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越谷市立図書館 20１8年11月現在

No

タイトル

著者等

出版社

1 ありとすいか

たむら しげる／作・絵

ポプラ社

2 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

好学社

3 いたずらラッコとおなべのほし

神沢利子／文 長新太／絵

あかね書房

4 うさぎのくれたバレエシューズ

安房直子／文 南塚直子／絵

小峰書店

5 えんそく

片山 健／作

架空社

6 おおきなかぶ

トルストイ／再話 内田 莉莎子／訳 佐藤 忠良／画

福音館書店

7 おおきなきがほしい

さとう さとる／文 むらかみ つとむ／絵

偕成社

8 おおきな ものの すきな おうさま

安野 光雅／作･絵

メイト

9 おおはくちょうのそら

手島 圭三郎/画・文

リブリオ出版

10 おこる

中川 ひろたか/作 長谷川 義史/絵

金の星社

11 おじいちゃんのごくらくごくらく

西本 鶏介／作 長谷川 義史/絵

鈴木出版

12 おじさんのかさ

佐野 洋子／作･絵

講談社

13 おばけの地下室たんけん

ジャック・デュケノワ／作 おおさわ あきら／訳

ほるぷ出版

14 おばけのてんぷら

せな けいこ/作・絵

ポプラ社

15 おばけのバーバパパ

アネット＝チゾン作 やました はるお／訳

偕成社

16 おばけパーティ

ジャック・デュケノワ／作 おおさわ あきら／訳

ほるぷ出版

17 おばけびょうきになる

ジャック・デュケノワ／作 おおさわ あきら／訳

ほるぷ出版

18 おまえうまそうだな

宮西 達也／作・絵

ポプラ社

19 おまたせクッキー （英語版）

パット＝ハッチンス／作

偕成社

20 かたあしだちょうのエルフ

おのき がく／文・絵

ポプラ社

21 かばくん

岸田 衿子／作 中谷 千代子／絵

福音館書店

22 からすのパンやさん

かこ さとし／絵と文

偕成社

23 かわいそうなぞう

つちや ゆきお／文 たけべ もといちろう／絵

金の星社

24 ガンピーさんのふなあそび

ジョン・バーニンガム／作 みつよし なつや／訳

ほるぷ出版

25 きたきつねのゆめ

手島 圭三郎/画・文

リブリオ出版

26 きつねのでんわボックス

戸田 和代／作 たかす かずみ／絵

金の星社

27 キャベツくん

長 新太／文・絵

文研出版

28 きょだいなきょだいな

長谷川 摂子／作 降矢 なな／絵

福音館書店

29 きんぎょが にげた

五味 太郎／作

福音館書店

30 くじらだ！

五味 太郎／作・絵

岩崎書店

31 くまのコールテンくん

ドン・フリーマン／作 まつおか きょうこ／訳

偕成社

32 ぐりとぐら

なかがわ りえこ／作 おおむら ゆりこ／絵

福音館書店

33 ぐりとぐらのえんそく

中川 李枝子／文 山脇 百合子／絵

福音館書店

34 ぐりとぐらのおきゃくさま

中川 李枝子／文 山脇 百合子／絵

福音館書店

No

タイトル
35 ぐるんぱのようちえん

著者等

出版社

西内 みなみ／作 堀内 誠一／絵

福音館書店

36 グレート・ワンダーシップへようこそ！

五味 太郎／作

偕成社

37 月ようびはなにたべる？

エリック・カール／絵 もり ひさし／訳

偕成社

38 こすずめのぼうけん

ルース・エインズワース／作 堀内 誠一／画 石井 桃子／訳福音館書店

39 ことわざのえほん

西本 鶏介／編・文 高部 晴市／絵

鈴木出版

40 ころ ころ ころ

元永 定正／作

福音館書店

41 サンドイッチサンドイッチ

小西 英子／作

福音館書店

42 三びきのこぶた

瀬田 貞二／訳 山田 三郎／絵

福音館書店

43 三びきのやぎのがらがらどん

マーシャ・ブラウン/絵

福音館書店

44 しげちゃん

室井 滋／作 長谷川 義史／絵

金の星社

45 しっぽのはたらき

川田 健／文 薮内 正幸／絵

福音館書店

46 しゅっぱつしんこう！

山本 忠敬／作

福音館書店

47 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

鈴木出版

48 スイミー

レオ＝レオニ／作 谷川俊太郎／訳

好学社

49 すてきな三にんぐみ

せたていじ/訳

