
書名 著者名 出版社 発行年

あがりめさがりめ ましま  せつこ∥絵 こぐま社 1994

あそびましょ かどのえいこ∥作　おおしまたえこ∥絵 あかね書房 1997

あったまろう もろはらじろう∥作 鈴木出版 2001

あのやまこえてどこいくの ひろかわさえこ∥作 アリス館 1993

あぶくたった さいとう　しのぶ∥構成・絵 ひさかたチャイルド 2009

あめぽったん ひろかわ　さえこ∥著 アリス館 1999

ありのあちち つちはし  としこ∥さく 福音館書店 1999

いいおかお どいかや∥作 主婦の友社 2003

いちにのさんぽ ひろかわ  さえこ∥著 アリス館 1999

いっぽんばしわたる 五味  太郎∥作  画 絵本館 1979

いないいないばあ 松谷  みよ子∥文 童心社 1990

いろいろたまご 山岡　ひかる∥作 くもん出版 2007

いろいろどうぶつえん パトリック・ラロッシュ∥作 福音館書店 1999

うしろにいるのはだあれ まつい　のりこ∥作 童心社 2003

うずらちゃんのかくれんぼ きもと　ももこ∥作 福音館書店 1994

うたえほん つちだ  よしはる∥絵 グランまま社 1988

うんちがぽとん アロナ  フランケル∥作 アリス館 1984

おいしいよ やまだうたこ∥作 ブロンズ新社 2004

おかあさんといっしょ 薮内  正幸∥作 福音館書店 1985

おさじさん 松谷  みよ子∥文 童心社 1980

おつきさまこんばんは 林  明子∥作 福音館書店 2000

おててがでたよ 林  明子∥作 福音館書店 1986

おにぎり 平山　英三∥文 福音館書店 1992

おはよう なかがわ  りえこ∥作 グランまま社 1986
おはようからおやすみまでの１２のわらべうたえほん 小林　衛己子∥編 ハッピーオウル社 2006

おふろでちゃぷちゃぷ 松谷  みよ子∥文 童心社 1994

おやすみなさいコッコさん 片山  健∥作 福音館書店 1988

おんなじおんなじ 多田  ヒロシ∥作 こぐま社 1975

おんぶおんぶねえおんぶ 長　新太∥作 ポプラ社 2005

かおかおどんなかお 柳原良平∥作 こぐま社 1988

かささしてあげるね はせがわ  せつこ∥文 福音館書店 1998

がたんごとんがたんごとん 安西  水丸∥作 福音館書店 1987

かにこちゃん きしだ　えりこ∥作　ほりうちせいいち∥絵 くもん出版 2008

かみさまからの　おくりもの ひぐち　みちこ∥作 こぐま社 1984

かわいいあひるのあかちゃん モニカ・ウェリントン∥作　たがきょうこ∥訳 徳間書店 1994

かんぱいごっくん 真木文絵∥作　石倉ヒロユキ∥絵 岩崎書店 2008

きんぎょが　にげた 五味　太郎∥作 福音館書店 1982

きつねとねずみ ビアンキ∥作　山田  三郎∥絵 福音館書店 1998

くだもの 平山  和子∥作 福音館書店 1981

くっついた 三浦　太郎∥作 こぐま社 2005

くまのテディちゃん グレタ・ヤヌス∥作 こぐま社 1998

くろねこかあさん 東  君平∥作 福音館書店 1990

ごぶごぶごぼごぼ 駒形  克己∥作 福音館書店 1999

ころころころ 元永　定正∥作 福音館書店 1984

こんにちはどうぶつたち とだ　きょうこ∥案 福音館書店 1998

さよなら  さんかく わかやま  けん∥作 こぐま社 1979

さわってあそぼうふわふわあひるM・ヴァン・フリート∥作 あかね書房 1998

しっこっこ 西内  ミナミ∥作 偕成社 1999

じゃあじゃあびりびり まつい  のりこ∥作  絵 偕成社 2001

