
No. 書名 著者名 出版社 出版年 大きさ（高） 所蔵館

1 あかまるちゃんとくろまるちゃん
上野与志／作
松村カツ／絵

チャイルド本社 2009 50cm 本館・八尾

2 あめのひのえんそく 間瀬なおかた／作・絵 チャイルド本社 2007 50cm 本館・八尾

3 ありとすいか たむらしげる／作・絵 ポプラ社 2004 49cm 本館・婦中

4 あるのかな
織田道代／作
飯野和好／絵

鈴木出版 2007 36cm 本館・八尾

5 アレクサンダとぜんまいねずみ レオ＝レオニ／作 好学社 2012 52cm 本館

6 いたずらラッコとおなべのほし
神沢利子／文
長新太／絵

あかね書房 2003 50cm 婦中

7 いただきバス 藤本ともひこ／作・絵 鈴木出版 2008 36cm 本館

8 いもほりバス 藤本ともひこ／作・絵 鈴木出版 2012 36cm 本館

9 うさぎのくれたバレエシューズ
安房直子／文
南塚直子／絵

小峰書店 2004 50cm 婦中

10 ウララちゃんのたんじょうび
山本なおこ／作
黒井健／絵

ポプラ社 2005 44cm 本館・婦中

11 うんぴ・うんにょ・うんち・うんご
村上八千世／文
せべまさゆき／絵

ほるぷ出版 2007 38cm 本館

12 えらいえらい！
ますだゆうこ／ぶん
竹内通雅／え

そうえん社 2008 51cm 本館

13 えんそく 片山健／著 架空社 1994 61cm 本館・八尾

14 おおきなかぶ
Ａ.トルストイ／再話
佐藤忠良／画

福音館書店 1998 50cm 
本館・婦中・大山・
八尾

15 おおきなきがほしい
さとうさとる／ぶん
むらかみつとむ／え

偕成社 2007 51cm 本館

16 おおきなもののすきなおうさま 安野光雅／作絵 メイト 2004 50cm 本館・婦中

17 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 2014 40cm 本館

18 おじいちゃんのごくらくごくらく
西本鶏介／作
長谷川義史／絵

鈴木出版 2007 50cm 八尾

19 おじさんのかさ 佐野洋子／作・絵 講談社 2003 53cm 本館

20 おしゃれなおたまじゃくし
塩田守男／え
さくらともこ／ぶん

メイト 2003 50cm 婦中

21 おっぱい みやにしたつや／作・絵 鈴木出版 2005 44cm 本館

22 おとうさん・パパ・おとうちゃん みやにしたつや／作・絵 鈴木出版 2012 44cm 本館

23 おとうさんはウルトラマン みやにしたつや／作・絵 学研 2008 48cm 本館

24 おばけだじょ tupera tupera／さく 学研プラス 2018 52cm 本館

25 おばけの地下室たんけん ジャック・デュケノワ／さく ほるぷ出版 2008 34cm 本館

26 おばけのてんぷら せなけいこ／作・絵 ポプラ社 2004 50cm 本館・婦中
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27 おばけのバーバパパ
アネット＝チゾン／さく
ララス＝テイラー／さく

