
1 ありとすいか たむら　しげる/作･絵 ポプラ社

2 いもほりバス 藤本ともひこ/作・絵 鈴木出版

3 えんそく 片山　健　作 架空社

4 おおきなかぶ 佐藤　忠良　画 福音館書店

5 おおはくちょうのそら 手島　圭三郎　画・文 リブリオ出版

6 おこだでませんように くすのき　しげのり/作
石井　聖岳/絵

小学館

7 おじさんのかさ 佐野　洋子/作・絵 講談社

8 おっぱい みやにし　たつや/作･絵 鈴木出版

9 おばけだじょ tupera tupera/さく 学研プラス

10 おばけのてんぷら せな　けいこ/作・絵 ポプラ社

11 おばけのバーバパパ アネット・チゾン/作 偕成社

12 おばけパーティ ジャック　デュケノワ/さく ほるぷ出版

13 おみせやさん 五味　太郎/作 ほるぷ出版

14 おめんです1 いしかわ　こうじ/作・絵 偕成社

15 おめんです2 いしかわ　こうじ/作・絵 偕成社

16
がちょうのタプンタプン
（ベニヤ版紙芝居）

那覇市立中央図書館 那覇市立中央図書館

17 かばくん 岸田　衿子/さく
中谷　千代子/え

福音館書店

18 からすのパンやさん かこ　さとし/絵・文 偕成社

19 かわいそうなぞう つちや　ゆきお/ぶん
たけべ　　もといちろう/え

金の星社

中央図書館　大型絵本所蔵リスト



20 ガンピーさんのふなあそび ジョン・バーニンガム/さく ほるぷ出版

21 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

22 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

23
くらべてみよう
〈大きいぞうちいさいちいさい〉

多田　ヒロシ/作 集文社

24 ぐりとぐら なかがわ　りえこ/さく
おおむら　ゆりこ/え

福音館書店

25 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

26 ぐるんぱのようちえん 西内　みなみ/さく
堀内　誠一/え

福音館書店

27 月ようびはなにたべる？ エリック・カール/え 偕成社

28 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

福音館書店

29 三びきのこぶた 山田三郎/画 福音館書店

30 しまふくろうのみずうみ 手島　圭三郎/画・文 リブリオ出版

31
謝花昇物語　上巻
（大型紙芝居）

八重瀬町教育委員会 八重瀬町教育員会

32
謝花昇物語　下巻
（大型紙芝居）

八重瀬町教育委員会 八重瀬町教育員会

33 スイミー レオ・レオニ／作 好学社

34 すっぽんぽんのすけ もとした　いずみ／作
荒井良二／絵

鈴木出版

35 すてきな三人ぐみ トミー・ウンゲラー･さく 偕成社

36 せんたくかあちゃん さとう　わきこ/作･絵 福音館書店

37 ぞうくんのさんぽ なかの　ひろたか/さく・え 福音館書店

38 そらまめくんのベッド なかや　みわ/さく・え 福音館書店



39 だるまさんの かがくい　ひろし/作・絵 ブロンズ新社

40
タンメーとキジムナー
（ベニヤ版紙芝居）

那覇市立中央図書館 那覇市立中央図書館

41 ちいさいきいろいかさ にしまき　かやこ/イラスト
もり　ひさし/シナリオ

金の星社

42 ちいさなくれよん 篠塚　かをり/作
安井　淡/絵

金の星社

43 ちびゴリラのちびちび ルーン・ボーンスター/さく ほるぷ出版

44 ちゅーちゅー 宮西　達也／作・絵 鈴木出版

45 とべバッタ 田島　征三/作 偕成社

