
タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

いつもだれかが ユッタ・バウアー／作・絵 徳間書店 2002 E/ｲﾂ

仮名手本忠臣蔵 吉田 愛／文・絵 講談社 2017 E/ｶﾅ

ガール・イン・レッド ロベルト・インノチェンティ／原案 絵 西村書店 2013 E/ｶﾞﾙ

くまとやまねこ 湯本 香樹実／ぶん 河出書房新社 2008 E/ｸﾏ

黒グルミのからのなかに ミュリエル・マンゴー／文 西村書店 2007 E/ｸﾛ

クラウディアのいのり 村尾 靖子／文 ポプラ社 2008 E/ｸﾗ

ジェーンとキツネとわたし イザベル・アルスノー／絵 西村書店 2015 E/ｼﾞｪ

進化のはなし スティーブ・ジェンキンズ／作 評論社 2006 E/ｼﾝ

ぜつぼうの濁点 原田 宗典／作 教育画劇 2006 E/ｾﾞﾂ

つみきのいえ 加藤 久仁生／絵 白泉社 2008 E/ﾂﾐ

ときめきのへや セルジオ・ルッツィア／作 講談社 2013 E/ﾄｷ

はっぴぃさん 荒井 良二／[作] 偕成社 2003 E/ﾊﾂ

マッチ箱日記 ポール・フライシュマン／文 BL出版 2013 E/ﾏｯ

りんごかもしれない ヨシタケ シンスケ／作 ブロンズ新社 2013 E/ﾘﾝ

ルリユールおじさん いせ ひでこ／作 講談社 2011 E/ﾙﾘ

アンデルセン3つの愛の物語 H.C.アンデルセン／原作 学研 2005 726/ｱﾝ

綱渡りの男 モーディカイ・ガースティン／作 小峰書店 2005 726/ｶﾞｽ

金曜日の砂糖ちゃん 酒井 駒子／[作] 偕成社 2003 726/ｻｶ

魔笛 ミヒャエル・ゾーヴァ／画 講談社 2002 726/ｿﾞｳﾞ

おじいちゃんとパン たな／え・ぶん パイインターナショナル 2017 726/ﾀﾅ

かないくん 谷川 俊太郎／作 東京糸井重里事務所 2014 726/ﾏﾂ

ピーボディ先生のりんご マドンナ／作 ホーム社 2004 726/ﾛﾝ

森の地図 阿部 夏丸／文 ブロンズ新社 2005 913/ｱﾍﾞ/

ゴールディーのお人形 M.B.ゴフスタイン／作 すえもりブックス 2003 933/ｺﾞﾌ

ピアノ調律師 M.B.ゴフスタイン／作・絵 すえもりブックス 2005 933/ｺﾞﾌ

ほか
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タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

おおきな木 シェル・シルヴァスタイン／作 あすなろ書房 2010 E/ｵｵ

おじさんのかさ 佐野 洋子／作・絵 講談社 1992 E/ｵｼﾞ

木を植えた男 ジャン・ジオノ／原作 あすなろ書房 1989 E/ｷｵ

ことりをすきになった山 エリック=カール／絵 偕成社 1987 E/ｺﾄ

西風号の遭難 クリス・ヴァン・オールズバーグ／絵と文 河出書房新社 1985 E/ｾｲ

すてきな三にんぐみ　 トミー=アンゲラー／さく 偕成社 2003 E/ｽﾃ

せいめいのれきし バージニア・リー・バートン／文・絵 岩波書店 2015 E/ｾｲ

せかいのはてってどこですか? アルビン・トゥレッセルト／さく 童話館出版 1995 E/ｾｶ

たいせつなこと マーガレット・ワイズ・ブラウン／さく フレーベル館 2001 E/ﾀｲ

ちいさいおうち ばーじにあ・りー・ばーとん／ぶんとえ 岩波書店 2001 E/ﾁｲ

100万回生きたねこ      佐野 洋子／作・絵 講談社 1977 E/ﾋｬ

ペツェッティーノ レオ・レオニ／作 好学社 1978 E/ﾍﾟﾂ

ヤクーバとライオン ティエリー・デデュー／作 講談社 2008 E/ﾔｸ

よあけ ユリー・シュルヴィッツ／作・画 福音館書店 1977 E/ﾖｱ

ルピナスさん バーバラ・クーニー／さく ほるぷ出版 1987 E/ﾙﾋﾟ

わすれられないおくりもの スーザン・バーレイ／作・絵 評論社 1987 E/ﾜｽ

絵ときゾウの時間とネズミの時間 本川 達雄／文 福音館書店 1994 481/ﾓﾄ

ぼくを探しに シルヴァスタイン／作 講談社 1979 726/ｼﾙ
ほか

タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

穴の本 ピーター・ニューエル／作 亜紀書房 2016 E/ｱﾅ

アルファベット クヴィエタ・パツォウスカー／作 ほるぷ出版 1996 E/ｱﾙ

生きる 谷川 俊太郎／詩 福音館書店 2017 E/ｲｷ

エイラトさんのへんしんどうぶつえん ロイス・エイラト／さく 偕成社 1997 E/ｴｲ

終わらない夜 セーラ・L.トムソン／文 ほるぷ出版 2005 E/ｵﾜ

きりのなかのサーカス ブルーノ・ムナーリ／作 フレーベル館 2009 E/ｷﾘ

くも 新宮 晋／さく 文化出版局 1979 E/ｸﾓ

最初の質問 長田 弘／詩 講談社 2013 E/ｻｲ

空の絵本 長田 弘／作 講談社 2011 E/ｿﾗ

たんじょうびのおくりもの ブルーノ・ムナーリ／作 フレーベル館 2011 E/ﾀﾝ

光の旅かげの旅 アン・ジョナス／作 評論社 1984 E/ﾋｶ

百年の家 ロベルト・インノチェンティ／絵 講談社 2010 E/ﾋｬ

ぶどう酒びんのふしぎな旅 藤城 清治／影絵 講談社 2010 E/ﾌﾞﾄﾞ

リンドバーグ トーベン・クールマン／作 ブロンズ新社 2015 E/ﾘﾝ

和菓子の絵本 平野 恵理子／作 あすなろ書房 2010 E/ﾜｶﾞ

魔笛 ミヒャエル・ゾーヴァ／画 講談社 2002 726/ｿﾞｳﾞ

てつがくのライオン 工藤 直子／文 復刊ドットコム 2014 726/ﾁｮ

闇の夜に ブルーノ・ムナーリ／著 河出書房新社 2005 726/ﾑﾅ

ブローチ 渡邉 良重／絵 リトルモア 2004 726.5/ﾜﾀ

アライバル ショーン・タン／著 河出書房新社 2011 726.6/ﾀﾝ
ほか 山梨県立図書館
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　　　　　うつくしい絵本・詩の本