偕成社 2003 43cm 本館・婦中

28 おばけパーティ ジャック・デュケノワ／さく ほるぷ出版 2004 34cm 本館

29 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 2008 34cm 本館

30 おべんとくん
真木文絵／作
石倉ヒロユキ／絵

チャイルド本社 2005 50cm 本館

31 おまえうまそうだな 宮西達也／作絵 ポプラ社 2006 47cm 本館

32 おめんです いしかわこうじ／作・絵 偕成社 2014 43cm 本館

33 おめんです　２ いしかわこうじ／作・絵 偕成社 2018 43cm 本館

34 おやおや、おやさい
石津ちひろ／文
山村浩二／絵

福音館書店 2014 42cm 本館

35 かたあしだちょうのエルフ おのきがく／文・絵 ポプラ社 2004 44cm 本館

36 かばくん
岸田衿子／さく
中谷千代子／え

福音館書店 2001 36cm 本館・大沢野

37 からすのパンやさん 加古里子／絵と文 偕成社 1997 51cm 
本館・婦中・大山・
八尾

38 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 1999 50cm 
本館・八尾・大沢
野

39 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 2004 38cm 本館・大山

40 きたきつねのゆめ 手島圭三郎／画・文 リブリオ出版 2005 44cm 本館

41 きつねのでんわボックス
戸田和代／作
たかすかずみ／絵

金の星社 2008 48cm 本館

42 キャベツくん 長新太／文・絵 文研出版 2007 44cm 本館

43 ９９９ひきのきょうだい
木村研／文
村上康成／絵

チャイルド本社 2005 50cm 本館

44 ９９９ひきのきょうだいのおひっこし
木村研／文
村上康成／絵

チャイルド本社 2006 50cm 本館

45 きょうりゅうのおおきさ
富田幸光／監修
岡本三紀夫／イラスト

チャイルド本社 2008 51cm 本館

46 きょうはなんてうんがいいんだろう 宮西達也／作・絵 鈴木出版 2010 50cm 本館

47 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 2001 36cm 本館・大山

48 きんぎょがにげた 五味太郎／作 福音館書店 2009 42cm 本館・八尾

49 くじらだ！ 五味太郎／作・絵 岩崎書店 2004 52cm 本館

50 くまのコールテンくん ドン・フリーマン／さく 偕成社 2006 43cm 本館・大山

51 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 2008 36cm 本館

52 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 1998 35cm 
本館・婦中・大沢
野・大山・八尾

53 ぐりとぐらのえんそく
中川 李枝子／文
山脇 百合子／絵

福音館書店 2008 36cm 本館

54 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 2003 50cm 本館・婦中

55 グリーンマントのピーマンマン
さくらともこ／作
中村景児／絵

岩崎書店 2005 50cm 本館・大沢野

56 ぐるんぱのようちえん
西内 ミナミ／さく
堀内 誠一／え

福音館書店 1999 36cm 
本館・婦中・大山・
八尾
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57 月ようびはなにたべる？ エリック・カール／え 偕成社 1997 56cm 
本館・婦中・大山・
八尾

