
大型絵本 豊後高田市立図書館

タイトル 作者 出版社 資料番号

あ行 あかまるちゃんとくろまるちゃん 上野　与志／作 チャイルド本社 1210062178

あなたがとってもかわいい みやにし　たつや／作絵 金の星社 1210276844

あぶくたった さいとう　しのぶ／構成・絵 チャイルド本社 1210316012

あぶない! ラビッツアイ／文・構成 チャイルド本社 1210248843

あめのひのえんそく 間瀬　なおかた／作・絵 チャイルド本社 1210218614

1210034334
1220079899
1210062186
1210218622

アレクサンダとぜんまいねずみ レオ=レオニ／作 好学社 1210253835

あんぱんまん やなせ　たかし／作・絵 フレーベル館 1210327712

いたずらラッコとおなべのほし 神沢　利子／文 あかね書房 1210034284

いただきバス 藤本　ともひこ／作・絵 鈴木出版 1210062194

1210062202
1210218630

いろいろバス tupera tupera／さく 大日本図書 1210339246

うがいライオン ねじめ　正一／作 鈴木出版 1210322978

うみキリン あきやま　ただし／作・絵 金の星社 1210278196

うみの100かいだてのいえ いわい　としお／[作] 偕成社 1210253785

ウララちゃんのたんじょうび 山本　なおこ／作 ポプラ社 1220101842

うんこダスマン 村上　八千世／文 ほるぷ出版 1210218648

うんどうかい チャイルド本社 1210284442

1210062210
1210218655

えらいえらい! ますだ　ゆうこ／ぶん そうえん社 1210062228

おいもほり・おつきみ チャイルド本社 1210284459

おおきなかぶ A.トルストイ／再話 福音館書店 1210005714

おおきなきがほしい さとう　さとる／ぶん 偕成社 1210218663

おおはくちょうのそら 手島　圭三郎／画・文 リブリオ出版 1210004816

おかあさんだいすきだよ みやにし　たつや／作絵 金の星社 1210259162

1210062236
1210218671

おこだでませんように くすのき　しげのり／作 小学館 1210249155

おこる 中川　ひろたか／作 金の星社 1210157796

おじいちゃんのごくらくごくらく 西本　鶏介／作 鈴木出版 1210005755

おじさんのかさ 佐野　洋子／作・絵 講談社 1210004188

おしゃれなおたまじゃくし 塩田　守男／え メイト 1210034276

おっぱい みやにし　たつや／作・絵 鈴木出版 1210004857

おとうさんはウルトラマン みやにし　たつや／作絵 学研 1210005839

おにのパンツ 鈴木　博子／構成・絵 チャイルド本社 1210316020

おばあちゃん、まっててね! いけずみ　ひろこ／作・絵 岩崎書店 1210238521

おばけだじょ tupera tupera／さく 学研プラス 1210297170

1210062244
1210218689
1210000525
1210034300

おばけのバーバパパ アネット=チゾン／さく 偕成社 1210000624

1210000665
1210034383

おばけびょうきになる ジャック・デュケノワ／さく ほるぷ出版 1210218697

おべんとうバス 真珠　まりこ／作・絵 チャイルド本社 1210062251

おべんとくん 真木　文絵／作 チャイルド本社 1210238539

おべんとうばこのうた さいとう　しのぶ／構成・絵 チャイルド本社 1210316038

おばけパーティ ジャック・デュケノワ／さく ほるぷ出版

うんぴ・うんにょ・うんち・うんご 村上　八千世／文 ほるぷ出版

おかしなかくれんぼ 山脇　恭／作 チャイルド本社

おばけの地下室たんけん

おばけのてんぷら

ジャック・デュケノワ／さく

せな　けいこ／作・絵

ほるぷ出版

ポプラ社

ありとすいか

あるのかな

たむら　しげる／作・絵

織田　道代／作

ポプラ社

鈴木出版

いつもいっしょに こんの　ひとみ／作 金の星社



大型絵本 豊後高田市立図書館

おまえうまそうだな 宮西　達也／作絵 ポプラ社 1220126435

