー
クエンテインブレイク
谷川俊太郎　訳 好学社

23 まって
アントワネット・ポーティス
椎名かおる　訳 あすなろ書房

24 ペドロの作文
アントニオ・スカルメタ　文
アルフォンソ・ルアーノ　絵　　　宇野和美　訳 アリス館

25 ルピナスさん
バーバラ・クーニー
なかがわやすこ　訳 ほるぷ出版

26 天動説の絵本 安野光雅 福音館書店

27 わたしがあなたを選びました
鮫島浩二　文
植野ゆかり　絵 主婦の友社

28 ちいさなあなたへ
アリスン・マギー
ピーター・H．レイノルズ絵 主婦の友社

29
蛙となれよ冷し瓜
一茶の人生と俳句

マシュー・ゴラブ
カズコ・Ｇ・ストーン　絵　　脇明子訳 岩波書店

30 富士山うたごよみ
俵万智
U・G・サトー　絵 福音館書店

31 ロージーちゃんのひみつ
モーリス・センダック
なかむらたえこ　訳 偕成社



変身市場でよみフェスやろうよ！ おとなによんでほしいえほん 選書リスト

32 くにのはじまり（「日本の神話」第1巻）
舟崎克彦 文
赤羽末吉 絵 あかね書房

33 わすれられないおくりもの
スーザン・バーレイ
小川仁央　訳 評論社

34 しろいうさぎとくろいうさぎ
ガース・ウイリアムズ
まつおかきょうこ　やく 福音館書店

35 くまとやまねこ
湯本香樹実
酒井駒子・絵 河出書房新書

36 ブローチ
内田也哉子　文
渡邉良重　絵 リトルモア

37 月夜のみみずく
ジェイン・ヨーレン　詩　くどうなおこ　訳
ジョン・ショーエンヘール　絵 偕成社

38 よあけ
ユリー・シュルヴイッツ　作　画
瀬田貞二　訳 福音館書店

39 フンガくん 国松エリカ 小学館

40 しあわせなふくろう
ホイチーマ　チェレスチーノ・ビヤッチ　え
おおつかゆうぞう　やく 福音館書店

41 ネコヅメのよる 町田尚子 ＷＡＶＥ出版

42 くろねこかあさん 東君平 福音館書店

43 べんのトランペット
レイチェル・イザドラ
谷川俊太郎　訳 あかね書房

44 はるにれ 姉崎一馬 福音館書店

45 ぼくからみると
高木仁三郎　文
片山健　絵 福音館書店

46 まおちゃんのうまれたひ
神沢利子　文
加藤チャコ　絵 のら書店

47 ぼんさいじいさま 木葉井悦子 ビリケン出版

48 なきすぎてはいけない
内田麟太郎　作
たかすかずみ　絵 岩崎書店

49 ぼくのこえがきこえますか 田島征三 童心社

50 ふしぎなともだち たじまゆきひこ くもん出版

51 およぐひと 長谷川集平  解放出版社 

52 はせがわくんきらいや 長谷川集平 すばる書房

53 パパのカノジョは
ジャニス・レヴィ　　作
クリス・モンロー　　絵　　もん　訳 岩崎書店

54 おばあちゃんは木になった 大西暢夫 ポプラ社

55 世界でいちばん貧しい大統領のスピーチ
くさばよしみ　編
中川学　絵 汐文社

56 木のうた イエラ・マリ ほるぷ出版

57 生きる
谷川俊太郎　詩
岡本よしろう　絵 福音館書店

58 さがしています
アーサー・ビナード
岡倉禎志　写真 童心社

59 今日
下田昌克　絵
伊藤比呂美　訳 福音館書店

60 うさこちゃんのだいすきなおばあちゃん
ディック・ブルーナ
松岡享子　訳 福音館書店

61 はじまりの日
ボブ・ディラン
ポール・ロジャース　絵　　アーサー・ビナード　訳 岩崎書店

62 ふるさと60年
道浦母都子　文
金斗鉉　絵 福音館書店

63 くさはらのこびと
エルンスト・クライドルフ
おおつかゆうぞう　訳 福音館書店



