
2022年3月現在

書名 著者名 発行所 資料コード

あかまるちゃんとくろまるちゃん　大きな大きな絵本 28 上野与志作  村松カツ絵 チャイルド本社 1110325935

あなたのおうちはどこ　おおきなえほん 柿本幸造絵 学研 1106242809

あなたはだあれ　おおきなえほん 水野ひろしほか絵 学研 1106242783

ありとすいか　ポプラ社のよみきかせ大型絵本 たむらしげる作・絵 ポプラ社 1110453345

アレクサンダとぜんまいねずみ ビックブック レオ・レオニ作  谷川俊太郎訳 好学社 1110716778

いったことありますか　おおきなえほん 高橋透絵 学研 1106242792

おおきなかぶ　ロシア民話　こどものとも劇場
Ａ．トルストイ再話
内田莉莎子訳　佐藤忠良画

福音館書店
1110772196

1108548657（書庫）

おおきなもののすきなおうさま よみきかせ大型絵本 安野光雅作 絵 メイト 1110047785

おこだでませんように　大型絵本 くすのきしげのり作　石井聖岳絵 小学館 1111125278

おじさんのかさ　大型絵本 佐野洋子作・絵 講談社 1111157736

おばけのてんぷら　ポプラ社のよみきかせ大型絵本 せなけいこ作・絵 ポプラ社
1111125394

1108859989（書庫）

おばけパーティ　ほるぷ出版の大きな絵本 ジャック・デュケノワさく　おおさわあきらやく ほるぷ出版 1109427100

おばけびょうきになる　ほるぷ出版の大きな絵本 ジャック・デュケノワさく　おおさわあきらやく　 ほるぷ出版 1111336764

おばけもいますなかまがぞろぞろ　Ｓｅｒｉｅｓ大きな絵本 多田ヒロシ作 集文社 1106036391

おまえうまそうだな　ポプラ社のよみきかせ大型絵本 宮西達也作･絵 ポプラ社 1111158170

かばくん　こどものとも劇場 岸田衿子さく　中谷千代子え 福音館書店 1109426560

からすのパンやさん　ビックブック かこさとし絵と文 偕成社
1110772169

1109371935（書庫）

大 型 絵 本
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ガンピーさんのふなあそび　ほるぷ出版の大きな絵本 ジョン・バーニンガムさく　みつよしなつややく ほるぷ出版 1108808406

キャベツくん　ぽっぽライブラリ 長新太文・絵 文研出版 1109381305

９９９ひきのきょうだい　大きな大きな絵本4 木村研文　村上康成絵 チャイルド本社
1111333851

1109001952（書庫）

９９９ひきのきょうだいのおひっこし　大きな大きな絵本11 木村研文　村上康成絵 チャイルド本社 1109001961

恐竜　Ｓｅｒｉｅｓ大きな絵本 ドゥーガル・ディクソン作 集文社 1106036382

きょうりゅうのおおきさ  大きな大きな絵本 24 冨田幸光監修  岡本三紀夫イラスト チャイルド本社 1110325926

きょだいなきょだいな　こどものとも劇場 長谷川摂子作　降矢なな絵 福音館書店 1108696954

くまのコールテンくん　ビックブック ドン・フリーマンさく　 まつおかきょうこやく 偕成社 1109371926

くものすおやぶんとりものちょう　こどものとも劇場 秋山あゆ子さく 福音館書店 1111121457

くらべてみよう　<大きいぞうちいさいさい>　Ｓｅｒｉｅｓ大きな絵本 多田ヒロシ作 集文社 1106036408

ぐりとぐら　こどものとも劇場 なかがわりえこさく　おおむらゆりこえ 福音館書店 1108548666

ぐりとぐらのえんそく　こどものとも劇場 中川李枝子文　 山脇百合子絵 福音館書店 1109381314

ぐりとぐらのおきゃくさま　こどものとも劇場 中川李枝子文　山脇百合子絵 福音館書店 1111157718

ぐるんぱのようちえん　こどものとも劇場 西内みなみさく　堀内誠一え 福音館書店
1111333833

1108548675（書庫）

ここがせかいいち!  大きな大きな絵本 22 千葉とき子監修 チャイルド本社 1110325917

こすずめのぼうけん　こどものとも劇場 ルース・エインズワース作　石井桃子訳　堀内誠一画 福音館書店 1109426550

ことば遊び <はたらく人たち>　Ｓｅｒｉｅｓ大きな絵本
（表紙タイトル：Biggest Word Book Ever!）

リチャード・スキャーリー作 集文社 1106036364

ころころころ　こどものとも年少版劇場 元永定正さく 福音館書店 1109844505
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こわーいはなし 大きな絵本 せなけいこ作・絵 鈴木出版 1109849806

