「家族、友達、大好きな君。色んな繋がりの本」
資料コード

書名

リスト

著者名

出版者名

1 102269882 おじいちゃんのまち

野村 たかあき／作・絵

講談社

2 102287201 おばあちゃんは友だち100人

日本児童文学者協会／編

ポプラ社

3 102343233 いもうとといっしょ

つちだ よしはる／作

ポプラ社

4 102371938 いのちのつながり

中村 運／ぶん，佐藤 直行／え 福音館書店

5 102467579 おとうさん、お元気ですか…

フィリップ・デュパスキエ／作，
文化出版局
見城 美枝子／訳

6 102732086 西の魔女が死んだ
7 102819386 パパは専業主夫

梨木 香歩／著
キルステン・ボイエ／作，
遠山 明子／訳，
平野 恵理子／絵

楡出版
童話館出版

8 102833320 おとうとがやってきた!

ディー・シャルマン／作，
もとした いづみ／訳

9 102839220 ぼくいえでしたよ

井上 よう子／さく，土田 義晴／え 偕成社

偕成社

10 102855099 おばあちゃんがいったのよ

ジル・ペイトン・ウォルシュ／ぶん，
ソフィー・ウィリアムズ／え，
えんどう いくえ／やく

ブックローン
出版

11 102931801 おじいちゃんだいすき

ロブ・ルイス／さく，
かねはら みずひと／やく

ほるぷ出版

12 102964009 かあさん、わたしのことすき?
13 104501715 いもうとのにゅういん
14 104577185 ずーっとずっとだいすきだよ

バーバラ・ジョシー／さく，
バーバラ・ラヴァレー／え，
偕成社
わたなべ いちえ／やく
筒井 頼子／さく，林 明子／え 福音館書店
ハンス・ウィルヘルム
／えとぶん，
評論社
久山 太市／やく

15 104577703 弟なんていらない

ニーナ・シンドラー／作，
クリスティアーネ・ピーパー／絵，
松沢あさか／訳

さ・え・ら書房

16 104583916 おばあちゃんのおにぎり

さだ まさし／作，東 菜奈／え

くもん出版

17 105081809 家族さがしの夏

ニーナ・ボーデン／作，西村 醇子／訳

国土社

18 105175080 おじいちゃんの目、ぼくの目

P・マクラクラン／作，
若林 千鶴／訳，
広野 多珂子／絵

文研出版

19 105192341 わたしのだいじなかぞく

キャスリーン・アンホールト／作，
ローレンス・アンホールト／作，
文化出版局
角野 栄子／訳

20 105219479 ジローとぼく

大島 妙子／作・絵

偕成社

21 105254789 ぼくのワンちゃん

シャリー＝ヒューズ／さく，
あらい ゆうこ／やく

偕成社

22 105264890 たろうのともだち

村山 桂子／さく，堀内 誠一／え 福音館書店

「家族、友達、大好きな君。色んな繋がりの本」
書名

資料コード

23 105302694 ぼくとじいちゃんのハンバーグ
24 105310220

リスト

著者名

出版者名

吉村 健二／作，藤本 四郎／絵 フレーベル館

おじいちゃんのおじいちゃんの
長谷川 義史／作
おじいちゃんのおじいちゃん

ＢＬ出版

27 105382744 おじいさんとぼくのミツバチ

ノルシュテイン／作，
コズロフ／作，
福音館書店
ヤルブーソヴァ／絵，
こじま ひろこ／訳
フィリス・ルート／文，
ウィル・ヒレンブランド／絵，
徳間書店
こだま ともこ／訳
多加山 悠哉／作，岡本 順／絵 ポプラ社

28 105453455 おとうさんの木

最上 一平／さく，長 新太／え 教育画劇

29 105458082 ともだちがほしいの

柴田 愛子／文，長野 ヒデ子／絵 ポプラ社

25 105325996 きりのなかのはりねずみ

26 105377023 キスなんかしないよ!

