
松阪図書館         

 

大型えほんは、団体もしくはそれに類する活動の方に貸出できます。  

冊数・貸出日数等は図書館スタッフにご相談ください。  

 

No. 書名   著者名   出版年   出版者   

1 
あかまるちゃんとくろまるち

ゃん 

上野与志∥作  

村松カツ∥絵  
2009 チャイルド本社  

2 あなたがとってもかわいい  みやにしたつや∥作絵  2016.8 金の星社   

3 あぶない！  

ラビッツアイ∥文・構成  

鈴木えりん∥絵  
2013.10 チャイルド本社  

4 ありとすいか  たむらしげる∥作絵  2004.4 ポプラ社   

5 あるのかな  

織田道代∥作  

飯野和好∥絵  
2007.6 鈴木出版   

6 
アレクサンダとぜんまいねず

み  

レオ＝レオニ∥作  

谷川俊太郎∥訳  
2012.10 好学社   

7 いただきバス  藤本ともひこ∥作絵  2008.11 鈴木出版   

8 いっすんぼうし  

メルヘン立体童話企画∥制作佐

竹玲∥文  
2002.5 メイト   

9 いもほりバス  藤本ともひこ∥作絵  2012.5 鈴木出版   

10 うがいライオン 
ねじめ正一∥作  

長谷川義史∥絵  
2012 鈴木出版  

11 うみキリン  あきやまただし∥作絵  2016.12 金の星社   

12 うんこダスマン  

村上八千世∥文  

せべまさゆき∥絵  
2007.9 ほるぷ出版  

13 うんどうかい  

 2017.7 チャイルド本社  

14 おいしくたべよう！  

ラビッツアイ∥文・構成  

柿田ゆかり・結城嘉徳∥絵  
2015.12 チャイルド本社  

15 おいもほり・おつきみ  

 2017.7 チャイルド本社  

16 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  
1998.3 福音館書店  

17 おかあさんだいすきだよ みやにしたつや∥作絵  2015 金の星社  

18 おじさんのかさ  佐野洋子∥作絵   2003.9 講談社   

https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00866891
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00866891
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01402427
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01214103
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00737787
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01509819
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01124154
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01124154
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00843885
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01511071
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00843885
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01077542
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01429690
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00751576
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01486965
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01352193
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01486966
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01509754
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01310662
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00436598