58 ここがせかいいち！ 千葉とき子／監修 チャイルド本社 2008 51cm 本館

59 こすずめのぼうけん ルース・エインズワース／作 福音館書店 2003 36cm 本館

60 ころころころ 元永定正／さく 福音館書店 2010 42cm 本館・大山・八尾

61 こわーいはなし せなけいこ／作・絵 鈴木出版 2007 36cm 八尾

62 サンドイッチサンドイッチ 小西英子／さく 福音館書店 2014 42cm 本館

63 三びきのこぶた
瀬田貞二／やく
山田三郎／え

福音館書店 1998 50cm 
本館・婦中・大山・
八尾

64 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 2016 48cm 本館

65 しっぽのはたらき
川田健／ぶん
藪内正幸／え

福音館書店 2011 49cm 本館

66 じゃんけんぽん せなけいこ/作・絵 鈴木出版 2010 36cm 本館

67 しゅっぱつしんこう！ 山本忠敬／さく 福音館書店 2014 42cm 本館

68 しりとりのだいすきなおうさま
中村翔子／作
はたこうしろう／絵

鈴木出版 2004 36cm 本館

69 スイミー レオ＝レオニ／作 好学社 2010 52cm 本館・婦中・八尾

70 すてきな三にんぐみ トミー・アンゲラー／さく 偕成社 2001 53cm 
本館・大沢野・大
山・八尾

71 すみっこのおばけ 武田美穂／作・絵 ポプラ社 2005 38cm 婦中

72 せんたくかあちゃん さとうわきこ／作・絵 福音館書店 2003 36cm 本館

73 せんろはつづく
竹下文子／文
鈴木まもる／絵

金の星社 2010 48cm 本館・大山・八尾

74 ぞうくんのさんぽ なかのひろたか／さく・え 福音館書店 1999 50cm 本館・婦中・八尾

75 ぞうのはな
堀浩／監修
内山晟／写真撮影

チャイルド本社 2008 51cm 本館

76 そらまめくんのベッド なかやみわ／さく・え 福音館書店 2001 36cm 本館・大山

77 そらまめくんのぼくのいちにち なかやみわ／さく 小学館 2015 37cm 本館

78 だじゃれ世界一周 長谷川義史／作・絵 理論社 2017 44cm 本館

79 たなばたバス 藤本ともひこ／作・絵 鈴木出版 2015 36cm 本館

80 たまごにいちゃん あきやまただし／作・絵 鈴木出版 2003 50cm 本館・婦中

81 たまごにいちゃんぐみ あきやまただし／作・絵 鈴木出版 2009 50cm 本館

82 たまごのあかちゃん
かんざわとしこ／ぶん
やぎゅうげんいちろう／え

福音館書店 2009 42cm 本館

83 だるまさんが かがくいひろし／さく ブロンズ新社 2010 39cm 本館・大山

84 だるまさんと かがくいひろし／さく ブロンズ新社 2011 39cm 本館・大沢野

85 だるまさんの かがくいひろし／さく ブロンズ新社 2010 39cm 本館・大山

86 だるまちゃんとかみなりちゃん 加古里子／絵と文 福音館書店 2016 50ｃｍ 本館
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87 だるまちゃんとてんぐちゃん 加古里子／絵と文 福音館書店 2016 50ｃｍ 本館