30 105458767 おかあさんになるってどんなこと 内田 麟太郎／文，中村 悦子／絵 PHP研究所
31 105459747 ともだちになろうよ

中川 ひろたか／さく，ひろかわ さえこ／え

ユッタ・ビュッカー／絵，
32 105461059 たいせつなたいせつなぼくのともだち ミリアム・モス／文，
小沢 征良／訳
33 105493465 おじいちゃんとぼくのがんこ合戦 沢田 俊子／作，岡野 淳子／絵

アリス館
講談社
汐文社

34 105540552 ぼくの町

岡田 ゆたか／作・絵

ポプラ社

35 105541320 あなたの小さかったとき

越智 登代子／文，藤枝 つう／絵

福音館書店

36 105543381 あかちゃんのゆりかご

レベッカ・ボンド／作，さくま ゆみこ／訳

偕成社

37 105544531 おとうさんがおとうさんになった日 長野 ヒデ子／作

童心社

38 105545309 ぜっこう

柴田 愛子／文，伊藤 秀男／絵 ポプラ社

39 105545724 チコのまあにいちゃん

北川 チハル／作，福田 いわお／絵 岩崎書店

40 106136577 おとうさんにおみやげ

あかね書房

41 106318179

あかね書房

42 106366700
43 106454374
44 106481240

つちだ よしはる／作絵
ピート・スミス／作，
友だちになろうよ、バウマンおじさん 佐々木 田鶴子／訳，
フェルトハウス／絵
ごめんね!ダンスおばあちゃん 小原 麻由美／作，つちだ よしはる／絵
アリスン・マギー／ぶん，ピー
ちいさなあなたへ
ター・レイノルズ／え，
なかがわ ちひろ／やく
おとうさん
秋山 とも子／さく

45 106489658 バアちゃんと、とびっきりの三日間 三輪 裕子／作，山本 祐司／絵
46 106489712 おとん

国土社
主婦の友社
瑞雲舎
あかね書房

平田 昌広／ぶん，平田 景／え 大日本図書

47 106677756 あなたのかわりはどこにもいない のはら 里／文，藤本 タクヤ／絵 文芸社
48 106762516 ぼくとお兄ちゃんのビックリ大作戦 まつ みりゅう／作，荒木 祐美／絵 刈谷市教育委員会
49 106820680 泣いた赤鬼

浜田 廣介／文，浦沢 直樹／画

小学館

「家族、友達、大好きな君。色んな繋がりの本」
書名

資料コード

リスト

著者名

出版者名

50 106929410 ぎゅっ

ミフサマ／さく・え

BL出版

51 107024136 ねずみくんのおくりもの

つちだ よしはる／文絵，あべ やすつぐ／原作

教育画劇

52 108058069 おにいちゃん

後藤 竜二／さく，小泉 るみ子／え 佼成出版社

53 108076440 とうちゃんなんかべーだ!

伊藤 秀男／作

54 108112357 ねえだっこして

竹下 文子／文，田中 清代／絵 金の星社

55 108115992 ゴリオとヒメちゃん

アンソニー・ブラウン／さく，久山 太市／やく

56 108148912 のんきな父さん

丘 修三／作，長野 ヒデ子／絵 小峰書店

57 108152197 おかん

平田 昌広／ぶん，平田 景／え 大日本図書

ポプラ社
評論社

59 108170454 パパのおはなしきかせて

ビバリー・ドノフリオ／文，
バーバラ・マクリントック／絵， ほるぷ出版
福本 友美子／訳
角野 栄子／作，オームラ トモコ／絵 小学館

60 108170519 いいこだ、ファーガス!

デイビッド・シャノン／さく，小川 仁央／やく

評論社

61 108217825 ぼくとおにいちゃん

マレーク・ベロニカ／文と絵，
うちだ ひろこ／訳

風濤社

62 108227430 あいたい友だち

小林 豊／著

佼成出版社

58 108162605 ないしょのおともだち

63 108227472

みんながそろう日
モロッコの風のなかで

ヨーケ・ファン・レーウェン／作，
マリカ・ブライン／作，
野坂 悦子／訳

鈴木出版

64 108230791 ぼくもだっこ

西條 剛央／作，大島 妙子／絵 講談社

65 108247880 つながってる!

