
書名 出版社 著者 請求記号 書名 出版社 著者 請求記号

1 あーちゃんちはパンやさん　 福音館書店
ねじめ 正一／作
井上 洋介／絵

E/ｲﾉ/ 33 だるまちゃんとはやたちゃん 福音館書店 加古 里子／さく ・え E/ｶｺ/

2 あむ　 福音館書店
小風 さち／さく
山口 マオ／え

E/ﾔﾏ/ 34 だんごむしのおうち 福音館書店
澤口 たまみ／ぶん
たしろ　ちさと／え

E/ﾀｼ/

3 生きる 福音館書店
谷川 俊太郎／詩
岡本 よしろう／絵

E/ｵｶ/ 35 ちいさなうみのかくれんぼ 福音館書店 齋藤 槙／さく E/ｻｲ/

4 うちゅうはきみのすぐそばに 福音館書店
いわや けいすけ／ぶん
みねお みつ／え

440 36 つくえはつくえ 偕成社 五味 太郎／[作] E/ｺﾞﾐ/

5 うどんやのたあちゃん 福音館書店 鍋田 敬子／さく E/ﾅﾍﾞ/ 37 てっちゃんのたんじょうび 福音館書店 丸木 ひさ子／さく E/ﾑﾗ/

6 王さまになった羊飼い 福音館書店
松瀬 七織／再話
イ ヨンギョン／絵

E/ｲ/ 38 でんしゃがきた 偕成社
竹下 文子／作
鈴木 まもる／絵

E/ｽｽﾞ/

7 おでこにピツッ　 福音館書店
三宮 麻由子／ぶん
斉藤 俊行／え

E/ｻｲ/ 39 でんしゃがきた! 福音館書店 石橋 真樹子／さく E/ｲｼ/

8
おべんとうをたべたかった
おひさまのはなし

福音館書店
本田 いづみ／文
伊野 孝行／絵

E/ｲﾉ/ 40 てんとうむしみつけた 福音館書店
岡島 秀治／ぶん
稲田 務／え

E/ｲﾅ/

9 かぜかぜかぜ こぐま社 山田 美津子／作 E/ﾔﾏ/ 41 とびますよ アリス館
内田 麟太郎／文
にしむら あつこ／絵

E/ﾆｼ/

10 かぞえてみよう 福音館書店 ディック・ブルーナ／ぶん･え E/ﾌﾞﾙ/ 42 どろにんげん 福音館書店 長 新太／さく E/ﾁﾖ/

11 カレーライス　 福音館書店 小西 英子／さく E/ｺﾆ/ 43 なぞってみたよ 福音館書店 福知 伸夫／さく E/ﾌｸ/

12 きょう、おともだちができたの　 童心社
得田 之久／作
種村 有希子／絵

E/ﾀﾈ/ 44 なぞなぞのみせ 偕成社
石津 ちひろ／なぞなぞ
なかざわ くみこ／え
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13 きょうはちょうどよいひより 福音館書店 こいで やすこ／さく E/ｺｲ/ 45 なつみはなんにでもなれる PHP研究所 ヨシタケ シンスケ／作・絵 E/ﾖｼ/