おめんです いしかわ　こうじ／作・絵 偕成社 1210251516

おめんです　2 いしかわ　こうじ／作・絵 偕成社 1210289516

1210237200
1210253819

か行 かたあしだちょうのエルフ おのき　がく／文・絵 ポプラ社 1210034326

1210062269
1210218705
1210004550
1210218713

からすのパンやさん かこ　さとし／絵と文 偕成社 1210004881

1210000681
1210034409

きたきつねのゆめ 手島　圭三郎／画・文 リブリオ出版 1210004840

キャベツくん 長　新太／文・絵 文研出版 1220117699

給食番長 よしなが　こうたく／さく 長崎出版 1210228522

999ひきのきょうだい 木村　研／文 チャイルド本社 1210004949

999ひきのきょうだいのおひっこし 木村　研／文 チャイルド本社 1210062277

1210218739
1220129561

きょうりゅうのおおきさ 冨田　幸光／監修 チャイルド本社 1210218721

きょだいなきょだいな 長谷川　摂子／作 福音館書店 1220101867

1210062285
1210218747

くじらだ! 五味　太郎／作・絵 岩崎書店 1210004808

くだものいろいろかくれんぼ いしかわ　こうじ／作・絵 ポプラ社 1210276828

くまのコールテンくん ドン・フリーマン／さく 偕成社 1210062293

くものすおやぶんとりものちょう 秋山　あゆ子／さく 福音館書店 1210239826

クリスマス チャイルド本社 1210284467

クリスマスのかくれんぼ いしかわ　こうじ／作・絵 ポプラ社 1210315345

ぐりとぐら なかがわ　りえこ／[さく] 福音館書店 1210276836

ぐりとぐらのおきゃくさま 中川　李枝子／文 福音館書店 1210062319

ぐりとぐらのえんそく 中川　李枝子／文 福音館書店 1210062301

グリーンマントのピーマンマン さくら　ともこ／作 岩崎書店 1210238547

ぐるんぱのようちえん 西内　みなみ／さく 福音館書店 1210005730

グレート・ワンダーシップへようこそ! 五味　太郎／[作] 偕成社 1210218754

けいろうのひ・きんろうかんしゃのひ チャイルド本社 1210284475

ここがせかいいち! 千葉　とき子／監修 チャイルド本社 1210227052

ことわざのえほん 西本　鶏介／編・文 鈴木出版 1210238554

こわーいはなし せな　けいこ／作・絵 鈴木出版 1210005847

ころころころ 元永　定正／さく 福音館書店 1210062327

昆虫の迷路 香川　元太郎／作・絵 PHP研究所 1210214233

さ行 1210237218
1210253801

三びきのやぎのがらがらどん マーシャ・ブラウン／え 福音館書店 1210267595

じしんだ! ラビッツアイ／文・構成 チャイルド本社 1210248850

しっぽのはたらき 川田　健／ぶん 福音館書店 1210062335

しまふくろうのみずうみ 手島　圭三郎／画・文 リブリオ出版 1210004832

じゃんけんぽん せな　けいこ／作・絵 鈴木出版 1220129553

1210237226
1210253827

しりとりのだいすきなおうさま 中村　翔子／作 鈴木出版 1210004170

1210005722
1210218762

おやおや、おやさい 石津　ちひろ／文 福音館書店

五味　太郎／作 福音館書店

がっこうでトイレにいけるかな?

かわいそうなぞう

ガンピーさんのふなあそび

きょうはなんてうんがいいんだろう

きんぎょがにげた

つちや　ゆきお／ぶん

村上　八千世／文 ほるぷ出版

金の星社

ジョン・バーニンガム／さく ほるぷ出版

宮西　達也／作・絵 鈴木出版

しゅっぱつしんこう! 山本　忠敬／さく 福音館書店

サンドイッチサンドイッチ 小西　英子／さく 福音館書店

スイミー レオ=レオニ／作 好学社
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1210068134
1210218770
1210062343
1210218788
1210157812
1210218796
1220096489