草場 一壽／作，平安座 資尚／絵 サンマーク出版

66 108259765 あなたがだいすき

ロビン・クルーズ／作，
マーガレット・チォドス‐アーヴァイン／絵，
木坂 涼／訳

コンセル

67 108287831 図書館ラクダがやってくる

マーグリート・ルアーズ／著，
斉藤 規／訳

さ・え・ら書房

68 108293777 とうさん

内田 麟太郎／文，つよし ゆうこ／絵

ポプラ社

69 108294757 おねえちゃんってふしぎだな

北川 チハル／作，竹中 マユミ／絵 あかね書房

70 108319458 ぼくのしんせき

青山 友美／作・絵

71 108333213 トイレの神様

植村 花菜／文，とりごえ まり／絵 講談社

72 108339394 りすでんわ

高橋 和枝／著

73 108339483 たいせつなあなたへ

サンドラ・ポワロ=シェリフ／作，
講談社
おーなり 由子／訳

74 108344860 ふうとはなとうし
きのうの夜、
108360016
75
おとうさんがおそく帰った、
そのわけは…

岩崎書店
白泉社

いわむら かずお／さく

童心社

市川 宣子／作，
はた こうしろう／絵

ひさかたチャイルド

「家族、友達、大好きな君。色んな繋がりの本」
書名

資料コード

76 108364593 おじいちゃんが、わすれても…

リスト

著者名

出版者名

大塚 篤子／作，こころ 美保子／絵 ポプラ社

ベッキー・ライアー／ぶん，
77 108367274 わたしのおかあさんは世界一びじん 光吉 郁子／やく，

大日本図書

ルース・ガネット／え
78 108384179 タイムカプセル

おだ しんいちろう／作，こば ようこ／絵

フレーベル館

79 108385965 あなたがだいすき

リザ・ベイカー／作，
デイビッド・マクフェイル／絵，
日当 陽子／訳

フレーベル館

80 108387143 おとうさんおかえり

マーガレット・ワイズ・ブラウン／文，
スティーヴン・サヴェッジ／絵，さくま
ゆみこ／訳

ブロンズ新社

81 108395170 6さいのきみへ

佐々木 正美／文，佐竹 美保／絵 小学館

82 108408647 おじいちゃんちのたうえ

さこ ももみ／作

83 108466477 父さんは地球儀の上にいる

加藤 章子／作，小松 良佳／絵 角川学芸出版

84 108467317 ねえおかあさん

下田 冬子／ぶん・え

85 108480372 だめだめママだめ!

天野 慶／文，はまの ゆか／絵 ほるぷ出版

86 108495574 たまじいちゃん

そえじま 良子／文，そえじま 葉／絵 石風社

87 108516326 ちっこばぁばの泣いた夜

福 明子／作，ふりや かよこ／絵 新日本出版社

88 108533930 おばあちゃんのノート

小坂 直樹／文，水上 みのり／絵 幻冬舎ルネッサンス

89 108571475 おとうさんといっしょ

工藤 直子／文，こじま がらん／絵 小学館

90 108589374 だいすきだよぼくのともだち

マラキー・ドイル／ぶん，ス
ティーブン・ランバート／え，
まつかわ まゆみ／やく

91 108592928 おかあさんの手

まはら 三桃／作，長谷川 義史／絵 講談社

92 108595587 ふうとはなときじ

いわむら かずお／さく

童心社

93 108617190 ともだちやもんな,ぼくら

くすのき しげのり／作，福田 岩緒／絵

えほんの杜

94 108617254

じいちゃんの森
森おやじは生きている

95 108630030 10分で読める家族のお話
96 108638162

おじいさんとヤマガラ
3月11日のあとで

講談社
大日本図書

評論社

小原 麻由美／作，黒井 健／絵 PHP研究所

岡 信子／選

学研教育出版

鈴木 まもる／作・絵

小学館

98 108729923 絵本「旅猫リポート」

ニック・ブランド／ぶん，
フレヤ・ブラックウッド／え，
灰島 かり／やく
有川 浩／文，村上 勉／絵

99 108736911 ゆいはぼくのおねえちゃん

朝比奈 蓉子／作，江頭 路子／絵 ポプラ社

100 108740021 しんでくれた

谷川 俊太郎／詩，塚本 やすし／絵 佼成出版社

101 108762769 おかあさんどこいったの?

