
番号 ISBN 書名 著者名 出版社 出版年
500選
（H22）

200選
（H16）

長崎
ゆかり

1 4-09-726329-6 おこだでませんように
くすのき　しげのり
／作

小学館 2008.7 ○

2 4-494-02406-3 ながさきくんち 太田　大八／作 童心社 1980.9 ○ ○

3 4-8340-8336-1 このあいだになにがあった? 佐藤　雅彦／作 福音館書店 2017.5

4 4-338-08161-0 みずとはなんじゃ？ かこ　さとし／作 小峰書店 2018.1

5 4-89325-250-0 どうぞのいす 香山　美子／作
ひさかたチャ
イルド

1998.3 ○

6 4-406-00773-3 かよこ桜 山本　典人／さく
新日本出版
社

1981.7 ○ ○

7 4-8340-0050-8 てぶくろ
エウゲーニー・M・ラ
チョフ／え

福音館書店 1965.1 ○

8 4-591-06501-4
おちばのしたをのぞいてみた
ら…

皆越　ようせい／写
真と文

ポプラ社 2000.8 ○

9 4-8340-1818-9 チンチンでんしゃのはしるまち 横溝　英一／さく 福音館書店 2013.7 ○ ○

10 4-591-07044-1 けんかのきもち 柴田　愛子／文 ポプラ社 2001.1 ○

11 4-03-204890-2 ともだちや 内田　麟太郎／作 偕成社 2011.2

12 4-89309-657-9 へいわとせんそう
たにかわ　しゅんた
ろう／ぶん

ブロンズ新社 2019.3

13 4-8340-0767-7 みどりいろのたね
たかどの　ほうこ／
作

福音館書店 1988.4 ○

14 4-06-132504-3 おかあちゃんがつくったる 長谷川　義史／作 講談社 2012.4

15 4-8340-0043-5 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 1979 ○ ○

16 4-494-01940-3 しっぱいにかんぱい！ 宮川　ひろ／作 童心社 2008.9 ○

17 4-8340-0897-5 せんたくかあちゃん
さとう　わきこ／さ
く・え

福音館書店 2012.4 ○

18 4-426-87506-4 どんなかんじかなあ 中山　千夏／ぶん 自由国民社 2005.7 ○

19 4-286-19536-0 あのこヘンナコ
ワダ　アスカ／さく・
え

文芸社 2018.6 ○

20 4-569-78864-7 しまうまのたんけん トビイ　ルツ／作・絵 ＰＨＰ研究所 2019.5 ○
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番号 ISBN 書名 著者名 出版社 出版年
500選
（H22）

200選
（H16）

長崎
ゆかり

21 4-580-80007-6 キャベツくん 長　新太／文・絵 文研出版 2007.2 ○

22 4-8340-0972-6 はじめてのキャンプ 林　明子／さく・え 福音館書店 1984.6 ○

23 4-7721-0004-0 １１ぴきのねこ 馬場　のぼる／著 こぐま社 1978 ○

24 4-8340-0035-4 エルマーとりゅう
ルース・スタイルス・
ガネット／さく

福音館書店 2010.3 ○

25 4-8340-1017-6 めっきらもっきらどおんどん 長谷川  摂子／作 福音館書店 2012.4 ○

26 4-265-03458-6 雪のかえりみち 藤原　一枝／作 岩崎書店 2000.1 ○

27 4-87110-112-6 ぶたのたね 佐々木　マキ／著 絵本館 1989

28 4-86549-140-1
せんそうをはしりぬけた『か
ば』でんしゃ

間瀬　なおかた／
作・絵

ひさかたチャ
イルド

2018.6

29 4-591-14540-1 ライフタイム
ローラ・Ｍ・シェー
ファー／ぶん

ポプラ社 2015.6

30 4-05-203657-6  じゃんけんのすきな女の子 松岡　享子／さく
学研教育出
版

2013.2

31 4-87981-629-0 いろいろいろんなかぞくのほん
メアリ・ホフマン／ぶ
ん

少年写真新
聞社

2018.1

32 4-05-104608-7 たんたのたんけん 中川　季枝子／さく 学研プラス 1978

33 4-8340-0509-7
はたらきもののじょせつしゃけ
いてぃー

ばーじにあ・りー・
ばーとん／ぶんとえ

福音館書店 1978.3

34 4-8340-2209-9 おばけかぞくのいちにち 西平　あかね／さく 福音館書店 2012.2 ○

35 4-06-218917-0 こどもたちへ まど　みちお／文 講談社 2014.3

36 4-7520-0380-9 ホネホネたんけんたい
西澤　真樹子／監
修・解説

アリス館 2008.2

37 4-03-202400-6 おまたせクッキー
パット＝ハッチンス
／さく

偕成社 1994.4

38 4-591-13124-4 おかしなゆきふしぎなこおり 片平　孝／写真・文 ポプラ社 2012.1

39 4-06-131880-2 おじさんのかさ 佐野　洋子／作・絵 講談社 1992.5

40 4-577-04585-5 なずずこのっぺ？
カーソン ・エリス／
さく

フレーベル館 2017.1
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番号 ISBN 書名 著者名 出版社 出版年
500選
（H22）

200選
（H16）

長崎
ゆかり

41 4-924684-21-X のはらうた 工藤　直子／作 童話屋 1984.5
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