
台場おはなし会絵本リスト令和4(2022)年度～平成28(2016)年度

日にち 作品名　 作者 出版社

4/5 あっ！（はじめての絵本タイム） 中川ひろたか　ぶん 金の星社

おうちのともだち 柳原　良平　絵/文 こぐま社

おはいんなさい！
（おひさまこんにちは年少向き）

さいとう　しのぶ/ 童心社

ちょうちょはやくこないかな
（福音館の幼児絵本）

甲斐　信枝/さく 福音館書店

とっくんトラックのはらへぶぶー いわむら　かずお/作・絵 ひらかたチャイルド

もういいかい 中野　真典/作 BL出版

5/10 はるのごほうび 内田　麟太郎 鈴木出版

はっけよーい ケロポンズ 王ブラ者

のっていこう 木内　達朗 福音館書店

いってらっしゃーい　いってきます 神沢　利子 福音館書店

いちにのさんぽ ひろかわ　さえこ アリス館

つかまえた！ 鈴木　まもる 講談社

6/7 あめ　ぽったん ひろかわ　さえこ アリス館

かさ 松野　正子 福音館書店

ぴっつんつん 武鹿　悦子 くもん出版

あれあれ　だあれ？ 中川　ひろたか ひかりのくに

パンダ　ともだちたいそう いりやま　さとし 講談社

7/5 とととと　だんごむし みなみ　じゅんこ ひさかたチャイルド

おふねがぎっちらこ こどものとも012 福音館書店

きらきら 新井　洋行 くもん出版

うみのおふろやさん とよた　かずひこ ひさかたチャイルド

おばけのアイスクリームやさん 安西　水丸 教育画劇

8/2 おどります 高畠　純 絵本館

れんけつガッチャン こぐれ　けいすけ 学研教育出版

どうぶつ　ドドド 矢野　アケミ 鈴木出版社

あつい　あつい 垂石　眞子 福音館書店

ひとつ　ひまわち 小長谷　清実 福音館書店

おはな　だーれ よねづ　ゆうすけ 講談社

9/6 まんまる　おつきさん ねじめ　正一 偕成社

くだもの　ぱっくん 真木　文江 岩崎書店

とってください 福知　伸夫 福音館書店

コトコト　でんしゃ とよた　かずひこ アリス館

どんどこ　どん！ 新井　洋行 ポプラ社

10/4 おいもを　どうぞ 柴野　民三 ひかりのくに

おやすみ　ゴリラくん ペギー・ラスマン　 徳間書店

あおぞら　さんぽ 江頭　路子 講談社
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台場おはなし会絵本リスト令和4(2022)年度～平成28(2016)年度

どんぐり　ころちゃん みなみ　じゅんこ アリス館

こんにちは　ばいばい サカシン 神宮館

しゃかしゃか　じゅうじゅう 若葉　さとし ひさかたチャイルド

かわいい　おかし かけひ　さとこ 教育画劇

11/1 どんぐり とんぽろり 武鹿　悦子 ひさかたチャイルド

あきいろ おさんぽ 村上　康成 ひかりのくに

いまはあき ロイス・レンスキー あすなろ書房

じゃーんけん 山岡 ひかる アリス館

おおきい ちいさい たけうち ちひろ BL出版

しーしずかに かかず ゆみ 金の星社

12/6 クリスマス くろくま たかい よしかず くもん出版

メリーメリークリスマス！ 岡村 志麻子 くもん出版

あったまろう もろはら じろう 鈴木出版

フルーツパンケーキ さかい みゆき ひかりのくに

おしりのサーカス さかざき  ちはる ハッピポウル社

こ～ちょこちょ にへい たもつ KADOKAWA

1/10 ひよこ　どこどこ やまだ　だり 講談社

すいすい　たこたこ とよた　かずひこ 鈴木出版

りんごは　いくつ？ よねず　ゆうすけ 講談社

ぞうちゃんのおかし 武藤　悦子 教育画劇

バスがきました 三浦　太郎 童心社

ふかふか　ぽん！ 若菜　ひとし ひさかたチャイルド

2/7 おめんです いしかわ こうじ 偕成社

さんどいっちにー
（港区にないため読まず）

たんじ あきこ ほるぷ出版

とっとことっとこ まつい のりこ 童心社

でんしゃがゴットン 冬野 いちこ 岩崎書店

パンどうぞ 彦坂 有紀 講談社

ばいばいまたね さとう わきこ 金の星社

3/7 ちょうちょうひらひら まど みちお こぐま社

(予定）なきごえバス えがしら みちこ 白泉社

たいこ 樋勝 朋巳 福音館書店

おやさい とんとん 真木 文絵 岩崎書店

どんどこ ももんちゃん とよた　かずひこ 童心社

しゃっくり くーちゃん 竹下 文子 岩崎書店

作品名　 作者 出版社

4月 もういいかい？まあだだよ 平出　衛 福音館書店

5月 はしるのだいすき わかやま しずこ 福音館書店

6月 ぴっちゃん ぽっちゃん acoototo 大日本図書
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7月 きらきら 新井　洋行 くもん出版