レベッカ・コッブ／ぶん え，おーなり 由子／やく

97 108649431 だいすきだっこ

岩崎書店
文藝春秋

ポプラ社

「家族、友達、大好きな君。色んな繋がりの本」
書名

資料コード

リスト

著者名

出版者名

102 108785459 ぼくとお父さん

清水 千恵／作，山本 祐司／絵 文研出版

103 108811247 おーばあちゃんはきらきら

たかどの ほうこ／さく，こみね ゆら／え

福音館書店

長野 ヒデ子／作

童心社

105 108838579 みんなからみえないブライアン

トルーディ・ラドウィッグ／作，
パトリス・バートン／絵，
さくま ゆみこ／訳

くもん出版

106 108876829 くれよんがおれたとき

かさい まり／さく，北村 裕花／え くもん出版

107 108879399 ふしぎなともだち

たじま ゆきひこ／作

108 108891356 かあちゃんえほんよんで

かさい まり／文，北村 裕花／絵 絵本塾出版

109 108900932 いつだってともだち

内田 麟太郎／作，降矢 なな／絵 偕成社

110 108913465 このあとどうしちゃおう

ヨシタケ シンスケ／作

ブロンズ新社

111 108943895 すきになったら

ヒグチ ユウコ／作

ブロンズ新社

112 108945790 おとうさんは、いま

湯本 香樹実／ぶん，ささめや ゆき／え

福音館書店

113 108948838 やだやだパパやだ!

天野 慶／文，はまの ゆか／絵 ほるぷ出版

114 108975029 みてみておかあさん

LEE／文，みやこし あきこ／絵 白泉社

115 108996840 拝啓、お母さん

佐和 みずえ／作，かんべ あやこ／絵

フレーベル館

116 109012291 おふくさんのおふくわけ

服部 美法／ぶん・え
エイミー・ヘスト／文，
エイミー・ベイツ／絵，
落合 恵子／訳
天野 慶／文，はまの ゆか／絵
リブ・フローデ／作，
木村 由利子／訳，
柴田 文香／絵

大日本図書

ケイト・ベアビー／ぶん・え，
中井 貴惠／やく

イマジネイション・
プラス

104 108815714

おばあちゃんが
おばあちゃんになった日

117 109012747 とびっきりのともだち
118 109022416 ママが10にん!?
119 109053737 たかが犬、なんて言わないで

120 109103050 メイがはじめてがっこうへいくひ

121 109119320 すきなひと

122 109119339 すきっていわなきゃだめ?

桜庭 一樹／作，
嶽 まいこ／絵，
瀧井 朝世／編
辻村 深月／作，
今日 マチ子／絵，
瀧井 朝世／編

くもん出版

BL出版
ほるぷ出版
文研出版

岩崎書店
岩崎書店

123 109119363 はるとあき

斉藤 倫／作，うきまる／作，
吉田 尚令／絵

小学館

124 109133935 ねえさんといもうと

シャーロット・ゾロトウ／文，
酒井 駒子／絵・訳

あすなろ書房

「家族、友達、大好きな君。色んな繋がりの本」
資料コード

書名

著者名

リスト
出版者名

125 109156757 しあわせなハリネズミ

藤野 恵美／作，
小沢 さかえ／絵

講談社

126 109193210 こはるとちはる

白石 一文／作，
北澤 平祐／絵，
瀧井 朝世／編

岩崎書店