変身市場でよみフェスやろうよ！ おとなによんでほしいえほん 選書リスト

64 アイタイ 長谷川　集平 解放出版社

65 あばあちゃんひとりせんそうごっこ
谷川俊太郎　詩
三輪　滋　絵 プラネットジアース

66 ことり 新宮　晋　 文化出版局

67 旅する蝶 新宮　晋　 文化出版局

68 星のふる夜に 千住博 冨山房

69 トーキナ・ト 津島佑子　 福音館書店

70 かんぱいよっぱらい はらぺこめがね 岩崎書店

71 十二月の月たち
ボジェナ・ニェムツォヴァー　再話
出久根育 偕成社

72 むかし日本狼がいた 菊地日出夫 福音館書店

73 鹿よおれの兄弟よ
神沢利子　作
Ｇ・Ｄ・パヴリーシン　絵 福音館書店

74 非武装地帯に春がくると
イ・オクべ
おおたけきよみ　訳 童心社

75 とき
谷川俊太郎　文
太田大八　絵 福音館書店

76 お月さん舟でおでかけなされ
神沢利子　文
赤羽末吉　絵 童心社

77 ピース・ブック
トッド・パール
堀尾輝久　訳 童心社

78 アメリカ・インディアンはうたう
金関寿夫
堀内誠一　絵 福音館書店

79 かないくん
谷川俊太郎　文
松本大洋　絵 東京糸井重里事務所

80 さくら
長谷川摂子　文
矢間芳子　絵 福音館書店

81 ここで土になる 大西暢夫 アリス館

82 ぶたにく 大西暢夫 幻冬舎

83 なんでもないなつの日
ウォルター・デ・ラ・メア
カロリーナ・ラベイ　絵　　海後礼子　訳 岩波書店

84 はいくないきもの
谷川俊太郎　文
皆川明　絵 クレヨンハウス

85 10才のとき
高橋幸子　聞き手
西村繁男　絵　　大木茂　写真 福音館書店

86 きこえてくるよ…いのちのおと… ひろかわさえこ アリス館

87 ここが家だベン・シャーンの第五福竜丸
アーサー・ビナード　文
ベン・シャーン　絵 集英社

88 およぐ なかのひろたか 福音館書店

89 8月6日のこと
中川ひろたか　文
長谷川善史　絵 河出書房新社

90 そらいろ男爵
ジル・ボム　文
ティエリー・デデュー　絵　　中島さおり　訳 主婦の友社

91 アリになった数学者
森田真生　文
脇阪克二　絵 福音館書店

92 父は空母は大地
寮　美千子　文
篠崎正喜　絵 ロクリン社

93 この本をかくして
マーガレット・ワイルド　文
フレヤ・ブラックウィド　絵　アーサー・ビナード　訳 岩波書店

94 絵本星の王子さま
サン・テグジュペリ　原作
工藤直子　訳 ひさかたチャイルド

95 うそ
中川ひろたか　文
ミロコマチコ　絵 金の星社



変身市場でよみフェスやろうよ！ おとなによんでほしいえほん 選書リスト

96 せんそうしない
谷川俊太郎　文
江頭路　絵 講談社

97 とんぼとりの日々 長谷川集平　 復刻ドットコム

98 へいわってどんなこと 浜田桂子 童心社

99 くつがいく 和歌山静子 童心社

100 もったいないことしてないかい？ 真珠まりこ 講談社

101 もったいないばあさんがくる？ 真珠まりこ 講談社



変身市場でよみフェスやろうよ！ クスッ　ニコッ　ガハハハッ 選書リスト

№ タイトル 著者 出版社

1 さるのせんせいとへびのかんごふさん
穂高順也　文
荒井良二　絵 ビリケン出版

2 ぼくだってトカゲ
内田麟太郎
市居みか　絵 文研出版

3 オニのサラリーマン
富安陽子
大島妙子 絵 福音館書店

4 こんぶのぶーさん 岡田よしたか ブロンズ新社

5 ちくわのわーさん 岡田よしたか ブロンズ新社

6 いちにちおもちゃ
ふくべあきひろ　さく
かわしまななえ　え ＰＨＰ研究所