トミー＝アンゲラー／作 いまえ よしとも／訳

偕成社

50 せんたくかあちゃん

さとう わきこ／作･絵

福音館書店

51 せんろはつづく

竹下 文子／文 鈴木 まもる／絵

金の星社

52 ぞうくんのさんぽ

なかの ひろたか／作・絵

福音館書店

53 そらまめくんのベッド

なかや みわ／作・絵

福音館書店

54 たまごにいちゃん

あきやま ただし／作・絵

鈴木出版

55 だるまさんが

かがくい ひろし／作

ブロンズ新社

56 だるまさんと

かがくい ひろし／作

ブロンズ新社

57 だるまさんの

かがくい ひろし／作

ブロンズ新社

58 ダンゴムシみつけたよ

皆越 ようせい／写真・文

ポプラ社

59 ちいさなきいろいかさ

にしまき かやこ／イラスト もり ひさし／シナリオ

金の星社

60 ちいさなくれよん

篠塚 かをり／作 安井 淡／絵

金の星社

61 ちいちゃんのかげおくり

あまん きみこ／作 上野 紀子／絵

あかね書房

62 ちからたろう

いまえ よしとも／文 たしま せいぞう／絵

ポプラ社

63 ちびゴリラのちびちび

ルース・ボーンスタイン／作 いわた みみ／訳

ほるぷ出版

64 でんしゃにのって

とよた かずひこ／著

アリス館

65 とべ バッタ

田島 征三／作

偕成社

66 ともだちや

内田 麟太郎/作 降矢 なな/絵

偕成社

67 どんぐりたろうのき

鶴見 正夫／作 黒井 健/絵

佼成出版社

68 なつのいちにち

はた こうしろう／作

偕成社

69 にじいろのさかな

マーカス・フィスター/作 谷川 俊太郎/訳

講談社

70 にゃーご

宮西 達也／作・絵

鈴木出版

71 ねずみくんのチョッキ

なかえ よしを／作 上野 紀子／絵

ポプラ社

72 ねずみのさかなつり

山下 明生／作 いわむら かずお／絵

チャイルド本社

No

タイトル
73 はじめてのおつかい

著者等

出版社

筒井 頼子／作 林 明子／絵

福音館書店

74 はじめてのおるすばん

しみず みちを／作 山本 まつ子／絵

岩崎書店

75 花さき山

斎藤 隆介／作 滝平 二郎／絵

岩崎書店

76 パパ、お月さまとって！

エリック・カール／作 もり ひさし／訳

偕成社

77 バムとケロのさむいあさ

島田 ゆか／作･絵

文渓堂

78 バムとケロのにちようび

島田 ゆか／作･絵

文渓堂

79 バムとケロのもりのこや

島田 ゆか／作･絵

文渓堂

80 はらぺこあおむし

エリック・カール／作 もり ひさし／訳

偕成社

81 半日村

斎藤 隆介／作 滝平 二郎／絵

岩崎書店

82 ぴょーん

まつおか たつひで／作・絵

ポプラ社

83 ぼくにげちゃうよ

マーガレット・Ｗ・ブラウン／文 クレメント・ハード／絵

ほるぷ出版

84 ぼくのくれよん

長 新太／お話・絵

講談社

85 まどから★おくりもの

五味 太郎／作・絵

偕成社

86 みんなうんち

五味 太郎／作

福音館書店

87 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

福音館書店

88 もぐらバス

佐藤 雅彦／原案 うちの ますみ／文・絵

偕成社

89 もこ もこ もこ

谷川 俊太郎／作 元永 定正／絵

文研出版

90 モチモチの木

斎藤 隆介／作 滝平 二郎／絵

岩崎書店

91 ももたろう

松居 直/文 赤羽 末吉/画

福音館書店

92 もりのおふろ

西村 敏雄/作

福音館書店

93 もりのかくれんぼう

末吉 暁子／作 林 明子／絵

偕成社

94 もりもりくまさん

長野 ヒデ子/作 スズキ コージ/絵

鈴木出版

95 ゆうたとさんぽする

きたやま ようこ／作

あかね書房

96 ゆうたはともだち

きたやま ようこ／作

あかね書房

97 よかったね ネッドくん

レミー・シャーリップ／作 やぎた よしこ／訳

偕成社

98 わゴムはどのくらいのびるかしら？

マイク・サーラー／文 ジェリー・ジョイナー／絵 きしだ えりこ／訳
ほるぷ出版

99 わにわにのおふろ

小風さち／文 山口マオ／絵

福音館書店

☆ 行事用に所蔵していますので、貸出は団体のみとなります。
１回につき、２週間 （１4日間 ） の貸出です。
予約開始は３ケ月前の１日からです。 （例 ： ７月分は ４月1日 から受付）