ぜったいにあけちゃダメ? ビル・コッター／さく サンクチュアリ出版 1210342752

ぜったいにおしちゃダメ? ビル・コッター／さく サンクチュアリ出版 1210300610

せつぶん チャイルド本社 1210254809

1210005748
1210034342
1210186969
1210218804

せんろはつづくどこまでつづく 鈴木　まもる／文・絵 金の星社 1210342463

せんろはつづくまだつづく 竹下　文子／文 金の星社 1210319057

そらの100かいだてのいえ いわい　としお／[作] 偕成社 1210291157

そらまめくんのベッド なかや　みわ／さく・え 福音館書店 1210000574

そらまめくんのぼくのいちにち なかや　みわ／さく 小学館 1210257000

た行 だいおういかのいかたろう ザ・キャビンカンパニー／作・絵 鈴木出版 1210262604

大しぜんと動物たち G.スティルトン／さく BL出版 1210293732

だいすきっていいたくて カール・ノラック／ぶん ほるぷ出版 1210265888

1210005813
1210218812

だじゃれ世界一周 長谷川　義史／作 理論社 1210283618

1210062350
1210218820

たすけて! ラビッツアイ／文・構成 チャイルド本社 1210248868

たなばた チャイルド本社 1210254817

たなばたバス 藤本　ともひこ／作・絵 鈴木出版 1210259170

たまごをこんこんこん あかま　あきこ／作・絵 チャイルド本社 1210218838

たまごにいちゃん あきやま　ただし／作・絵 鈴木出版 1210004204

たまごのえほん いしかわ　こうじ／作・絵 童心社 1210338743

だるまさんが かがくい　ひろし／さく ブロンズ新社 1210062368

だるまさんと かがくい　ひろし／さく ブロンズ新社 1210343040

だるまさんの かがくい　ひろし／さく ブロンズ新社 1210062376

だるまちゃんとかみなりちゃん 加古　里子／さく　え 福音館書店 1210277776

だるまちゃんとてんぐちゃん 加古　里子／さく　え 福音館書店 1210277784

たろうくんのじどうしゃ 山本　忠敬／作絵 チャイルド本社 1210062384

ダンゴムシみつけたよ 皆越　ようせい／写真・文 ポプラ社 1210186977

1210000533
1210034318

ちいさなくれよん 篠塚　かをり／作 金の星社 1210005821

ちいちゃんのかげおくり あまん　きみこ／作 あかね書房 1210250112

ちか100かいだてのいえ いわい　としお／[作] 偕成社 1210005854

1210005946
1210218846

ちびくろ・さんぼ ヘレン・バンナーマン／文 瑞雲舎 1210062392

1210000699
1210034417

ちゅーちゅー 宮西　達也／作絵 鈴木出版 1210004980

てぶくろ エウゲーニー・M.ラチョフ／え 福音館書店 1210317937

でんしゃでいこうでんしゃでかえろう 間瀬　なおかた／作・絵 チャイルド本社 1210238562

でんしゃにのって とよた　かずひこ／著 アリス館 1210062400

伝説の迷路 香川　元太郎／作・絵 PHP研究所 1210238570

ちびゴリラのちびちび ルース・ボーンスタイン／さく ほるぷ出版

だじゃれ日本一周

たからものはなあに? 吉田　隆子／作

長谷川　義史／作

金の星社

理論社

ちからたろう いまえ　よしとも／ぶん ポプラ社

ちいさなきいろいかさ にしまき　かやこ／イラスト 金の星社

すみっこのおばけ 武田　美穂／作・絵 ポプラ社

すっぽんぽんのすけ もとした　いづみ／作 鈴木出版

せんろはつづく

せんたくかあちゃん

竹下　文子／文

さとう　わきこ／作・絵 福音館書店

金の星社

スキャリーおじさんのおおきなことばえほん リチャード・スキャリー／さく BL出版
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ドアがあいて… エルンスト・ヤンドゥル／作 ほるぷ出版 1210062418

