
書名 著者名 出版社 出版年

1 あいうえおりょうりめしあがれ accototo著 イースト・プレス 2018

2 あかちゃんがどんぶらこ！
アラン・アールバーグ文，エマ・チ
チェスター・クラーク絵，なかがわ
ちひろ訳

徳間書店 2018

3 あのくもなあに？ 富安　陽子ぶん，山村　浩二え 福音館書店 2018

4 あむ 小風 さちさく，山口 マオえ 福音館書店 2018

5 あめのひ
サム・アッシャー作・絵，吉上恭太
訳

徳間書店 2017

6 石はなにからできている? 西村 寿雄文，武田 晋一写真 岩崎書店 2018

7 いろいろおてがみ えがしらみちこ作 小学館 2017

8 いろいろはっぱ
小寺卓矢写真・文，佐藤孝夫監
修

アリス館 2017

9 インサイドアウトサイド
アンヌ=マルゴ・ラムシュタイン作，
マティアス・アレギ作

ほるぷ出版 2018

10 ウサギのすあなにいるのはだあれ?
ジュリア・ドナルドソン文，ヘレン・
オクセンバリー絵，とたにようこ訳

徳間書店 2017

11 うし 内田麟太郎詩，高畠純絵 アリス館 2017

12 うずらかあさんとたまご 島野 雫さく・え 教育画劇 2018

13 うちゅうはきみのすぐそばに
いわや けいすけぶん，みねお み
つえ

福音館書店 2018

14 王さまのスプーンになったおたまじゃくし さくら 文葉作，佐竹 美保絵 ＰＨＰ研究所 2018

15 おさがり
くすのき しげのりさく，北村 裕花
え

東洋館出版社 2018

16 おしろのばん人とガレスピー
ベンジャミン・エルキンぶん，
ジェームズ・ドーハーティえ，小宮
由やく

大日本図書 2017

17 おすわりどうぞ しもかわら ゆみ作 講談社 2018

18 おなかのなかで 島野雫作・絵 教育画劇 2017

19 オレ、カエルやめるや
デヴ・ペティぶん，マイク・ボルト
え，こばやしけんたろうやく

マイクロマガジン社 2017

20 かいちゅうでんとう みやこし あきこさく 福音館書店 2018

21 かんけり 石川 えりこ作 アリス館 2018

22 きのうえのおうちへようこそ!
ドロシア・ウォーレン・フォックス
作，おびかゆうこ訳

偕成社 2017

23 きみもこねこなの?
エズラ・ジャック・キーツ作・絵，当
麻 ゆか訳

徳間書店 2017

24 きゃべつばたけのぴょこり 甲斐信枝さく 福音館書店 2017

25 きょう、おともだちができたの 得田 之久作，種村 有希子絵 童心社 2018

26 きりみ 長嶋 祐成え・ぶん 河出書房新社 2018

27 クマと森のピアノ
デイビッド・リッチフィールド作，俵
万智訳

ポプラ社 2017

28 ごちそうの木 ジョン・キラカ作，さくまゆみこ訳 西村書店 2017

29 このあいだになにがあった? 佐藤雅彦作，ユーフラテス作 福音館書店 2017

30 ごはんはおいしい ぱくきょんみ文，鈴木理策写真 福音館書店 2017

31 サイアク! 花田鳩子作，藤原ヒロコ絵 PHP研究所 2017

32 さかなのたまご 内山りゅう写真・文 ポプラ社 2017
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33 サンタクロースのはるやすみ
ロジャー・デュボアザンぶん・え，
小宮由やく

大日本図書 2017

34 しっぱいなんかこわくない!
アンドレア・ベイティー作，デイ
ヴィッド・ロバーツ絵，かとうりつこ
訳

絵本塾出版 2017

35 重力って…… ジェイソン・チン作，竹内薫訳 偕成社 2017

36 じょやのかね とうごうなりささく 福音館書店 2017

37 しろさんとちびねこ
エリシャ・クーパー作，椎名かお
る訳

あすなろ書房 2017

38 しんごうきピコリ ザ・キャビンカンパニー作・絵 あかね書房 2017

39 すごいね!みんなの通学路
ローズマリー・マカーニー文，西
田佳子訳

西村書店 2017

40 ずっと　ねがいはひとつだけ
ケイト・クライス文，M.サラ・クライ
ス絵，なかがわ ちひろ訳

WAVE出版 2018

41 スムート
ミシェル・クエヴァス文，シドニー・
スミス絵，いわじょう よしひと訳

BL出版 2018

42 せかいでさいしょのポテトチップス
アン・ルノー文，フェリシタ・サラ
絵，千葉 茂樹訳

BL出版 2018

43 ソラタとヒナタ かんの ゆうこさく，くま あやこえ 講談社 2018

44 たったひとつのどんぐりが
ローラ・M.シェーファーぶん，アダ
ム・シェーファーぶん，フラン・プレ
ストン=ガノンえ，せな あいこやく

評論社 2018

45 ちっちゃいおおきいおんなのこ 
クレア・キーンさく，なかがわ ちひろ
やく

ほるぷ出版 2018

46 チトくんとにぎやかないちば
アティヌーケ文，アンジェラ・ブ
ルックスバンク絵，さくま ゆみこ
訳

徳間書店　 2018

47 ちょっとおんぶ 岩瀬成子作，北見葉胡絵 講談社 2017

48 でこぼこぬりぬりなにがでる? 松田 奈那子作 アリス館 2018

49 てをつなぐ 鈴木まもる作 金の星社 2017

50 てんこうせいはワニだった! おのりえん作・絵 こぐま社 2017

51 どしゃぶり
おーなり 由子ぶん，はた こうしろ
うえ

講談社 2018

52 ともだちのときちゃん 岩瀬成子作，植田真絵 フレーベル館 2017

53 なくのかな 内田 麟太郎作，大島 妙子絵 童心社 2018

54 ひとりになったライオン 夏目義一文・絵 福音館書店 2017

55 ヒョウのハチ 門田 隆将ぶん，松成 真理子え 小学館 2018

56 へたなんよ ひこ・田中文，はまのゆか絵 光村教育図書 2017

57 ぼくが見たお父さんのはじめてのなみだ そうま こうへい作，石川 えりこ絵 佼成出版社 2018

58 ぼくのなまえはへいたろう 灰島 かり文，殿内 真帆，絵 福音館書店 2018

59 ぼくのもものき 広野多珂子文・絵 福音館書店 2017

60 ぽつぽつぽつだいじょうぶ? しもかわらゆみ作 講談社 2017

61 みずとはなんじゃ？ かこ さとし作，鈴木 まもる絵 小峰書店 2018

62 もうちょっともうちょっと きむら ゆういち文，高畠 純絵 福音館書店 2018

63 もぐらはすごい
アヤ井 アキコ著，川田 伸一郎監
修

アリス館 2018
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