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推奨年月日 書　　　名 著　者　名 出　版　社
90 びりびり 中新井純子 童心社
89 チーターじまんのてんてんは みやけゆま BL出版
88 もしかして… クリス・ホートン、木坂涼 BL出版
87 ねんねん ころりん ふじもとのりこ 世界文化社
86 おじさんのぼうしはどこいった？ ジョアン・L・ノドセット、フリッツ・シーベル、やすだふゆこ 出版ワークス
85 つばきレストラン おおたぐろまり 福音館書店
84 こねこがにゃあ ひろのたかこ 福音館書店
83 ケロリンピック 大原悦子、古川裕子 福音館書店
82 おたすけこびととおべんとう なかがわちひろ、コヨセ・ジュンジ 徳間書店
81 おくりもの 豊福まきこ ＢＬ出版
80 ながーいはなでなにするの？ 齋藤槙 福音館書店
79 だっぴ！ 北村直子 こぐま社
78 ふゆとみずのまほう こおり 片平孝 ポプラ社
77 きょうりゅうのおおきさってどれくらい？ 大島英太郎 福音館書店
76 クマさんのいえへ　いかなくちゃ！ ブライアン・リーズ、横山和江 徳間書店
75 ねーずみねーずみどーこいきゃ？ こがようこ、降矢なな 童心社
74 くだものぱくっ 彦坂有紀、もりといずみ 講談社
73 ねこです。 北村裕花 講談社
72 だんごむしのおうち 澤口たまみ、たしろちさと 福音館書店
71 しゅつどう！しょうぼうたい 鎌田歩 金の星社
70 ひよこさん 征矢清、林明子 福音館書店
69 とらさんおねがいおきないで ブリッタ・テッケントラップ、木坂涼 ひさかたチャイルド
68 きゃべつばたけのぴょこり 甲斐信枝 福音館書店
67 ひとりになったライオン 夏目義一 福音館書店
66 とのさま１ねんせい 長野ヒデ子、本田カヨ子 あすなろ書房
65 ぺんぎんたいそう 齋藤槙 福音館書店
64 かげはどこ 木坂涼、辻恵子 福音館書店
63 すずめくんどこでごはんたべるの？ マルシャーク、たしろちさと 福音館書店
62 みつけてくれる？ 松田奈那子 あかね書房
61 みんなにゴリラ 高畠那生 ポプラ社
60 ハートのはっぱ　かたばみ 多田多恵子、広野多珂子 福音館書店
59 ことりのみずあそび マリサビーナ・ルッソ、なかがわちひろ あすなろ書房
58 あーといってよあー 小野寺悦子、堀川理万子 福音館書店
57 おじょらぽん はせがわせつこ、さいとうとしゆき 福音館書店
56 どろきょうりゅう 中川ひろたか・鈴木翼、市居みか 世界文化社
55 いえでをしたくなったので リーゼル・モーク・スコーペン、ドリル・バーン、松井るり子 ほるぷ出版
54 ねこくんいちばでケーキをかった ロシアのわらべうた ユーリー・ワスネツォフ、たなかともこ 岩波書店
53 ぽんちぱん（０．１．２．えほん） 柿木原政広 福音館書店
52 はじめは　タマゴ ローラ・ヴァッカロ・シーガー、ひさやまたいち 評論社
51 どんぐり エドワード・ギブス、谷川俊太郎 光村教育図書
50 みつけたよさわったよにわのむし 澤口たまみ、田中清代 福音館書店
49 ひとりでおとまりしたよるに フィリパ・ピアス、ヘレン・クレイグ 徳間書店
48 バナナのはなし 伊沢尚子、及川賢治 福音館書店
47 ショベルカーがやってきた！ スーザン・ステゴール ほるぷ出版
46 いけのおと 松岡達英 福音館書店
45 まほうのコップ 藤田千枝、川島敏生、長谷川摂子 福音館書店
44 ふたごのもうふ ヘウォン・ユン トランスビュー
43 ネビルってよんでみた G.ブライアン・カラス ＢＬ出版
42 かあさんふくろう クレメント・ハード 偕成社
41 いちじく　にんじん 大阪YMCA千里子ども図書室、ごんもりなつこ 福音館書店
40 おべんとう 小西英子 福音館書店
39 どんどこどん 和歌山静子 福音館書店
38 のはらのおへや みやこしあきこ ポプラ社
37 トラのじゅうたんになりたかったトラ ジェラルド・ローズ 岩波書店
36 これはおひさま 谷川俊太郎、大橋歩 復刊ドットコム
35 ねてるのだあれ 神沢利子、山内ふじ江 福音館書店
34 ベンジーのもうふ マイラ・ベリーブラウン あすなろ書房
33 ノマはちいさなはつめいか ヒョンドク、チョウミエ 講談社
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32 どうぶつしりとりえほん 薮内正幸 岩崎書店
31 びっくりまつぼっくり 多田多恵子、堀川理万子 福音館書店
30 やまのバス 内田麟太郎 佼成出版社
29 もっとおおきなたいほうを 二見正直 福音館書店
28 ねえ、どれがいい？ ジョン・バーニンガム　 評論社
27 じゃぐちをあけると じんぐうすすむ 福音館書店
26 おふとんかけたら かがくいひろし ブロンズ社
25 ハンスのダンス 中川ひろたか 文渓堂
24 １００かいだてのいえ いわいとしお 偕成社
23 どうする　どうする　あなのなか きむらゆういち 福音館書店
22 しりとりあそび　しろとくろ 星川ひろ子・星川治雄 小学館
21 からだが　かゆい 岩合日出子 福音館書店
20 みんなおなじ　でも　みんなちがう 奥井一満 福音館書店
19 ぽっかり　つきが　でましたら 内田麟太郎 文研出版
18 よじはん　よじはん ユンソクチュン 福音館書店
17 くだもの　なんだ きうちかつ 福音館書店
16 ねぇ　あそぼ まど・みちお こぐま社
15 おへそのあな 長谷川義史 ＢＬ出版
14 ハンダのびっくりプレゼント アイリーン・ブラウン 光村教育図書
13 ガッタンゴットン スズキ・コージ 平凡社
12 ぼーるがころころ 岸田衿子 ひかりのくに
11 くらいくらい はせがわせつこ 福音館書店
10 ポッケのワンピース つちだのぶこ 学習研究社
9 ととけっこうよがあけた こばやしえみこ こぐま社
8 だれのあしあと ふくだとしお 新風舎
7 サラダでげんき 角野栄子 福音館書店
6 くっついた 三浦太郎 こぐま社
5 くまくん 二宮由紀子 ひかりのくに
4 それいけしょうぼうしゃ ティボル・ゲルゲイ 講談社
3 ばしん！ばん！どかん！ ピーター・スピア 童話館出版
2 うさぎのおうち マーガレット・ワイズ・ブラウン ほるぷ出版
1 わにわにのおふろ 小風さち 福音館書店
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