8月 はなび ドーン カズコ Ｇ ストーン 童心社

9月 だんごたべたい おつきさま すとう あさえ ほるぷ出版

10月 おもい おいも 木坂　涼 教育画劇

11月 すやんこすやんこ　おやすみなさい オームラ　トモコ 鈴木出版

12月 ツリーさん あらい　ひろゆき 講談社

1月 おおさむ　こさむ 松谷みよ子 偕成社

2月 まめのかぞえうた 西内　ミナミ 鈴木出版

3月 ふうせん 湯浅　とんぼ　 アリス出版

作品名　 作者 出版社

4月

5月

6月

7月 あついあつい 垂石　眞子 福音館書店

8月 きえる　あひる なつめよしかず 福音館書店

9月 おつきさま 高畠　純 婦人生活社

10月 どんぐり こが　ようこ 大日本図書

11月 にこにこかぼちゃ 安野　光雅 童話屋

12月 ツリーさん あらい　ひろゆき 講談社

1月 あけましてのごあいさつ たむら　しげる ぽるぷ出版

2月 まめまきできるかな すどう　あきえ ぽるぷ出版

3月 はなをくんくん ルース・クラウス 福音館書店

作品名 作者 出版社

4月 そよそよさん 仁科幸子 徳間書店

5月 しろいちょうがとんでるよ 村上　康弘 ひさかたチャイルド

6月 あめ　ぽったん ひろさわ　さえこ アリス館

7月 はだしになっちゃえ 小長谷　清美 福音館書店

8月 はなび　ドーン ガスコＧストーン 童心社

はりねずみ　かあさん まつやさやか 偕成社

どんぐりどらや どうめきともこ 佼成出版社

おつきさま　なにみてる なかじまかおり 岩崎書店

ぴよぴよ 谷川俊太郎 くもん出版

こ～ちょこちょ にへいたもつ ＫＡＤＯＫＡＷＡ

かくれんぼで　もういいかい やぎたよしこ 童心社

10月 どんぐり こがようこ 大日本図書

11月 どんどこどん！ 新井洋行 ポプラ社

12月 サンカクサンタ Tupera Tupera 絵本館

1月 ごろんご　ゆきだま たむら　しげる 福音館書店

2020（R2)年度

2019(H31_R1)年度

9月

新型コロナ感染拡大防止のためＲ２年度４月から６月まで開催中止😢
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台場おはなし会絵本リスト令和4(2022)年度～平成28(2016)年度

2月 ちいちゃんとまめまき しみず　みちお ぽるぷ出版

3月 そよそよさん 仁科　幸子 徳間書店

作品名　 作者 出版社

なきべえバス 原　京子 ポプラ社

とべとべこいのぼり きむら　ゆういち 教育画劇

かさ　さしてあげるね はせがわせつこ 福音館書店

わらう さこももみ 白泉社

りんごがコロコロコロリンコ 三浦太郎 講談社

あれあれだあれ？ 中川ひろたか ひかりのくに

あめふり まついのりこ 偕成社

だれにかさかな？ 東　君平 フレーベル館

カエルくんのみずたまり 宮西　達也 鈴木出版

のんびり　つむりん　あめのひ　いいな あおい　じゅんこ 教育画劇

バナナ おいしく なーれ 矢野アケミ 大日本図書

そおっとそおっとね たんじ　あきこ ほるぷ出版

まだかな まつおか　たつひで ポプラ社

うみ　ざざざ ひがしなおこ くもん出版

おばけのアイスクリームやさん 安西水丸 教育画劇

うみのおふろやさん とよたかずひこ ひさかたチャイルド

アイスクリームおいしいね エマ・クエイ ひさかたチャイルド

びっくりはなび 新井洋行 講談社

9月

10月

11月

12月

1月

ちいちゃんとまめまき しみずみちを ほるぷ出版

まめまき　まかせて！ 苅田　澄子 童心社

そっくりこ 中川ひろたか ひかりのくに

おふろでんしゃ 木戸尚子 交通新聞社

いろいろごはん 山岡ひかる くもん出版

ころんちゃん まつなり　まつこ アリス館

作品名　 作者 出版社

2018(Ｈ30)年度

4月

5月

6月

7月

8月

2月

3月

2017(H29)年度

データなし
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台場おはなし会絵本リスト令和4(2022)年度～平成28(2016)年度