19 おっぱい  みやにしたつや∥作絵  2005.1 鈴木出版  

20 
おとうさん・パパ・おとうち

ゃん 
みやにしたつや∥作絵  2012 鈴木出版  

21 おばけだじょ   tuperatupera∥さく   2018.8  学研プラス   

22 おばけの地下室たんけん  ジャック・デュケノワ∥作  2008.10 ほるぷ出版  

23 おばけのてんぷら  せなけいこ∥作絵   2004.4 ポプラ社  

24 おばけのバーバパパ  

アネット=チゾン∥作  

タラス=テイラー∥作  
2003.11 偕成社  

25 おばけびょうきになる  ジャック・デュケノワ∥作  2008.10 ほるぷ出版  

26 おふとんかけたら かがくいひろし∥さく  2019 ブロンズ新社  

27 おべんとうバス  真珠まりこ∥作絵  2009.1 チャイルド本社  

28 おまえうまそうだな  宮西達也∥作絵   2006.4 ポプラ社  

29 おめんです  いしかわこうじ∥作絵  2018.2 偕成社  

30 おめんです２   いしかわこうじ∥作絵   2018.2  偕成社   

31 おやおや、おやさい  

石津ちひろ∥文  

山村浩二∥絵  
2014.1 福音館書店  

32 かたあしだちょうのエルフ  おのきがく∥文絵   2004.11  ポプラ社  

33 かちかちやま  

メルヘン立体童話企画∥制作  

佐竹玲∥文  
2002.9 メイト  

34 
がっこうでトイレにいけるか

な？  

村上八千世∥文  

せべまさゆき∥絵  
2007.9 ほるぷ出版  

35 かばくん 
岸田衿子∥さく  

中谷千代子∥え  
2001 福音館書店  

36 からすのパンやさん  かこさとし∥絵文   1997.5 偕成社   

37 かわいそうなぞう  つちやゆきお∥文   1999.4 金の星社  

38 ガンピーさんのふなあそび  ジョン・バーニンガム∥作  2004.3 ほるぷ出版   

39 キャベツくん  長新太∥文・絵  2007.2 文研出版  

40 999 ひきのきょうだい  

木村研∥文  

村上康成∥絵  
2005.4 チャイルド本社  

41 
999 ひきのきょうだいのおひ

っこし  

木村研∥文  

村上康成∥絵  
2006.5 チャイルド本社  

42 きょだいなきょだいな  

長谷川摂子∥作  

降矢なな∥絵  
2001.11 福音館書店   

https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00438147
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01077541
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01077541
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01551047
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00830774
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01508059
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01510971
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00830780
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01637479
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01508057
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01510978
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01261998
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01513461
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01210608
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00430581
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01511058
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01509872
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01509872
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01772581
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01508063
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00744745
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00737769
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00577346
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00457419
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00530405
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00530405
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00436596


43 きんぎょがにげた  五味太郎∥作   2009.1 福音館書店   

44 くまのコールテンくん  ドン・フリーマン∥作   2006.3 偕成社   

45 クリスマス  

 2017.7 チャイルド本社  

46 クリスマスのかくれんぼ いしかわこうじ∥作絵  2019 ポプラ社  

47 ぐりとぐら  なかがわりえこ∥作  1998.3  福音館書店   

48 ぐりとぐらのえんそく  中川李枝子∥文   2008.2 福音館書店   

49 
ぐりとぐらのおきゃくさ

ま  

中川李枝子∥文   2003.11 福音館書店   

50 ぐるんぱのようちえん  

西内ミナミ∥作  

堀内誠一∥絵  
1999.3 福音館書店  

51 
グレート・ワンダーシッ

プへようこそ！  

五味太郎∥作  2007.11 偕成社  

52 
けいろうのひ・きんろう

かんしゃのひ  

 
2017.7 チャイルド本社  

53 けがをしない！  

ラビッツアイ∥文・構成  

森のくじら∥絵  
2015.12 チャイルド本社  

54 こぶとりじいさん  

メルヘン立体童話企画∥制作  

佐竹玲∥文  
2002.7 メイト  

55 ころころころ  元永定正∥作   2010.1 福音館書店   

56 
サンドイッチサンドイッ

チ  

小西英子∥さく  2014.1 福音館書店  

57 
三びきのやぎのがらがら

どん  

マーシャ・ブラウン∥絵  

せたていじ∥訳  
2016.1 福音館書店  

58 地震がおきたら 

谷敏行∥原案  

畑中弘子∥文  

かなざわまゆこ∥絵  

2020 BL 出版  

59 じしんだ！  

ラビッツアイ∥文・構成  

白土あつこ∥絵  
2013.10 チャイルド本社  

60 したきりすずめ  

メルヘン立体童話企画∥制作  

佐竹玲∥文  
2002.11 メイト  

61 しっぽのはたらき  

川田健∥文  

薮内正幸∥絵  
2011.1 福音館書店  

62 しゅっぱつしんこう！  山本忠敬∥作  2014.1 福音館書店  

https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01510966
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00515436
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01486968
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01632333
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01509739
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01509741
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01508055
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01508055
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01509753
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00763575
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00763575
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01486967
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01486967
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01352190
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01511075
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01510962
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01210611
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01210611
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01358509
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01358509
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01662932
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01214101
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01511062
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00989816
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01210612


