
書名 著者名 出版社 出版年

1 あめ・のち・ともだち 北原未夏子作，市居みか絵 国土社 2015

2 アレハンドロの大旅行 きたむらえりさく・え 福音館書店 2015

3 いえができるまで 砺波周平取材・構成・写真
ひさかたチャイ
ルド

2016

4 うおいちば 安江リエぶん，田中清代え 福音館書店 2016

5 うしのもーさん 風木一人作，西村敏雄絵 教育画劇 2015

6 うみのそこたんけん 中川ひろたかぶん，澤野秋文え アリス館 2016

7 おきたらごはん 岩合光昭作 福音館書店 2015

8 おじいちゃんのコート
ジム・エイルズワース文，バーバ
ラ・マクリントック絵，福本友美子
訳

ほるぷ出版 2015

9 おたからパン 真珠まりこ作・絵
ひさかたチャイ
ルド

2016

10 おのまとぺの本 だんきょうこ書，ニシワキタダシ絵 高陵社書店 2016

11 おひめさまはねむりたくないけれど
メアリー・ルージュさく，パメラ・ザ
ガレンスキーえ，浜崎絵梨やく

そうえん社 2015

12 かぁかぁもうもう 丹治匠さく こぐま社 2016

13 かあちゃんえほんよんで かさいまり文，北村裕花絵 絵本塾出版 2016

14 かき氷 細島雅代写真，伊地知英信文 岩崎書店 2015

15 かげはどこ 木坂涼ぶん，辻恵子え 福音館書店 2016

16 キナコ いとうみく作，青山友美絵 ＰＨＰ研究所 2015

17 きょうはかぜでおやすみ
パトリシア・マクラクランぶん，ウィ
リアム・ペン・デュボアえ，小宮由
やく

大日本図書 2016

18 くまくんとうさぎくん　くもようび
さえぐさ ひろこ文，おぐら ひろか
ず絵

アリス館 2015

19 くれよんがおれたとき かさいまりさく，北村裕花え くもん出版 2015

20 けんかともだち 丘修三作，長谷川 知子絵 鈴木出版 2015

21 このあしだあれ ﾈｲﾁｬｰ＆ｻｲｴﾝｽ編 河出書房新社 2015

22 ごはん 平野恵理子作 福音館書店 2015

23 こぶたのピクルス 小風さち文，夏目ちさ絵 福音館書店 2015

24 ゴリラのおとうちゃん 三浦太郎作 こぐま社 2015

25 さかなだってねむるんです
伊藤勝敏写真，嶋田泰子文，瀬
能 宏監修

ポプラ社 2015

26 ジャガーとのやくそく
アラン・ラビノヴィッツ作，カティ
ア・チエン絵，美馬 しょうこ訳

あかね書房 2015

27 しゅくだい大なわとび 福田岩緒作・絵 ＰＨＰ研究所 2016

28 10ねこ 岩合光昭作 福音館書店 2016

29 女王さまのぼうし
スティーブ・アントニーさく，せな
あいこやく

評論社 2015

30 す～べりだい 鈴木のりたけ作・絵 PHP研究所 2015

31 せなかのともだち 萩原弓佳作，洞野志保絵 ＰＨＰ研究所 2016

32 ぞうきばやしのすもうたいかい 広野多珂子作，廣野研一絵 福音館書店 2016

33 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 2015

34 ただしいもちかたの絵本
WILLこども知育研究所編・著，す
みもとななみ絵

金の星社 2016

35 たぬきえもん 藤巻愛子再話，田澤茂絵 福音館書店 2016
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36 ちっちゃなサリーはみていたよ
ジャスティン・ロバーツぶん，クリ
スチャン・ロビンソンえ，中井 はる
のやく

岩崎書店 2015

37 ちゃいろいつつみ紙のはなし
アリソン・アトリー作，松野正子
訳，殿内真帆絵

福音館書店 2015

38 つみつみでんしゃ 薫くみこ作，かとうようこ絵
ひさかたチャイ
ルド

2015

39 でんごんでーす
マック・バーネット文，ジェン・カ
ラーチー絵，林木林訳

講談社 2015

40 とうだい 斉藤倫文，小池アミイゴ絵 福音館書店 2016

41 どうろこうじのくるま こわせもりやす作 偕成社 2015

42 ともだちってだれのこと？ 岩瀬成子作，中沢美帆絵 佼成出版社 2015

43 トルーシー・トルトルとトラ
ヘレン・スティーブンズ作，ふしみ
みさを訳

BL出版 2016

44 とんでもない 鈴木のりたけ作・絵 アリス館 2016

45 ニコニコ・ウイルス くすのきしげのり作，佐竹美保絵 ＰＨＰ研究所 2016

46 ねこってこんなふう?
ブレンダン・ウェンツェルさく，石津
ちひろやく

講談社 2016

47 はじめてのオーケストラ 佐渡裕原作，はたこうしろう絵 小学館 2016

48 はっきょいどーん やまもとななこ作 講談社 2015

49 はなちゃんのはやあるきはやあるき 宇部京子さく，菅野博子え 岩崎書店 2015

50 ピーレットのやさいづくり
ウルリカ・ヴィドマーク文，イング
リッド・ニイマン絵，高橋麻里子訳

岩波書店 2016

51 100円たんけん
中川ひろたかぶん，岡本よしろう
え

くもん出版 2016

52 ふくろうおやこ　おやここうもり
マリー=ルイーズ・フィッツパトリッ
ク作

ＢＬ出版 2016

53 ペットのきんぎょがおならをしたら…？
マイケル・ローゼン作，トニー・ロ
ス絵，ないとうふみこ訳

徳間書店 2016

54 ぼくのジィちゃん くすのきしげのり作，吉田尚令絵 佼成出版社 2015

55 ぼくは、チューズデー
ルイス・カルロス・モンタルバン
文，ブレット・ウィッター共著，ダ
ン・ディオン写真，おびかゆうこ訳

ほるぷ出版 2015

56 ぼくのいちにちどんなおと？ 山下洋輔文，むろまいこ絵 福音館書店 2016

57 まじょがかぜをひいたらね 高畠じゅん子さく，高畠純え 理論社 2015

58 まっていたてがみ
セルジオ・ルッツィア作，福本 友
美子訳

光村教育図書 2015

59 まどべにならんだ五つのおもちゃ
ケビン・ヘンクス作・絵，松井るり
子訳

徳間書店 2016

60 まめまめくん
デヴィッド・カリ文，セバスチャン・
ムーラン絵，ふしみみさを訳

あすなろ書房 2016

61 まるごとごくり!
シンシア・ジェイムソン再話，アー
ノルド・ローベルえ，小宮由やく

大日本図書 2016

62 むしこぶみつけた 新開孝写真・文 ポプラ社 2016

63 めいちゃんの５００円玉 なかがわちひろ作・絵 アリス館 2015

64 目でみることばのずかん
おかべたかし文，やまでたかし写
真

東京書籍 2016

65 やさいぺたぺたかくれんぼ 松田奈那子作 アリス館 2015

66 よるのかえりみち みやこしあきこ作 偕成社 2015

67 わかってるもん ひろかわ さえこ著
ハッピーオウル
社

2016

68 わたしのいえ カーソン・エリス作，木坂涼訳 偕成社 2016

69 わたしのそばできいていて リサ・パップ作，菊田まりこ訳 ＷＡＶＥ出版 2016
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