7 おふとんかけたら かがくいひろし ブロンズ新社

8 ぶたのたね 佐々木マキ 絵本館

9 ぼくのおふろ 鈴木のりたけ PHP研究所

10 とんでもない 鈴木のりたけ アリス館

11 す～べりだい 鈴木のりたけ ＰＨＰ研究所

12 どうするどうするあなのなか
きむらゆういち　文
高畠純　絵 福音館書店

13 しろくまのパンツ ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ ブロンズ新社

14 じごくのラーメンや
苅田澄子　作
西村繁男　絵 教育画劇

15 コロッケです。 西村敏雄 学研教育出版

16 いいからいいから 長谷川義史 絵本館

17 たこやきのたこさぶろう 長谷川義史 小学館

18 まわるおすし 長谷川義史 ブロンズ新社

19 あし　にょきにょき 深見春夫 岩崎書店

20 ほげちゃん やぎたみこ 偕成社

21 こんもりくん 山西ゲンイチ 偕成社

22 もうぬげない ヨシタケシンスケ ブロンズ新社

23 メチャクサ
ジョナサン・アレン
岩城敏之　訳 アスラン書房

24 へびのクリクター
トミーウンゲラー
中野完二　訳 文化出版局

25 しゃっくりがいこつ
マージェリー・カイラー
Ｓ．Ｄシンドラー　絵　　　黒宮純子　訳 セーラー出版

26 おさるとぼうしうり
エズフィール・スロボドキーナ
まつおかきょうこ　やく 福音館書店

27 どうぶつにふくをきせていはいけません
ジュディ・バレット　文
ロン・バレット　絵　　ふしみみさを　訳

28 はらぺこガズラー
ハアコン・ビョルクリット
かけがわやすこ　訳 ほるぷ出版

29 アベコベさん
フランセスカ・サイモン
ケレン・ラドロー　絵　　　青山南　訳 文化出版局

30 へびくんはらぺこ
ブライアン・ワイルドスミス
すぎやまじゅんこ　訳 らくだ出版

31 ベーコンわすれちゃだめよ！
パットハッチンス
渡辺茂男　訳 偕成社



変身市場でよみフェスやろうよ！ クスッ　ニコッ　ガハハハッ 選書リスト

32 へのかっぱ 飯野和好 絵本館

33 ものぐさトミー
ぺーン・デュボア
松岡享子　訳 岩波書店

34 スプロケットおばさんのポケット
クエンティン・ブレイク
谷川俊太郎　訳 好学社

35 キャベツくん 長新太 文研出版

36 うえきばちです 川端誠 BL出版



変身市場でよみフェスやろうよ！ おすすめえほん100冊大集合！ 選書リスト

№ タイトル 著者 出版社

1 プレゼントの木 いもとようこ 金の星社

2 ねんねんよう
神沢利子　ぶん
鎌田暢子　え 福音館書店

3 ぴーぴーばっくしまーす 片山健 福音館書店

4 手ぶくろを買いに
新美南吉　作
黒井健　絵 偕成社

5 かえるの平家ものがたり
日野十成 文
斎藤隆夫 絵 福音館書店

6 おじさんのかさ 佐野洋子 講談社

7 八方にらみねこ
武田英子　文
清水耕蔵　絵 講談社

8 きつねのおきゃくさま
あまんきみこ ぶん
二俣英五郎 え サンリード

9 ちいさなはくさい
くどうなおこ さく
ほてはまたかし え 小峰書店

10 ふきまんぶく 田島征三 偕成社

11 まてまてももんちゃん とよたかずひこ 童心社

12 まゆとうりんこ
富安陽子 文
降矢なな 絵 福音館書店

13 まゆとおに
富安陽子 文
降矢なな 絵 福音館書店

14 みゃーんみゃーん 村松カツ 福音館書店

15 ちゅうちゅうちゅちゅちゅ 村田エミコ 福音館書店

16 どんなかんじかなあ
中山千夏　ぶん
和田誠　え 自由国民社