63 
しりとりのだいすきなお

うさま  

中村翔子∥作  

はたこうしろう∥絵  
2004.3 鈴木出版  

64 スイミー  

レオ＝レオニ∥作  

谷川俊太郎∥訳  
2010.11 好学社  

65 すっぽんぽんのすけ  もとしたいづみ∥作  2009.2  鈴木出版  

66 すてきな三にんぐみ  トミー＝アンゲラー∥作  2001.3  偕成社  

67 ぜったいにあけちゃダメ？ ビルコッター∥さく  2021 
サンクチュアリ

出版  

68 せつぶん  

 
2014.10 チャイルド本社  

69 せんたくかあちゃん  さとうわきこ∥作絵  2003.11  福音館書店   

70 せんろはつづく  

竹下文子∥文  

鈴木まもる∥絵  
2010.9 金の星社  

71 ぞうくんのさんぽ  なかのひろたか∥作絵  1999.3  福音館書店  

72 そらまめくんのベッド  なかやみわ∥作絵  2001.11 福音館書店  

73 
そらまめくんのぼくのい

ちにち  

なかやみわ∥作  2015.3 小学館  

74 
だいおういかのいかたろ

う  

ザ・キャビンカンパニー∥作・

絵  
2015.9 鈴木出版  

75 だいすきっていいたくて  

カール・ノラック∥文  

クロード・Ｋ・デュボワ∥絵  
2008.10 ほるぷ出版  

76 だじゃれ世界一周  長谷川義史∥作  2017.7 理論社  

77 だじゃれ日本一周  長谷川義史∥作  2011.4 理論社  

78 たすけて！  

ラビッツアイ∥文・構成  

森のくじら∥絵  
2013.10 チャイルド本社  

79 たなばた  

 
2014.10 チャイルド本社  

80 たなばたバス  藤本ともひこ∥作・絵  2015.4 鈴木出版  

81 たまごにいちゃん あきやまただし∥作絵  2003 鈴木出版  

82 たまごのあかちゃん  

かんざわとしこ∥文  

やぎゅうげんいちろう∥絵  
2009.1 福音館書店  

83 だるまさんが  かがくいひろし∥作  2010.5  ブロンズ新社  

84 だるまさんと  かがくいひろし∥作  2011.11 ブロンズ新社  

85 だるまさんの  かがくいひろし∥作  2010.12 ブロンズ新社  

https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00397539
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00397539
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00976913
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00849029
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00744842
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01777979
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01282008
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01508104
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01510992
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01508054
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01509742
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01298187
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01298187
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01338613
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01338613
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00830786
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01480754
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01007211
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01214102
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01282003
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01310681
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01068858
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01510965
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01509870
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01509869
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01509871