三びきのこぶた　イギリス昔話　こどものとも劇場 瀬田貞二やく　山田三郎え 福音館書店 1108811840

三びきのやぎのがらがらどん　ノルウェーの昔話　傑作絵本劇場 マーシャ・ブラウンえ　せたていじやく 福音館書店 1111215473

じゃんけんぽん　大きな絵本 せなけいこ作・絵 鈴木出版 1110147341

しりとりのだいすきなおうさま　大きな絵本 中村翔子作　はたこうしろう絵 鈴木出版 1111153924

スイミー  ちいさなかしこいさかなのはなし　ビッグブック レオ・レオニ作  谷川俊太郎訳 好学社 1110147350

すてきな三にんぐみ　ビックブック トミー・アンゲラーさく 偕成社 1108548684

せんたくかあちゃん　こどものとも劇場 さとうさきこ作・絵 福音館書店 1108808237

せんろはつづく　読みきかせ大型絵本 竹下文子文  鈴木まもる絵 金の星社
1111121484

1110185271（書庫）

ぞうくんのさんぽ　こどものとも劇場 なかのひろたかさく・え　 なかのまさたかレタリング 福音館書店
1110772187

1109371917（書庫）

そらまめくんのベッド　こどものとも劇場 なかやみわさく・え 福音館書店 1111157727

だるまさんが　かがくいひろしの大型絵本 かがくいひろしさく ブロンズ新社 1110321284

だるまさんと　かがくいひろしの大型絵本 かがくいひろしさく ブロンズ新社 1111165308

だるまさんの　かがくいひろしの大型絵本 かがくいひろしさく ブロンズ新社 1111158161

だるまちゃんとてんぐちゃん　こどものとも劇場 加古里子さく・え 福音館書店 1111333824

たろうくんのじどうしゃ　大きな大きな絵本10 山本忠敬作絵 チャイルド本社 1109001970

ちびゴリラのちびちび　ほるぷ出版の大きな絵本 ルース・ボーンスタインさく  いわたみみやく ほるぷ出版 1110328848

てぶくろ　傑作絵本劇場　ロシアの絵本 エウゲーニー・M.ラチョフえ　うちだ りさこやく 福音館書店 1111729654
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でんしゃにのって　アリス館のよみきかせ大型絵本 とよたかずひこ著 アリス館 1109002000

どうぶつしんちょうそくてい　アリス館のよみきかせ大型絵本 聞かせ屋。けいたろう文　高畠純絵 アリス 1111333842

となりのたぬき　大きな絵本 せなけいこ作・絵 鈴木出版 1108726697

とべバッタ　ビックブック 田島征三作 偕成社 1108708741

なかよくなりたいね　おおきなえほん 鈴木幸枝絵 学研 1106242818

なつのいちにち　ビッグブック はたこうしろう作 偕成社 1111121466

なつもふゆもみんなすき　おおきなえほん 柿本幸造絵 学研 1106242774

にこにこげんきのおまじない やなせスタジオ作画
「早寝早起き
朝ごはん」全
国協議会

1111863491

にゃーご　大きな絵本 宮西達也作・絵 鈴木出版 1108708732

ねずみくんのチョッキ　ポプラ社のよみきかせ大型絵本 なかえよしを作　上野紀子絵 ポプラ社 1108996262

はじめてのおつかい　こどものとも劇場 筒井頼子さく  林明子え 福音館書店
1110985767

1108808228（書庫）

はじめてのおるすばん　ビッグ・えほん しみずみちを作　山本まつ子絵 岩崎書店 1108582200

はじめまして　大きな絵本 新沢としひこ作　大和田美鈴絵 鈴木出版 1109002010

はっぱのおうち　こどものとも年少版劇場 征矢清さく　林明子え 福音館書店 1109844499

花さき山　ビッグ・えほん 斎藤隆介作  滝平二郎絵 岩崎書店 1110319624

はなすもんかー！　大きな絵本 宮西達也作・絵 鈴木出版 1109001980

パパ、お月さまとって！　ビッグブック エリック・カールさく　もりひさしやく 偕成社 1111153933

バムとケロのにちようび 大型絵本 島田 ゆか作 絵 文溪堂 1111482038
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はらぺこあおむし　ビックブック エリック・カールさく　もりひさしやく 偕成社
1109381332
1110985776