14 きょうりゅうたちがかぜひいた 小峰書店
ジェイン・ヨーレン／文
マーク・ティーグ／絵

E/ﾃｲ/ 46 なんでもできる!?　 偕成社 五味 太郎／[作] E/ｺﾞﾐ/

15 きょうりゅうたちがけんかした 小峰書店
ジェイン・ヨーレン／文
マーク・ティーグ／絵

E/ﾃｲ/ 47 ねぇ、しってる? 岩崎書店
かさい しんぺい／作
いせ ひでこ／絵

E/ｲｾ/

16 きょうりゅうたちのいただきます 小峰書店
ジェイン・ヨーレン／文
マーク・ティーグ／絵

E/ﾃｲ/ 48 ばけバケツ 小峰書店 軽部 武宏／作 E/ｶﾙ/

17
きょうりゅうたちの
おやすみなさい

小峰書店
ジェイン・ヨーレン／文
マーク・ティーグ／絵

E/ﾃｲ/ 49 はるのワンピースをつくりに　 ブロンズ新社
石井 睦美／文
布川 愛子／絵

E/ﾌｶ/

18 くいしんぼうのクジラ あかね書房 谷口 智則／作 E/ﾀﾆ/ 50 はんぶんちょうだい 福音館書店
佐々木 利明／ぶん
古川 タク／え

E/ﾌﾙ/

19 くさはらのわたしのへや 福音館書店 松岡 達英／さく E/ﾏﾂ/ 51 ぼくらはごりら 福音館書店
小風 さち／ぶん
阿部 知暁／え

E/ｱﾍﾞ

20 くぬぎむらのレストラン　 福音館書店 カズコ・G.ストーン／さく E/ｽﾄ/ 52 まんまるだあれ アリス館 いまもり みつひこ／文・切り絵 E/ｲﾏ/

21 くりくりくりひろい 福音館書店
澤口 たまみ／ぶん
サイトウ マサミツ／え

E/ｻｲ/ 53 みんなでたのしむまよいみち 福音館書店 安野 光雅／文・絵 E/ｱﾝ/

22 ぐるぐるちゃんかくれんぼ 福音館書店 長江 青／文・絵 E/ﾅｶﾞ/ 54 みんなでたのしむもりのえほん 福音館書店 安野 光雅／絵 E/ｱﾝ//

23
クルトンさんとはるの
どうぶつたち

福音館書店 宮島 千夏／さく E/ﾐﾔ/ 55 めろんさんがね… 童心社 とよた かずひこ／さく・え E/ﾄﾖ/

24 心ってどこにあるのでしょう？ 金の星社
こんの ひとみ／作
いもと ようこ／絵

E/ｲﾓ/ 56 やきざかなののろい ポプラ社 塚本 やすし／作 E/ﾂｶ/

25 ことりのおさら 福音館書店 叶内 拓哉／ぶん・しゃしん E/ｶﾉ/ 57 やきそばばんばん あかね書房 はらぺこめがね／作・装丁 E/ﾊﾗ/

26 さとやまさん アリス館
工藤 直子／文
今森 光彦／写真

E/ｲﾏ/ 58 やもじろうとはりきち 佼成出版社 降矢 なな／作・絵 E/ﾌﾘ/

27 さよならともだち 偕成社
内田 麟太郎／作
降矢 なな／絵

E/ﾌﾘ/ 59
ゆうちゃんのたこやき
パーティー

福音館書店 山田 ゆみ子／さく E/ﾔﾏ/

28 しんごうきピコリ あかね書房
ザ・キャビン
カンパニー／作・絵

E/ｻﾞｷ/ 60 ゆっくりくまさん 福音館書店
森 比左志／さく
西巻 茅子／え

E/ﾆｼ/

29 そらの100かいだてのいえ　 偕成社 いわい としお／[作] E/ｲﾜ/ 61
リサとガスパール
とうきょうへいく

ブロンズ新社
アン・グットマン／ぶん
ゲオルグ・ハレンスレーベン／え

E/ﾊﾚ/

30 だいすきセレスティア　 福音館書店 池谷 陽子／さく E/ｲｹ/ 62 わくせいキャベジ動物図鑑 アリス館 tupera tupera／作・絵 E/ﾂﾍﾟ/

31 だるまちゃんとかまどんちゃん 福音館書店 加古 里子／さく ・え E/ｶｺ/ 63 わたしたしざんできるの 福音館書店 ディック・ブルーナ／ぶん･え E/ﾌﾞﾙ/

32 だるまちゃんとキジムナちゃん　 福音館書店 加古 里子／さく ・え E/ｶｺ/ 64 ワタナベさん 偕成社 北村 直子／作 E/ｷﾀ/

【中央図書館は、７月１８日までは図書館館内でご覧ください。】

（平成30年度）

～千葉市幼稚園協会から寄贈されました～