どうぞのいす 香山　美子／作 チャイルド本社 1210004873

1210062426
1210218853

どうぶつしんちょうそくてい 聞かせ屋。けいたろう／文 アリス館 1210287346

どうぶつたいじゅうそくてい 聞かせ屋。けいたろう／文 アリス館 1210316632

時の迷路 香川　元太郎／作・絵 PHP研究所 1210214241

とべバッタ 田島　征三／作 偕成社 1210005805

トーマスきゃくしゃをひく ウィルバート・オードリー／原作 ポプラ社 1210062434

1210004543
1210218861

ドライブにいこう 間瀬　なおかた／作・絵 チャイルド本社 1210240410

どんぐりたろうのき 鶴見　正夫／作 佼成出版社 1210000590

どんぐりむらのどんぐりえん なかや　みわ／さく 学研プラス 1210324859

どんぐりむらのぱんやさん なかや　みわ／さく 学研プラス 1210312482

とんとんとん　 あきやま　ただし／作・絵 金の星社 1210306724

とんとんとん 上野　与志／作 チャイルド本社 1210062442

な行 なつのいちにち はた　こうしろう／作 偕成社 1210237705

なにをたべてきたの? 岸田　衿子／文 佼成出版社 1210068142

1210005870
1210218879

にじいろのしまうま こやま　峰子／作 金の星社 1210000582

にゃーご 宮西　達也／作・絵 鈴木出版 1210004162

1210218887
1220102642

ねずみくんのチョッキ なかえ　よしを／作 ポプラ社 1210062459

ねずみのいもほり 山下　明生／作 チャイルド本社 1210004899

1210068167
1210218903
1210068175
1210218911
1210068183
1210253793
1210068159
1210218895

のっているのはだあれ? 新井　洋行／作・絵 偕成社 1210341572

ノラネコぐんだんきしゃぽっぽ 工藤　ノリコ／著 白泉社 1210314744

ノラネコぐんだんパンこうじょう 工藤　ノリコ／著 白泉社 1210283048

1210062467
1210218929

は行 はじめてのおつかい 筒井　頼子／さく 福音館書店 1210238588

はじめてのおるすばん しみず　みちを／作 岩崎書店 1210034292

バスでおでかけ 間瀬　なおかた／作・絵 チャイルド本社 1210219893

ぱっくんおおかみときょうりゅうたち 木村　泰子／作・絵 ポプラ社 1210062475

はっぱのおうち 征矢　清／さく 福音館書店 1210218937

花さき山 斎藤　隆介／作 岩崎書店 1210004212

パパ、お月さまとって! エリック=カール／さく 偕成社 1210256291

はははのはなし 加古　里子／ぶん・え 福音館書店 1210062483

バムとケロのおかいもの 島田　ゆか／作　絵 文溪堂 1210218945

バムとケロのさむいあさ 島田　ゆか／作　絵 文溪堂 1210218952

バムとケロのそらのたび 島田　ゆか／作　絵 文溪堂 1210219729

バムとケロのにちようび 島田　ゆか／作　絵 文溪堂 1210218960

バムとケロのもりのこや 島田　ゆか／作　絵 文溪堂 1210217970

はらぺこあおむし エリック・カール／さく 偕成社 1210000608

のりものいろいろかくれんぼ いしかわ　こうじ／作・絵 ポプラ社

ねずみのえんそくもぐらのえんそく

ねずみのでんしゃ

藤本　四郎／作・絵

チャイルド本社

チャイルド本社

チャイルド本社

チャイルド本社

にんじんとごぼうとだいこん 和歌山　静子／絵 鈴木出版

ねずみのさかなつり

ねずみのかいすいよく 山下　明生／作

山下　明生／作

山下　明生／作

どうぶついろいろかくれんぼ いしかわ　こうじ／作・絵 ポプラ社

にじいろのさかな マーカス・フィスター／作 講談社

ともだちや 内田　麟太郎／作 偕成社
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1210062491
1210218978