ビッグゲーム　Ｓｅｒｉｅｓ大きな絵本 キャロライン・アストロップ作　ジョン・アストロップ作 集文社 1106036373

ぴょーん　ポプラ社のよみきかせ大型絵本 まつおかたつひで作・絵 ポプラ社 1108859970

ぶたくんと100ぴきのおおかみ　大きな絵本 宮西達也作・絵 鈴木出版 1111121448

へびくんのおさんぽ　大きな絵本 いとうひろし作・絵 鈴木出版 1110147332

ぼくのくれよん　講談社の創作絵本 長新太おはなし・え 講談社 1109095672

まどから★おくりもの　ビッグブック  五味太郎・しかけ絵本 五味太郎作・絵 偕成社 1109594260

みんなうんち　大型絵本 かがくのとも劇場 五味太郎さく 福音館書店 1110319633

めっきらもっきらどおんどん　こどものとも劇場 長谷川摂子作　ふりやなな画 福音館書店
1110772178

1109381323（書庫）

もぐらバス　ビッグブック 佐藤雅彦原案　うちのますみ文･絵 偕成社 1111121475

もこもこもこ　ぽっぽライブラリ　みるみる大型絵本 谷川俊太郎作　元永定正絵 文研出版
1110772150

1109001999（書庫）

よかったねネッドくん　英文つき・ビッグブック レミー・シャーリップさく  やぎた よしこやく 偕成社 1110089382

わゴムはどのくらいのびるかしら？　大きな絵本 マイク・サーラーぶん　ジェリー・ジョイナーえ 鈴木出版 1108738722

わたしたちのからだ　Ｓｅｒｉｅｓ大きな絵本 ネイル・アードレー作 集文社 1105649164

わにわにのおふろ　こどものとも年少版劇場 小風さちぶん　山口マオえ 福音館書店 1109596130

Ｂｒｏｗｎ　ｂｅａｒ，　Ｂｒｏｗｎ　ｂｅａｒ，ｗｈａｔ　ｄｏ　ｙｏｕ　ｓｅｅ？（ｂｉｇ　ｂｏｏｋ） Ｅｒｉｃ　Ｃａｒｌｅ Ｈｅｎｒｙ Ｈｏｌｔ & ｃｏｍｐａｎｙ 1201037693

Ｆｒｏｍ　ｈｅａｄ　ｔｏ　ｔｏｅ　（ｂｉｇ　ｂｏｏｋ） Ｅｒｉｃ　Ｃａｒｌｅ ＨａｒｐｅｒＦｅｓｔｉｖａｌ 1201037684

Ｇｏｏｄｎｉｇｈｔ　ｍｏｏｎ　（ｂｉｇ　ｂｏｏｋ）
Ｍａｒｇａｒｅｔ　Ｗｉｓｅ　Ｂｒｏｗｎ
ｐｉｃｔｕｒｅｓ　ｂｙ　Ｃｌｅｍｅｎｔ　Ｈｕｒｄ

ＨａｒｐｅｒＦｅｓｔｉｖａｌ 1201037675
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Ｔｈｅ　ｇｉｎｇｅｒｂｒｅａｄ　ｂｏｙ Paul Galdone Clarion Books 1201038832

Ｔｈｅ　ｔｈｒｅｅ　ｂｉｌｌｙ　ｇｏａｔｓ　Ｇｒｕｆｆ Paul Galdone Clarion Books 1201039268

Ｔｈｅ　ｖｅｒｙ　ｈｕｎｇｒｙ　ｃａｔｅｒｐｉｌｌａｒ　（Ｂｉｇ　Ｂｏｏｋ） Ｅｒｉｃ　Ｃａｒｌｅ Ｓｃｈｏｌａｓｔｉｃ 1201036168

Ｔｏｄａｙ　ｉｓ　Ｍｏｎｄａｙ　（Ｂｉｇ　Ｂｏｏｋ） Ｅｒｉｃ　Ｃａｒｌｅ Ｓｃｈｏｌａｓｔｉｃ 1201036177

かわいいどうぶつのかお　実物大　学研のビッグ絵本 前川和明絵 学研 1105649155（書庫）

ジャンボくんながぁーいえほん1　つちのなか キムラシュウ絵 学研 1106242291（書庫）

ジャンボくんながぁーいえほん2　はなとむし ごんもりなつこ絵 学研 1106242308（書庫）

ジャンボくんながぁーいえほん3　おみせやさん 田中四郎絵 学研 1106242282（書庫）

世界の地図ワンダフルワールド　Ｓｅｒｉｅｓ大きな絵本 シュテファン・レケム作 集文社 1105649173（書庫）

どうぶつのこども　実物大　学研のビッグ絵本 桑島正充絵 学研 1105649146（書庫）

ワイド・ワールド
ボーンシュタイン博士のコミュニケーショントーイ

ボーンシュタイン著 千趣会 1105562320（書庫）

Mon Premier Atlas geant Librairie Grund 1200823570（書庫）

Spell and tell Chamberlain,Margaret Methuen 1200820031（書庫）