ほわほわ　さくら ひがし　なおこ くもん出版

ぽかぽか 新井　洋行 講談社

たんぽぽ 甲斐　信枝 金の星社

みんなでんしゃ 薫　くみこ ひさかたチャイルド

もーいいかい？まあだだよ 平出　衛 福音館書店

はるにあえたよ 原　京子 ポプラ社

5月

6月

7月

とととと　だんごむし みなみじゅんこ ひさかたチャイルド

おおきくおおきくおおきくなあれ マツイノリコ 童心社

おべんとうバス 真珠まりこ ひさかたチャイルド

おどります 高畠　純 絵本館

おふねがぎっちらこ 福音館書店

くだものぱっくん 真木　文絵 岩崎書店

はいはい　あかちゃん 斉藤　洋 講談社

とりかえっことりかえっこ ふくだじゅんこ 大日本図書

ひよこさん 征矢　清 福音館書店

まねまねおおかみ みやにしたつや ポプラ社

ポポくんのかきごおり アットココ ＰＨＰ研究社

10月

11月

12月

1月

2月

3月

作品名　 作者 出版社

4月

おさかな　いっぱい 増田　純子 福音館書店

りんごは　いくつ？ よねづ　ゆうすけ 講談社

パン　どうぞ 彦坂　有紀　 講談社

まるまるまるのほん
エルヴェ・テュレ作
谷川俊太郎訳

ポプラ社

ばいばい　またね さとう　わきこ 金の星社

こぐまちゃんのどろあそび わかやま　けん こぐま社

にじいろカメレオン よねづ　ゆうすけ 講談社

けろけろみどり 柏原　晃夫 学研教育出版

かくかくしかく 得田　文久 童心社

ととけっこう　よがあけた こばやし　えみこ こぐま社

4月

8月

9月

2016(Ｈ28)年度

5月

6月
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台場おはなし会絵本リスト令和4(2022)年度～平成28(2016)年度

おべんとうバス　 真珠まりこ ひさかたチャイルド

ぷしゅ～ 風木　一人 岩崎書店

ぶーぶー　ぷっぷー 柏原　晃夫 学研教育出版

ありとすいか たむら　しげる ポプラ社

おおきい　ちいさい 元永　定正 福音館書店

おおきくおおきくおおきくなあれ マツイ　ノリコ 童心社

かにこちゃん きしだえりこ くもん出版

かわいいあひるのあかちゃん モニカ・ウエリントン 徳間書店

ありのおでかけ 西村　敏雄 白泉社

ぴたっ！ あずみ虫 福音館書店

ばいばい　 まついのりこ 偕成社

まんまるおつきさん ねじめ正一 偕成社

いもいもほりほり 西村　敏雄 講談社

りんごりんごりんごりんごりんご 安西　水丸 主婦の友社

おつきさまのかぞえうた 新井　洋行 えほんの杜

とってください 福知　伸夫 福音館書店

どんぐりころちゃん みなみじゅんこ アリス館

ぐるぐるちゃん 長江　青 福音館書店

さつまのおいも 中川　ひろたか 童心社

いもほりバス 藤本　ともひこ 鈴木出版

よくきたね 松野　正子 福音館書店

おちばきょうそう 白土　あつこ ひさかたチャイルド

りんごがドズーン 多田ヒロシ 文研出版

もりのおふろやさん とよたかずひこ ひさかたチャイルド

おちばいちば 西原みのり ブロンズ新社

これはりんご 中川　ひろたか 童心社

ころんちゃん まつなり　まりこ アリス館

さんかくサンタ Tupera Tupera 絵本館

サンタのおまじない 菊地　清 冨山房

ないしょでんしゃ 薫 くみこ ひさかたチャイルド

ぼくのてぶくろ ふくだすぐる 岩崎書店

あったまろう もろはらじろう 鈴木出版

すいすいたこたこ とよたかずひこ 鈴木出版

ふわふわちゃん　おでかけこんにちは こがようこ 教育画劇

ゆき ジョン･バーニンガム 冨山房

だれのあしあと ふくだ　としお 新風舎

このゆきだるまだーれ 岸田　衿子 福音館書店

ねずみさんのくらべっこ 多田ヒロシ こぐま社

おめんです（ビックブック） いしかわ　こうじ 偕成社

ゆきだるまのあたま 黒田かおる 金の星社

12月　

1月　

2月

7月　

8月　

9月

10月

11月
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あかたろうの1・2・3の3・4・5 北山葉子 偕成社

おしくらまんじゅう かがくい　ひろし ブロンズ新社

こけこっこー 林木林 鈴木出版

まめまきバス 藤本ともひこ 鈴木出版

くんくん、いいにおい たしろちさと グランまま社

ちょうちょうひらひら まど　みちお こぐま社

はなをくんくん ルース・クラウス 福音館書店

はるがきた ジーン・ジオン 主婦の友社

2月

3月
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