17 ハグくまさん
ニコラス・オールドランド
落合恵子　訳 クレヨンハウス

18 まっくろネリノ
ヘルガ・ガルラー
やがわすみこ　やく 偕成社

19 ギルガメシュ王ものがたり
ルドミラ・ゼーマン
松野正子　訳 岩波書店

20 いたずらこねこ
バーナディン・クック　ぶん
レミイ・シャーリップ　え　　まさきるりこ　やく 福音館書店

21 光の旅かげの旅
アン・ジョナス
内海まお　訳 評論社

22 うんがにおちたうし
フィリス・クラシロフスキー
ピーター・スパイアー　絵 ポプラ社

23 ウェン王子とトラ
チェン・ジャンホン
平岡敦　訳 徳間書店

24 ごきげんならいおん
ルイーズ・ファティオ　　むらおかはなこ　やく
ロジャー・デュボアザン　絵 福音館書店

25 ヤクーバとライオン　1勇気
テイエリー・デデュー
柳田邦男　訳 講談社

26 リサとガスパールのであい
アン・グットマン　ぶん　　石津ちひろ　やく
ゲオルグ・ハレンスレーベン　え ブロンズ新社

27 うたって、ペネロペ
アン・グットマン
ひがしかずこ　やく 岩崎書店

28 りんごかもしれない ヨシタケシンスケ ブロンズ新社

29 おそばのくきはなぜあかい
石井桃子　文
初山滋　絵 岩波書店

30 かさどろぼう
シビル・ウェッタシンハ
いのくまようこ　訳 徳間書店

31 三ねんねたろう
おおかわえっせい　訳
渡辺三郎　絵 ポプラ社



変身市場でよみフェスやろうよ！ おすすめえほん100冊大集合！ 選書リスト

32 茂吉のねこ
松谷みよ子　文
辻司　絵 ポプラ社

33 ききみみずきん
木下順二　文
初山滋　絵 岩波書店

34 くろうまブランキー
伊東三郎　文
堀内誠一　絵 福音館書店

35 かさぶたってどんなぶた
小池昌代
スズキコージ　画 あかね書房

36 クリスマス人形のねがい 
ルーマー・ゴッデン 文
バーバラ・クーニー 絵　　掛川恭子　訳 岩波書店

37 こねこのぴっち
ハンス・フィッシャー
石井桃子　訳 岩波書店

38 はなのすきなうし
マンロー・リーフ　文
ロバート・ローソニ　絵　　　光吉夏弥　訳 岩波書店

39 まりーちゃんとひつじ
フランソワーズ
与田準一　訳 岩波書店

40 ふしぎなたいこ
石井桃子　文
清水崑　絵 岩波書店

41 かにむかし
木下順二　文
清水崑　絵 岩波書店

42 きかんしゃやえもん
阿川弘之　文
岡部冬彦　絵 岩波書店

43 アンディとらいおん
ジェームズ・ドーハーティ
むらおかはなこ　やく 福音館書店

44 いたずらきかんしゃちゅうちゅう
バージニア・リー・バートン
村岡花子　訳 福音館書店

45 うさぎのみみはなぜながい 北川民次 福音館書店

46 かばくん
岸田衿子　文
中谷千代子　絵 福音館書店

47 かわ 加古里子 福音館書店

48 3びきのくま
L・N・トルストイ　文
バスネツォフ　絵　　小笠原豊樹　訳 福音館書店

49 しずかなおはなし
サムイル・マルシャーク　文
ウラジミル・レーベデフ　絵　　内田莉莎子　訳 福音館書店

50 マーシャとくま
M・ブラートフ　再話　　内田莉莎子　訳
エウゲーニー・M・ラチョフ　絵 福音館書店

51 せいめいのれきし
バージニア・リー・バートン
いしいももこ　やく 岩波書店

52 くいしんぼうのはなこさん
いしいももこ　文
中谷千代子　絵 福音館書店

53 てぶくろ
エウゲーニー・Ｍ・ラチョフ
内田莉莎子　訳 福音館書店

54 のろまなローラー
小出正吾　文
山本忠敬　絵 福音館書店

55 ぐるんぱのようちえん