しろくまちゃんのほっとけーき わかやま  けん∥作 こぐま社 1980

　　乳幼児の本 １００選   米子市立図書館   



ずかん・じどうしゃ 山本  忠敬∥さく 福音館書店 1981

すりすりももんちゃん とよた  かずひこ∥作 童心社 2002

ぞうくんのさんぽ なかの  ひろたか∥さく・え 福音館書店 1980

そらはだかんぼ！ 五味  太郎∥作 偕成社 1987

だからこぶたちゃん きたやま　ようこ∥作 偕成社 1987

たのしいサーカス ｸﾞザビエ・ドゥヌ∥作 小学館 2009

たまごのあかちゃん かんざわ  としこ∥文 福音館書店 1993

だるまさんが かがくい　ひろし∥作 ブロンズ新社 2008

タンタンのずぼん いわむら  かずお∥作 偕成社 1994

ちいさなさかな ディック  ブルーナ∥作 福音館書店 2000

ちいさなねこ 石井  桃子∥文 福音館書店 1979

でてこいでてこい はやし  あきこ∥作 福音館書店 1998

てんてんてん わかやま  しずこ∥作 福音館書店 1998

どうすればいいのかな？ わたなべ  しげお∥文 福音館書店 1988

どうぶつのおかあさん 小森　厚∥文 福音館書店 1981

どうぶつのおやこ 薮内  正幸∥画 福音館書店 2005

とってください 福知  伸夫∥さく 福音館書店 2003

とっとことっとこ まつい　のりこ∥作 童心社 2003

ととけっこうよがあけた こばやし　えみこ∥案 こぐま社 2005

とんでけ  とんでけ  おお  いたい！ 梅田  俊作∥作  岩崎書店 1980

どんどこももんちゃん とよた  かずひこ∥作 童心社 2001

にんじん せな  けいこ∥作 福音館書店 1978

ねこがいっぱい グレース  スカール∥作 福音館書店 1986

ねこはどこ？ クレア・ビートン∥作 主婦の友社 2005

ねないこだれだ せな　けいこ∥作 福音館書店 1978

のせてのせて 松谷  みよ子∥文 童心社 1980

ばいばい まついのりこ∥作 偕成社 2001

はけたよ  はけたよ かんざわ  としこ∥文 偕成社 1979

はじめてであうずかん1～5 三芳  悌吉∥他絵 福音館書店 1980

はたらくじどうしゃ 山本  忠敬∥作 福音館書店 1985
はっぱのおうち 征矢  清∥作 福音館書店 1989

はねはねはねちゃん なかがわ  りえこ∥文 福音館書店 1998

はらぺこあおむし エリック＝カール∥作 偕成社 1989

バルンくん こもり　まこと∥作 福音館書店 2003

ぴょーん まつおか　たつひで∥作 ポプラ社 2000

ぴよちゃんのおともだち いりやまさとし∥作　 学習研究社 2003

ぴよぴよぴよ 平野  剛∥作 福音館書店 1987

ピンポーン 荒井良二∥絵　中川ひろたか∥文 偕成社 2000

ぶーぶーじどうしゃ 山本忠敬∥作 福音館書店 1998

ぷくちゃんのすてきなぱんつ ひろかわさえこ∥作 アリス館 2001

ふしぎなたまご ディック・ブルーナー∥作　いしいももこ∥訳福音館書店 2010

ぽんぽんポコポコ 長谷川　義史∥作 金の星社 2007

まてまてまて こばやし　えみこ∥案 こぐま社 2005

まるまる 中辻悦子∥作 福音館書店 1998

みんなうんち 五味  太郎∥作 福音館書店 1981

めんめんばあ はせがわ  せつこ∥文 福音館書店 2006

もこもこもこ 谷川  俊太郎∥作 文研出版 1977
もじゃらんこ きしだ　えりこ∥文 福音館書店 2011

りんご 松野  正子∥文 童心社 1984

わにわにのおふろ 小風さち∥文　山口マオ∥絵 福音館書店 2004

だっこでえほん！