88 ちいさなきいろいかさ
にしまきかやこ／イラスト
もりひさし／シナリオ

金の星社 2003 50cm 婦中・大沢野

89 ちからたろう
いまえよしとも／ぶん
たしませいぞう／え

ポプラ社 2004 49cm 本館・婦中

90 ちびゴリラのちびちび ボーンスタイン／さく ほるぷ出版 2003 37cm 本館・婦中・大山

91 ちゅーちゅー 宮西達也／作絵 鈴木出版 2010 50cm 本館・大山・八尾

92 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 2005 50cm 本館

93 でんしゃにのって とよたかずひこ／著 アリス館 2006 43cm 本館・婦中

94 ドアがあいて・・・
エルンスト・ヤンドゥル／作
ノルマン・ユンゲ／絵

ほるぷ出版 2006 33cm 本館

95 どうぞのいす
香山美子／作
柿本幸造／絵

チャイルド本社 2005 50cm 本館・婦中

96 どうぶつしんちょうそくてい
聞かせ屋。けいたろう／文
高畠純／絵

アリス館 2016 50cm 本館

97 となりのたぬき せなけいこ／作・絵 鈴木出版 2005 36cm 本館

98 とべバッタ 田島征三／作 偕成社 2003 43cm 本館・婦中・大山

99 ともだちや
内田麟太郎／作
降矢なな／絵

偕成社 2006 50cm 本館・大沢野

100 トラネコとクロネコ 宮西達也／作絵 鈴木出版 2015 50cm 本館

101 どんぐりたろうのき
鶴見正夫／作
黒井健／絵

佼成出版社 2004 50cm 婦中

102 とんとんとん
上野与志／作
末崎茂樹／絵

チャイルド本社 2007 50cm 本館

103 なつのいちにち はたこうしろう／作 偕成社 2013 51cm 本館

104 なにをたべてきたの？
岸田衿子／文
長野博一／絵

佼成出版社 2005 50cm 本館

105 にじいろのしまうま
こやま峰子／作
やなせたかし／絵

金の星社 2004 48cm 婦中

106 にゃーご 宮西達也／作絵 鈴木出版 2003 50cm 本館・婦中・八尾

107 にんじんとごぼうとだいこん 和歌山静子／絵 鈴木出版 2007 44cm 本館・大沢野

108 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 2004 44cm 本館・婦中

109 ねずみのいもほり
山下明生／作
いわむらかずお／絵

チャイルド本社 2006 50cm 本館

110 ねずみのえんそくもぐらのえんそく 藤本四郎／作・絵 チャイルド本社 2009 50cm 本館

111 ねずみのかいすいよく
山下明生／作
いわむらかずお／絵

チャイルド本社 2007 50cm 本館・八尾

112 ねずみのさかなつり
山下明生／作
いわむらかずお／絵

チャイルド本社 2008 50cm 本館・八尾

113 ねずみのでんしゃ
山下明生／作
いわむらかずお／絵

チャイルド本社 2005 50cm 本館

114 ノラネコぐんだんパンこうじょう 工藤ノリコ／作・絵 白泉社 2017 44cm 本館

115 はじめてのおつかい
筒井頼子／さく
林 明子／え

福音館書店 1999 36cm 
本館・婦中・大沢
野・八尾

116 はじめてのおるすばん
しみずみちを／作
山本まつ子／絵

岩崎書店 2003 50cm 婦中
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117 バスでおでかけ 間瀬なおかた／作・絵 チャイルド本社 2008 50cm 本館