西内ミナミ　文
堀内誠一　絵 福音館書店

56 しょうぼうじどうしゃじぷた
渡辺茂男　文
山本忠敬　絵 福音館書店

57 ふしぎなたけのこ
松野正子　文
瀬川康男　絵 福音館書店

58 ゆきむすめ
内田莉莎子　文
佐藤忠良　絵 福音館書店

59 あおくんときいろちゃん
レオ・レオニ
藤田圭雄　やく 至光社

60 三びきのこぶた
瀬田貞二　文
山田三郎　絵 福音館書店

61 スーホの白い馬
大塚勇三　文
赤羽末吉　絵 福音館書店

62 そらいろのたね
なかがわりえこ　ぶん
おおむらゆりこ　え 福音館書店

63 だるまちゃんとてんぐちゃん 加古里子 福音館書店
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64 はなをくんくん
ルース・クラウス　文
マーク・シーモント　絵　　木島始　訳 福音館書店

65 やまんばのにしき
松谷みよ子　文
瀬川康男　絵 ポプラ社

66 ぞうくんのさんぽ なかのひろたか 福音館書店

67 わたしとあそんで
マリー・ホール・エッツ
よだじゅんいち　やく 福音館書店

68 スイミー
レオ・レオニ
谷川俊太郎　訳 好学社

69 すてきな三にんぐみ
トミー・アンゲラー
今江祥智　訳 偕成社

70 ピーターのいす
エズラ・ジャック・キーツ
木島始　訳 偕成社

71 ふるやのもり
瀬田貞二　文
田島征三　絵 福音館書店

72 ゆきのひ
エズラ・ジャック・キーツ
木島始　訳 偕成社

73 わたしのワンピース にしまきかやこ こぐま社

74 はけたよはけたよ
かんざわとしこ　ぶん
にしまきかやこ　え 偕成社

75 しっぽのはたらき
川田健　文
薮内正幸　絵 福音館書店

76 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

77 げんきなマドレーヌ
ルドウィッヒ・ベーメルマンス
瀬田貞二　訳 福音館書店

78 島ひきおに
山下明生　文
梶山俊夫　絵 偕成社

79 どろぼうがっこう 加古里子 偕成社

80 アンガスとあひる
マージョリー・フラック
瀬田貞二　訳 福音館書店

81 ねずみくんのチョッキ
なかえよしを
上野紀子　絵 ポプラ社

82 かいじゅうたちのいるところ
モーリス・センダック
じんぐうてるお　訳 冨山房

83 くまのコールテンくん
ドン・フリーマン
松岡享子　訳 偕成社

84 ろくべえまってろよ
灰谷健次郎　文
長新太　絵

85 ぐりとぐら
なかがわりえこ　ぶん
おおむらゆりこ　え 福音館書店

86 100万回生きたねこ 佐野洋子 講談社

87 ルラルさんのにわ いとうひろし ポプラ社

88 タンゲくん 片山健 福音館書店

89 どろんこハリー
ジーン・ジオン
マーガレット・ブロイ・グレアム え 福音館書店

90 こどものとも０，１，２　　かんかんかん
のむらさやか
川本幸　制作　　塩田正幸　写真 福音館書店

91 はくしゅぱちぱち
中川ひろたか
村上康成　絵 ひかりのくに

92 だってだってのおばあさん 佐野洋子 フレーベル館

93 プレゼント
ボブ・ギル
アーサー・ビナード　訳 ほるぷ出版

94 せかせかビーバーさん
ニコラス・オールドランド
落合恵子　訳 クレヨンハウス

95 うまれかわったヘラジカさん
ニコラス・オールドランド
落合恵子　訳 クレヨンハウス
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№ タイトル 著者 出版社