46 とんとんとん あきやま　ただし/作・絵 金の星社

47 なんにもせんにん　　　　　　　　　（大型紙芝居）川崎　大治/脚本
さとう　わきこ/絵

童心社

48 にじいろのさかな マーカス・フィスター/作 講談社

49 虹の谷ものがたり　　　　　　　　　　（ベニヤ版紙芝居）那覇市立中央図書館 那覇市立中央図書館

50 にゃーご 宮西　達也/作・絵 鈴木出版

51 ねずみのでんしゃ 山下　明生/作
いわむら　かずお/絵

チャイルド社

52 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

53 はじめてのおつかい 筒井　頼子/さく
林　明子/え

福音館書店

54 花さき山 斎藤　隆介/作
滝平　二郎/絵

岩崎書店

55 バムとケロのおかいもの 島田　ゆか/作・絵 文渓堂

56 はらぺこあおむし エリック・カール/さく 偕成社

57 バルボンさんのおでかけ とよた　かずひこ/著 アリス館



58 100にんのサンタクロース 谷口　智則/さく　え 文渓堂

59 ぴょーん まつおか　たつひで/作・絵 ポプラ社

60 ぼくにげちゃうよ マーガレット Ｗ. ブラウン/ぶん
クレメン・ハード/え

ほるぷ出版

61 ぼくのくれよん 長　新太/おはなし・え 講談社

62 まどから★おくりもの 五味　太郎/作・絵 偕成社

63 モチモチの木 斎藤　隆介/作
滝平　二郎/絵

岩崎書店

64 もりのおふろ 西村　敏雄／さく 福音館書店

65 りゅうとにわとり　　　　　　　　　　　（大型紙芝居/朗読CD・舞台つき）儀間　比呂志／絵・脚本 光文堂

66 わゴムはどのくらいのびるかしら？マイク　サーラー/ぶん
ジェリージョイナー/え

ほるぷ出版

67 じぶんだけのいろ
（英）A Color of His OwnＬｅｏ  Ｌｉｏｎｎｉ∥作 Ｓｃｈｏｌａｓｔｉｃ

68 くまさんくまさんなにみてるの？
（英）Ｂｒｏｗｎ  Ｂｅａｒ，Ｂｒｏｗｎ Ｂｅａｒ，
　　　Ｗｈａｔ  Ｄｏ  Ｙｏｕ  Ｓｅｅ？Ｅｒｉｃ  Ｃａｒｌｅ／絵
Ｂｉｌｌ  Ｍａｒｔｉｎ，Ｊｒ．／文

Ｌｏｎｇｍａｎ

69 おさるとぼうしうり
（英）Caps for saleＥｓｐｈｙｒ  Ｓｌｏｂｏｄｋｉｎａ∥作 Ｓｃｈｏｌａｓｔｉｃ

70 私となかよし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（英）I LIKE ME!Ｎａｎｃｙ  Ｃａｒｌｓｏｎ/作 Ｓｃｈｏｌａｓｔｉｃ

71 ちいさなくも
（英）Little Cloud Ｅｒｉｃ  Ｃａｒｌｅ/作 Ｓｃｈｏｌａｓｔｉｃ

72 ごきげんななめのてんとうむし
（英）Ｔｈｅ  Ｇｒｏｕｃｈｙ  ＬａｄｙｂｕｇＥｒｉｃ  Ｃａｒｌｅ／作 Ｓｃｈｏｌａｓｔｉｃ

73 サプライズパーティー
（英）ＴＨＥ　ＳＵＲＰＲＩＳＥ　ＰＡＲＴＹＰａｔ　Ｈｕｔｃｈｉｎｓ／作 Ｍａｃｍｉｌｌａｎ

74 はらぺこあおむし
（英）THE VERY HUNGRY CATERPILLARＥｒｉｃ  Ｃａｒｌｅ/作 Ｓｃｈｏｌａｓｔｉｃ

75 月ようびはなにたべる？
（英）Today Is MondayＥｒｉｃ  Ｃａｒｌｅ/作 Ｓｃｈｏｌａｓｔｉｃ

76 しろくまくん  なにがきこえる？
(英)Ｐｏｌａｒ  Ｂｅａｒ，Ｐｏｌａｒ  Ｂｅａｒ，
　　 Ｗｈａｔ  Ｄｏ  Ｙｏｕ  Ｈｅａｒ？Ｅｒｉｃ  Ｃａｒｌｅ／絵
Ｂｉｌｌ  Ｍａｒｔｉｎ，Ｊｒ．／文

Ｌｏｎｇｍａｎ



77 コロちゃんはどこ？
（英）Where's spot?Ｅｒｉｃ  Ｈｉｌｌ/作 Ｐｕｆｆｉｎ  Ｂｏｏｋｓ