86 
だるまちゃんとかみなり

ちゃん  

加古里子∥作・絵  2016.12 福音館書店  

87 
だるまちゃんとてんぐち

ゃん  

加古里子∥作・絵  2016.12 福音館書店  

88 たろうくんのじどうしゃ  山本忠敬∥作・絵  2006.4 チャイルド本社  

89 ダンゴムシみつけたよ  皆越ようせい∥写真・文  2005.11 ポプラ社  

90 ちいちゃんのかげおくり  

あまんきみこ∥作  

上野紀子∥絵  
2014.7 あかね書房  

91 ちか 100 かいだてのいえ いわいとしお∥［作］  2010 偕成社  

92 ちからたろう  いまえよしとも∥文  2004.11 ポプラ社  

93 ちびゴリラのちびちび  ルース・ボーンスタイン∥作  2003.7  ほるぷ出版  

94 ちゅーちゅー  宮西達也∥作絵  2010.1 鈴木出版  

95 でんしゃにのって  とよたかずひこ∥著  2006.4 アリス館  

96 どうぞのいす  

香山美子∥作  

柿本幸造∥絵  
2005.6 チャイルド本社  

97 
どうぶつしんちょうそく

てい  

聞かせ屋。けいたろう∥文   

高畠純∥絵  
2016.11 アリス館  

98 ともだちや  

内田麟太郎∥作  

降矢なな∥絵  
2006.3 偕成社  

99 どんぐりむらのぱんやさん なかやみわ∥さく  2019 学研プラス  

100 トラネコとクロネコ  宮西達也∥作絵  2015.1 鈴木出版  

101 にじいろのさかな  マーカス・フィスター∥作  2001.4  講談社   

102 にゃーご  宮西達也∥作  絵  2003.1  鈴木出版   

103 
にんじんとごぼうとだい

こん  

和歌山静子∥絵  2007.3 鈴木出版  

104 ねずみくんのチョッキ  なかえよしを∥作  2004.4 ポプラ社   

105 ねずみのいもほり  山下明生∥作  2006.1  チャイルド本社   

106 
ねずみのえんそく もぐらの

えんそく 
藤本四郎∥作絵  2009 チャイルド本社  

107 ねずみのかいすいよく  山下明生∥作   2007.5  チャイルド本社   

108 
ノラネコぐんだんパンこ

うじょう  

工藤ノリコ∥著  2017.7 白泉社  

109 のりものいろいろかくれんぼ  いしかわこうじ∥作絵  2007.2 ポプラ社   

https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01427828
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01427828
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01427823
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01427823
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00526383
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01508067
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01250753
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00974675
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00430580
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00321006
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00918512
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01510967
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01508058
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01508060
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01508060
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01508062
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01619535
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01288192
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01510979
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01508066
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00596320
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00596320
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01510973
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00507717
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00877930
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00877930
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00599917
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01477453
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01477453
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00580376


110 はじめてのおつかい  筒井  頼子∥作  1999.3 福音館書店  

111 はっぱのおうち  

征矢  清∥作  

林明子∥絵   
2010.1 福音館書店   

112 はははのはなし  加古里子∥文・絵  2011.1 福音館書店   

113 パパ、お月さまとって！  エリック・カール∥著   2015 偕成社  

114 バムとケロのおかいもの  島田ゆか∥作・絵  2010.2 文渓堂   

115 バムとケロのさむいあさ  島田ゆか∥作・絵  2012.1 文渓堂   

116 バムとケロのそらのたび  島田ゆか∥作・絵  2009.3 文渓堂   

117 バムとケロのにちようび  島田ゆか∥作・絵  2008.3 文渓堂   

118 バムとケロのもりのこや  島田ゆか∥作・絵  2013.3 文渓堂   

119 はらぺこあおむし   エリック・カール∥作   1994.5  偕成社   

120 バルボンさんのおでかけ  とよたかずひこ∥著  2007.2 アリス館   

121 ハロウィンのかくれんぼ いしかわこうじ∥作絵  2019 ポプラ社  

122 ひなまつり・こどものひ  

 
2014.10 

チャイルド本

社   

123 100 かいだてのいえ いわいとしお∥［作］  2009 偕成社  

124 ぴょーん  まつおかたつひで∥作絵    2004.4 ポプラ社   

125 びょうきにまけない！  

ラビッツアイ∥文・構成  

冬野いちこ∥絵  
2015.12 

チャイルド本

社   

126 ふしぎなタネやさん  みやにしたつや∥作・絵  2014.5 金の星社   

127 ふゆのよるのおくりもの  芭蕉みどり∥作絵  2004.11 ポプラ社  

128 フレデリック  レオ＝レオニ∥作  2016.11 好学社   

129 ぶんぶくちゃがま  

メルヘン立体童話企画∥制作  

佐竹玲∥文  
2003.1 メイト   

130 へびくんのおさんぽ  いとうひろし∥作絵  2006.1 鈴木出版  

131 へんしんオバケ  あきやまただし∥作絵  2007.8 金の星社  

132 へんしんトンネル  あきやまただし∥作絵  2007.8 金の星社  

133 ぼくのくれよん  長新太∥おはなし  絵  2003.9 講談社  

134 
ぽんたのじどうはんばい

き  

加藤ますみ∥作  

水野二郎∥絵  
2007.3 チャイルド本社  

135 まーだだよ 
間部香代∥作  

ひろかわさえこ∥絵  
2019 鈴木出版  

https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01508068
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00917459
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00989820
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01292070
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00921523
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01058437
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01511953
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01508065
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01141950
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01511014
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00575242
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01632787
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01282001
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00902449
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00436593
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01352192
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01235972
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00430583
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01419818
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01511076
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00513858
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01114236
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01511020
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01508056
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00587030
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00587030
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01592035