1 とっておきのカレー きたじまごうき 絵本塾出版

2 ばばばあちゃんのマフラー さとうわきこ 福音館書店

3 ミウの花まる夏休み きたじまごうき 汐文社

4 よくばりすぎたねこ さとうわきこ ＰＨＰ研究所

5 はっぱのおうち
征矢清　さく
林明子　え 福音館書店

6 おとりひき むらたゆり イルフ童画館

7 うらしまたろう
槇晧志　文
武井武雄　絵 フレーベル館

8 きりたおされたき
吉田絃二郎　原作
宮脇紀雄　再話　　武井武雄　絵 フレーベル館

9 諏訪湖シャボンものがたり
諏訪湖シャボン普及会　文
むらたゆり 諏訪湖シャボン普及会

10 ガラスのうま
征矢清　さく
林明子　え 偕成社

11 ひよこさん
征矢清　さく
林明子　え 福音館書店

12 みしのたくかにと
松岡享子　作
大社玲子　絵 こぐま社

13 それほんとう？
松岡享子　さく
長新太　え 福音館書店

14 くしゃみくしゃみ天のめぐみ
松岡享子　作
寺島龍一　画 福音館書店

15 おとうさんのつうしんぼ
宮川ひろ　作
伊勢英子　絵 偕成社

16 なぞなぞのすきな女の子
松岡享子　作
大社玲子　絵 学習研究社

17 三十八人のおん柱祭り
宮川ひろ　文
山中冬児　絵 ポプラ社

18 さくら子のたんじょう日
宮川ひろ　作
こみねゆら　絵 童心社

19 春よこいこいホーホケキョ
宮川ひろ　作
渡辺有一　絵 ポプラ社

20 いそがしいよる さとうわきこ 福音館書店

21 きょうはいい日だね
宮川ひろ　さく
藤田ひおこ　え ＰＨＰ研究所

22 うさこちゃんとふえ
ディック・ブルーナ
まつおかきょうこ　やく 福音館書店

23 おいしい水
原田マハ
伊庭靖子　画 岩波書店

24 どろんこおそうじ さとうわきこ 福音館書店

25 くまのぼりす
ディック・ブルーナ
まつおかきょうこ　やく 福音館書店

26 ユニコーン　ジョルジュ・サンドの遺言 原田マハ ＮＨＫ出版

27 ないしょにかんぱい！
宮川ひろ　作
小泉るみ子　絵 童心社

28 ろってちゃん
ディック・ブルーナ
まつおかきょうこ　やく 福音館書店

29 ふなのりのやん
ディック・ブルーナ
まつおかきょうこ　やく 福音館書店

30 京都天神をまつる人びと
三枝暁子　文
西村豊　写真 岩波書店

31 キツネにもらったたからもの 西村豊 アリス館
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32 ヤマネのくらし（科学のアルバム） 西村豊 あかね書房

33 こりすのかくれんぼ 西村豊 あかね書房

34 干し柿 西村豊 あかね書房

35 ヤマネさん　お山にかえるまで 西村豊 アリス館

36 ごたっ子の田んぼ 西村豊 アリス館

37 なかよし さとうわきこ ＰＨＰ研究所

38 よつごのこりす　はるくんのおすもう 西村豊 アリス館

39 よつごのこりす　ふうちゃんのぼうけん 西村豊 アリス館

40 よつごのこりす　あっくんのおくりもの 西村豊 アリス館

41 ねえ、まだねてるの！ さとうわきこ 架空社

42 ケーキができたわけ さとうわきこ 女子パウロ会

43 だいすきとうさん さとうわきこ フレーベル館