118 ぱっくんおおかみときゅうりゅうたち 木村泰子／作・絵 ポプラ社 2005 44cm 本館・婦中

119 はっぱのおうち
征矢清／さく
林明子／え

福音館書店 2010 42cm 
本館・大沢野・婦
中

120 花さき山 斉藤隆介 岩崎書店 2003 52cm 婦中・八尾

121 パパ、お月さまとって！ エリック・カール／さく 偕成社 2015 59cm 本館

122 バムとケロのさむいあさ 島田ゆか／作・絵 文渓堂 2012 32cm 本館

123 はらぺこあおむし エリック・カール／さく 偕成社 1994 42cm 
本館・婦中・大山・
八尾

124 バルボンさんのおでかけ とよたかずひこ／著 アリス館 2007 36cm 本館

125 半日村
斎藤隆介／作
滝平二郎／絵

岩崎書店 2004 53cm 本館

126 ひさの星
斎藤隆介／作
岩崎ちひろ/絵

岩崎書店 2004 50cm 婦中

127 ぴっけやまのおならくらべ
かさいまり／文
村上康成／絵

チャイルド本社 2007 50cm 本館

128 ひつじぱん あきやまただし／作・絵 鈴木出版 2008 44cm 本館

129 ぴょーん まつおかたつひで／作・絵 ポプラ社 2004 37cm 本館・婦中・八尾

130 ふしぎなカサやさん みやにしたつや／作・絵 金の星社 2018 50cm 本館

131 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 2008 50cm 本館・八尾

132 ふしぎなタネやさん みやにしたつや／作・絵 金の星社 2014 50cm 本館

133 へびくんのおさんぽ いとうひろし／作・絵 鈴木出版 2006 44cm 本館・大沢野

134 へんしんオバケ あきやまただし／作・絵 金の星社 2012 50cm 本館

135 へんしんトンネル あきやまただし／作・絵 金の星社 2007 50cm 本館

136 ぼくにげちゃうよ
マーガレット・W.ブラウン/ぶん
クレメント・ハード/え ほるぷ出版 2003 33cm 本館・婦中・大山

137 ぼくのくれよん 長新太／おはなし・絵 講談社 2003 53cm 本館・大沢野

138 まどからおくりもの 五味太郎／作・絵 偕成社 2003 43cm 本館・婦中

139 みんなうんち 五味太郎／さく 福音館書店 2011 49cm 本館

140 めっきらもっきらどおんどん
長谷川摂子／作
ふりやなな／画

福音館書店 2008 36cm 本館

141 もぐらバス
佐藤雅彦／原案
うちのますみ／文・絵

偕成社 2011 40cm 本館・大山

142 もこもこもこ
谷川俊太郎／作
元永定正／絵

文研出版 2006 44cm 本館

143 もちづきくん
中川ひろたか／作
長野ヒデ子／絵

チャイルド本社 2007 50cm 本館

144 モチモチの木
斎藤隆介／作
滝平二郎／絵

岩崎書店 2002 53cm 本館・婦中・八尾

145 もったいないばあさん 真珠まりこ／作・絵 講談社 2008 53cm 本館

146 ももたろう 松居直／文 福音館書店 2016 36cm 本館
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147 もりのおふろ 西村敏雄／さく 福音館書店 2010 42cm 本館・八尾

148 もりのかくれんぼう
末吉暁子／作
林明子／絵

偕成社 2006 51cm 本館・大沢野

149 やさいさん tupera tupera／さく 学研教育出版 2015 36cm 本館

150 ゆうたとさんぽする きたやまようこ／作 あかね書房 2008 43cm 本館

151 ゆうたはともだち きたやまようこ／作 あかね書房 2007 43cm 本館・婦中

152 よかったねネッドくん レミー・シャーリップ 偕成社 2010 51cm 本館・大沢野

153 よくばりすぎたねこ さとうわきこ／作・絵 メイト 2005 50cm 本館・大沢野

154 ろばさんのかわいいバッグ
香山美子／作
柿本幸造／絵

チャイルド本社 2006 50cm 本館

155 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 2005 34cm 大山・八尾

156 わにわにのおふろ
小風さち／ぶん
山口マオ／え

福音館書店 2009 42cm 本館
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No. 書名 著者 出版社 出版年 大きさ（高） 所蔵館

1 あひるのおうさま
堀尾青史／脚本
田島征三／絵

童心社 2003 43cm 本館・大沢野

2 いちどとまってみぎひだり
今関信子／脚本
国井節／絵

童心社 2008 43cm 本館

3 おうさまさぶちゃん 馬場のぼる／脚本・絵 童心社 2007 43cm 本館・大沢野

4 おおきくおおきくおおきくなあれ まついのりこ／脚本・絵 童心社 2002 43cm 
本館・大沢野・
婦中

5 おだんごころころ
坪田譲治／脚本
二俣英五郎／絵

童心社 2006 43cm 
本館・大山・婦中・
八尾

6 おとうさん
与田準一／脚本
田畑精一／絵

童心社 2002 43cm 本館・婦中

7 くれよんさんのけんか
八木田宜子／脚本
田畑精一／絵

童心社 2003 43cm 本館・大沢野

8 ごきげんのわるいコックさん まつい のりこ／脚本・絵 童心社 2011 43cm 本館

9 こねこのしろちゃん
堀尾青史／脚本
和歌山静子／絵

童心社 2007 43cm 本館・大沢野

10 したきりすずめ
松谷みよ子／脚本
堀内誠一／絵

童心社 2003 43cm 本館・大沢野

11 たべられたやまんば
松谷みよ子／脚本
二俣英五郎／絵

童心社 2002 43cm 
本館・大沢野・
婦中

12 なんにもせんにん
巌谷小波／原作
川崎大治／脚本

童心社 2007 43cm 本館・大山

13 ねずみのミーちゃんききいっぱつ
上地ちづ子／脚本
多田ヒロシ／絵

童心社 2008 43cm 本館

14 みんなでぽん！ まついのりこ／脚本・絵 童心社 2006 43cm 
本館・大沢野・大
山・婦中・八尾

15 もみもみおいしゃさん とよたかずひこ／脚本・絵 童心社 2011 43cm 本館

16 竜のおさんばさん
田村つねこ／脚本
降矢洋子／絵

童心社 2011 43cm 本館・大沢野

17 ワンタさんは、おおいそがし
やすいすえこ／脚本
篠崎三朗／絵

童心社 2008 43cm 本館

大型紙芝居目録
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