136 まどから★おくりもの  五味太郎∥作絵  2003.11 偕成社  

137 まめまきバス 藤本ともひこ∥作絵  2019 鈴木出版  

138 ミッケ！３  クリスマス  

ウォルター・ウィック∥写

真  

糸井重里∥訳  

2015.12 小学館  

139 みんなうんち  五味太郎∥作  2011.1 福音館書店  

140 みんなでんしゃ  

薫くみこ∥作  

かとうようこ∥絵  
2009.2 チャイルド本社  

141 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  
2008 福音館書店  

142 もぐらバス 
佐藤雅彦∥原案  

うちのますみ∥文絵  
2011 偕成社  

143 もこもこもこ  谷川俊太郎∥作  2006.3 文研出版   

144 もちつき・おしょうがつ  

 
2014.10 

チャイルド本

社   

145 もったいないばあさん  真珠まりこ∥作絵  2008.2 講談社  

146 ももたろう  

松居直∥文  

赤羽末吉∥画  
2016.1 福音館書店  

147 もりのおふろ  西村敏雄∥作  2010.1 福音館書店  

148 もりのかくれんぼう  

末吉暁子∥作  

林明子∥絵  
2006.3 偕成社  

149 やさいさん  tupera tupera∥作絵   2015.6 学研プラス   

150 ゆうたとさんぽする  きたやまようこ∥作   2008.3 あかね書房   

151 ゆうたはともだち  きたやまようこ∥作   2007.7 あかね書房   

152 妖怪交通安全  広瀬克也∥作   2015.4 絵本館   

153 よかったねネッドくん  

レミー・シャーリップ∥

作   
2010.11 偕成社   

154 よくばりすぎたねこ  さとうわきこ∥作絵   2005.2 メイト   

155 リンチェはどこ？  シブ・ポスツマ∥作絵   2016.7 
ワールドライブ

ラリー   

156 れいぞうこ  新井洋行∥作絵   2015.10 偕成社   

157 わにわにのおふろ  

小風さち∥文  

山口マオ∥絵   
2009.1 福音館書店   

https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01510972
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01587249
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01350830
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00989824
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00852971
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00777190
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01035596
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01510970
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01281997
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01508061
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01358512
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01510961
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01508064
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01511955
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00783110
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00607988
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01509868
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00974677
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00439065
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01401761
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01332992
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00844244


159 わんわんわんわん 高畠純∥作  2020 理論社  

160 
わんぱくだんのはしれ！

いちばんぼし  

ゆきのゆみこ・上野与志∥

作  

末崎茂樹∥絵   

2006.3 
チャイルド本

社   

 

嬉野図書館 
 

大型えほんの貸出条件については嬉野図書館（TEL：0598-48-1800）にお

問い合わせください。  

 