バルボンさんのおでかけ とよた　かずひこ／著 アリス館 1210240022

ハロウィンのかくれんぼ いしかわ　こうじ／作・絵 ポプラ社 1210315352

半日村 斎藤　隆介／作 岩崎書店 1210004196

ピグレットさんのゆかいなものしりランド ペーター・ホレイノーネ／さく BL出版 1210238596

ひさの星 斎藤　隆介／作 岩崎書店 1210034367

ぴっけやまのおならくらべ かさい　まり／文 チャイルド本社 1210062509

ひつじぱん あきやま　ただし／作・絵 鈴木出版 1210062517

ひなまつり・こどものひ チャイルド本社 1210254825

100にんのサンタクロース 谷口　智則／作・絵 文溪堂 1210300503

100かいだてのいえ いわい　としお／[作] 偕成社 1210005862

1210219901
1220101875

ふしぎなカサやさん みやにし　たつや／作絵 金の星社 1210292395

ふしぎなキャンディーやさん みやにし　たつや／作絵 金の星社 1210062525

ふしぎなタネやさん みやにし　たつや／作絵 金の星社 1210246961

1210062533
1210218986

ふゆのよるのおくりもの 芭蕉　みどり／作・絵 ポプラ社 1210186985

フレデリック レオ=レオニ／作 好学社 1210277008

文明の迷路 香川　元太郎／作・絵 PHP研究所 1210238604

へびくんのおさんぽ いとう　ひろし／作・絵 鈴木出版 1210005763

へんしんオバケ あきやま　ただし／作・絵 金の星社 1210238612

1210004790
1210218994

ほうきぼしのおくりもの トニー・ウルフ／さく・え BL出版 1210238620

1210000673
1210034375

ぼくのくれよん 長　新太／おはなし・え 講談社 1210068191

ぽんたのじどうはんばいき 加藤　ますみ／作 チャイルド本社 1210238638

ま行 1210000616
1210034359

まめまきバス 藤本　ともひこ／作・絵 鈴木出版 1210306658

みんなうんち 五味　太郎／さく 福音館書店 1210062541

みんなでんしゃ 薫　くみこ／作 チャイルド本社 1210219000

めっきらもっきらどおんどん 長谷川　摂子／作 福音館書店 1210062558

1210157804
1210219018

もこもこもこ 谷川　俊太郎／作 文研出版 1210062566

もちづきくん 中川　ひろたか／作 チャイルド本社 1210062574

もちつき・おしょうがつ チャイルド本社 1210254833

モチモチの木 斎藤　隆介／作 岩崎書店 1210004782

もったいないばあさん 真珠　まりこ／作・絵 講談社 1210068209

もったいないばあさんのいただきます 真珠　まりこ／作・絵 講談社 1210310791

ももたろう 松居　直／文 福音館書店 1210267272

1210062582
1210219026

もりのかくれんぼう 末吉　暁子／作 偕成社 1210005797

もりの100かいだてのいえ いわい　としお／[作] 偕成社 1210341093

もりもりくまさん 長野　ヒデ子／作 鈴木出版 1210238646

や行 やさいさん tupera tupera／さく 学研教育出版 1210259998

ゆうたとさんぽする きたやま　ようこ／作 あかね書房 1210005771

ぼくにげちゃうよ マーガレット・W.ブラウン／ぶん ほるぷ出版

金の星社あきやま　ただし／作・絵へんしんトンネル

もりのおふろ 西村　敏雄／さく 福音館書店

もぐらバス

まどから★おくりもの 五味　太郎／作・絵 偕成社

佐藤　雅彦／原案 偕成社

ぶたくんと100ぴきのおおかみ 宮西　達也／作・絵 鈴木出版

はらぺこおおかみとぶたのまち 宮西　達也／作・絵 鈴木出版

ぴょーん まつおか　たつひで／作・絵 ポプラ社



大型絵本 豊後高田市立図書館

ゆうたはともだち きたやま　ようこ／作 あかね書房 1210005789

妖怪交通安全 広瀬　克也／作 絵本館 1210257968

よかったねネッドくん レミー・シャーリップ／さく 偕成社 1210062590

よくばりすぎたねこ さとう　わきこ／作・絵 メイト 1210068217

ら行 りんごがドスーン 多田　ヒロシ／作・文・絵 文研出版 1210317614

リンチェはどこ? シブ・ポスツマ／作　絵 ワールドライブラリー 1210287353

ろばさんのかわいいバッグ 香山　美子／作 チャイルド本社 1210062608

ロビンがみつけたすてきなともだち エリザベス・アダムス／さく BL出版 1210238661

わ行 わゴムはどのくらいのびるかしら? マイク・サーラー／ぶん ほるぷ出版 1210034391

わにわにのおふろ 小風　さち／ぶん 福音館書店 1210062616

わんぱくだんのはしれ!いちばんぼし ゆきの　ゆみこ／作 チャイルド本社 1210238653

わんわんわんわん 高畠　純／作 理論社 1210320337

281冊（2022年3月）

＜英語＞

タイトル 作者 出版社 資料番号

A Beautiful Butterfly 中本　幹子／著 アプリコット出版 1210207435

Brown bear brown bear what do you see? by Bill Martin Jr. H. Holt 1210207153

Five little monkeys jumping on the bed retold and illustrated by Eileen Christe Clarion Books 1210207161

From head to toe Eric Carle HarperFestival 1210207179

Polar bear polar bear what do you hear? by Bill Martin Jr. H. Holt 1210027890

The three billy goats Gruff [illustrated by] Paul Galdone Clarion Books 1210028062

Today is Monday pictures by Eric Carle Scholastic 1210028104

7冊（2019年3月）