No.  書名   著者名   出版年   出版社   

 1 あるのかな  織田  道代∥作  2007.6 鈴木出版  

 2 おおきなかぶ  

Ａ．トルストイ∥

再話  
1998.3 福音館書店  

 3 おじさんのかさ  佐野  洋子∥作  絵  2003.9 講談社  

 4 おばけのてんぷら  

せな  けいこ∥作  

絵  
2003.8 ポプラ社  

 5 おやさいどうぞ   

きのした  けい∥

作  

阿部  真由美∥絵   

2020.5  コクヨ   

 6 からすのパンやさん  

かこ  さとし∥作  

絵  
1997.5 偕成社  

 7 きょだいなきょだいな  長谷川  摂子∥作  2001.11 福音館書店  

 8 きんぎょがにげた  五味  太郎∥作  2009.1 福音館書店  

 9 くだものいろいろかくれんぼ   

いしかわ  こうじ

∥作  絵   
2016.3  ポプラ社   

 10 ころころころ  元永  定正∥作  2010.1 福音館書店  

 11 サンドイッチサンドイッチ   小西  英子∥作   2014.1  福音館書店   

 12 そらまめくんのベッド  

なかや  みわ∥さ

く  え  
2001.11 福音館書店  

 13 だるまさんが  

かがくい  ひろし

∥さく  
2010.5 ブロンズ新社  

 14 だるまさんと  

かがくい  ひろし

∥さく  
2011.11 ブロンズ新社  

https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01658417
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00518202
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00518202
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00613041
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00436595
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00436598
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00323433
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01683416
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00436594
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00436596
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00844242
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01376039
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00917461
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01210611
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00436599
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00945241
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01052382


 15 だるまさんの  

かがくい  ひろし

∥さく  
2011.12 ブロンズ新社  

 16 ダンゴムシみつけたよ  

皆越  ようせい∥

写真  文  
2005.11 ポプラ社  

 17 ちいさなきいろいかさ  

にしまき  かやこ

∥イラスト  
2003.8 金の星社  

 18 ちいさなくれよん  篠塚  かをり∥作  2002.5 金の星社  

 19 ちびごりらのちびちび  

ルース  ボーンス

タイン∥さく  
2003.7 はるぷ出版  

 20 Dear zoo  Rod Campbell  2009  

Macmillan 

Children's 

Books  

 21 でんしゃにのって  

とよた  かずひこ

∥著  
2006.4 アリス館  

 22 伝説の迷路  

香川  元太郎∥作  

絵  
2013.2 ＰＨＰ研究所  

 23 どうぞのいす  香山  美子∥作  2005.6 チャイルド社  

 24 どうぶついろいろかくれんぼ  

いしかわ  こうじ

∥作  絵  
2007.2 ポプラ社  

 25 どうぶつしんちょうそくてい  

聞かせ屋。けいた

ろう∥文高畠  純∥

絵   

2016  アリス館   

 26 ともだちや  内田  麟太郎∥作  2006.3 偕成社  

 27 どんぐりたろうのき  鶴見  正夫∥作  2004.2 佼成出版社  

 28 なにをたべてきたの？  岸田  衿子∥文  2005.2 佼成出版社  

 29 にゃーご  宮西  達也∥作  絵  2003.1 鈴木出版  

30 ノラネコぐんだんきしゃぽっぽ   工藤  ノリコ∥著   2019.9  白泉社   

 31 のりものいろいろかくれんぼ  

いしかわ  こうじ

∥作  絵  
2007.2 ポプラ社  

 32 はじめまして  

新沢  としひこ∥

作  
2006.3 鈴木出版  

 33 バムとケロのそらのたび  

島田  ゆか∥作  

絵  
2009.3 文溪堂  

https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00987121
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00494528
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00320930
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00240155
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00321006
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01458361
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00518949
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01139668
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00467496
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00580379
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01421126
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00515438
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00436597
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00439066
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00286976
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01628739
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00580376
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00527690
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00852972


 34 バムとケロのにちようび  

島田  ゆか∥作  

絵  
2008.3 文溪堂  

 35 ぴょーん  

まつおか  たつひ

で∥作  絵  
2004.4 ポプラ社  

 36 文明の迷路  

香川  元太郎∥作  

絵  
2013.2 ＰＨＰ研究所  

 37 へんしんトンネル  

あきやま  ただし

∥作  絵  
2007.8 金の星社  

 38 ぼくのくれよん  

長  新太∥おはな

し  え  
2003.9 講談社  

 39 もこもこもこ  谷川  俊太郎∥作  2006.3 文研出版  

 40 もりのおふろ  西村  俊雄∥さく  2010.1 福音館書店   

 

https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00781557
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00436593
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/01139665
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00615040
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00335383
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00518943
https://library.city.matsusaka.mie.jp/opac/disp/id/00917462

